
平成３０年度児童手当等通知書はがき 
印字・圧着作業委託（単価契約）仕様書  

 

第１条（適用範囲） 

 本仕様書は，平成３０年度児童手当等通知書はがき印字・圧着作業委託（単価契約）（以

下「本作業」という。）に適用する。 

 

第２条（用語の定義） 

 本作業において使用する用語については，以下の定義によるものとする。 

(1)受託者 

 本作業委託の契約の相手先である受託者をいう。 

(2)監督員 

 本作業委託に関し，岡山市が受託者に通知した監督員をいう。 

(3)仕様書 

 特に断りが無い限りで，本仕様書，別紙及び様式をいう。 

(4)通知書 

 本作業に関し，岡山市が提供する「支払通知書」，「額改定通知書」及び「消滅通知書」

（以下「児童手当等通知書」という。）をいい、コンピューター連続帳票の郵便はがきである。 

第３条（作業概要） 

 本作業は，児童手当等通知書に関するはがき印字・圧着及びそれに付随する作業を行う

ものである。作業回数及び通数は，年４回（１２，０００通以内×１回，５７，０００通以

内×３回）とする。 

        

第４条（作業規程） 

 本作業は，本仕様書によるほか監督員の指示に基づいて実施するものとする。 

 

第５条（納期限） 

① 作業の成果品は，次の日にちまでに，第１３条による検査に合格することを要する。 

第１回 平成３０年 ４月 ９日 支払・額改定・消滅通知書（１２，０００通以内） 

第２回 平成３０年 ６月 ８日 支払通知書（５７，０００通以内） 

第３回 平成３０年１０月 ９日 支払通知書（５７，０００通以内） 

第４回 平成３１年 ２月 ８日 支払通知書（５７，０００通以内） 

② 作業の成果品は，次の日にちまでに，第１４条による郵便局への搬入を行うものとする。 

第１回 平成３０年 ４月 ９日 支払・額改定・消滅通知書（１２，０００通以内） 

第２回 平成３０年 ６月 ８日 支払通知書（５７，０００通以内） 

第３回 平成３０年１０月 ９日 支払通知書（５７，０００通以内） 

第４回 平成３１年 ２月 ８日 支払通知書（５７，０００通以内） 

 

第６条（疑義） 



 受託者は，本作業について疑義を生じた場合には速やかに監督員に報告し，協議を行い，

その指示に従うものとする。 

 

第７条（提出書類） 

 受託者は，委託作業に着手するまでに次の書類を提出し，本市の承認を受けなければな

らない。 

(1) 委託業務着手届 

(2) 委託作業表 

(3) 管理責任者及び主任技術者届 

 

第８条（作業責任者等の資格） 

 受託者は，本作業に従事する作業責任者及び主任技術者には，十分な技能と経験を有す

るものを充てるものとする。ただし，監督員が不適当と認めたものについては，速やかに

適格者と交代させなければならない。 

 

第９条（引渡し物及び貸与物） 

①本作業に関し，岡山市から受託者に，以下の物品を引き渡し又は貸与する。 

 (1) 通知書 

 (2) 出力データ（ＰＤＦ形式）ＵＳＢ媒体 

(3) 引き抜き確認リスト 

②通知書及び出力データの引渡し時期は，納品日５開庁日前の予定である。 

 

第１０条（作業管理） 

①作業責任者及び主任技術者は，契約後から作業開始までの間に，作業方法，作業スケジ

ュール，作業体制及び作業分担等に関する打ち合わせ会を，監督員等の岡山市関係者と行

うこと。 

②監督員は，適宜，作業責任者及び主任技術者に対して，作業の進捗報告を求めることが

できるものとする。 

 

第１１条（作業説明） 

 本作業は，別紙０１「作業説明書」に従って行うことを要する。 

 

第１２条（成果品） 

 本作業による成果品は，印字・圧着済み郵便はがきの通知書とする。また，成果品は通

数のカウント及び箱詰めを行った上，各取扱郵便局等へ直接搬入できる状態に整えられて

いることを要する。 

 

第１３条（検査） 

①前条による成果品は，納品までに，監督員及び検査員による検査を受け，それに合格し

ていることを要する。 



②前項による検査以外に，作業の進捗状況に合わせて，監督員が部分的に中間検査を行う

場合がある。 

③本条による検査に合格しない場合，監督員の指示する期間内に，必要な修正を行わなけ

ればならない。また，修正後には再度，前々項による検査を受けるものとし，以後，検査

に合格するまで同様とする。 

④成果品納品後であっても，受託者の責に帰する誤りや不良箇所が発見された場合には，

速やかに無償で必要な処置を行わなければならない。 

 

第１４条（納品） 

①前条による検査に合格した成果品については，受託者が取扱郵便局へ搬入した時点で，

岡山市への納品があったものとみなす。 

②前項の搬入後すみやかに，取扱郵便局への搬入通数を岡山市へ報告するものとする。 

 

第１５条（事故通知書） 

①本作業において，印字ミス，カットミス及び汚損等の事故があった通知書（以下，「事

故通知書」という。）については，受託者が事故を認知した後すみやかに，様式０１「事

故報告書」によって，事故の内容，態様等を，監督員に報告すること。 

②事故があった通知書は，再度印字・圧着作業を行うこと。 

③事故通知書についても，受託者において厳重に保管の上，成果品の納品時に岡山市に返

却すること。 

 

第１６条（作業場所） 

①受託者は，岡山市内において受託者の直接の管轄下にあり，かつ，通知書を厳重に保管

可能な設備を有する場所を「作業場所」とし，同所にて本作業に関する作業を，受託者自

ら，並びに受託者の命令監督下において本作業に従事する技術者及び作業者（以下，合わ

せて「受託者等」という。）に行わせることができる。 

②前項の作業場所は，様式０２「作業場所に関する報告書」によって，委託業務着手届の

提出と同時に報告することを要する。 

③受託者等は，作業場所以外の場所において，本作業に関する作業を行ってはならない。 

④作業場所は，受託者の責に帰すことができない災害等が生じた場合を除き，作業場所を

変更してはならない。 

 

第１７条（個人情報保護） 

①受託者は，契約締結時に，「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を締結し

なければならない。 

②受託者は，本作業に従事する者に対し，「岡山市個人情報保護条例」の趣旨及び罰則規

定を周知しなければならない。 

 

第１８条（再委託の禁止） 

 個人情報の保護等のため，本作業に関する再委託は認めない。 



 

第１９条（権利の帰属） 

 本作業において得られた成果品等の所有権及び著作権は，本市に属するものとする。受

託者は，これを本市の許可なく，他に利用又は使用してはならない。 

 

第２０条（費用負担） 

 本作業遂行に当たって，必要となる通信費，運搬費，機器購入費，使用費，物品調達費，

修理費，燃料費，交通費等の経費，及びこれらに関する契約等の調達手続きは，全て受託

者の負担とする。ただし，本仕様書において岡山市から引き渡すものと定めているものを

除く。 

 

第２１条（委託料の算出及び支払い） 

①本作業にかかる委託料は，別紙０２「委託金額計算書」に従って算出するものとする。 

②委託料を算出する際の通数は，岡山市から受託者に引き渡した通知書の通数とすること。

また，事故により再度印字・圧着した通知書は上記の通数に加算しないこと。 

③算出した委託料は，作業完了後，受託者からの請求に基づいて，一括して支払うものと

する。 

 

第２２条（その他） 

 本作業により，受託者が第三者に与えた損害は，全て受託者の責任において処理しなけ

ればならない。 

 

 

  



別紙０１ 作業説明書 

 

1. 個人情報の保護 

 本作業にて取り扱う通知書は，児童手当等の受給資格があると認定された市民に対し，

児童手当等の支払，額改定及び消滅通知を目的として発送する文書である。よって，通知

書には，市民の個人情報が記載されるため，その保護には細心の注意を払うこと。 

  

2. 作業内容 

2.1.通知書等の引渡し及び搬送 

 岡山市が指定する場所にて，本業務にて使用する通知書及び出力データ（ＵＳＢ媒体）

を引き渡すので，受託者はそれらを受領し，作業場所まで搬送する。 

2.2．通知書への印字 

 連続帳票になっている通知書に印字する。（詳細は後述4.1参照） 

2.3.物品の保管 

 受託者は，印字された通知書を厳重に保管する。 

2.4.通知書のカット及び圧着 

 連続帳票に出力された状態の通知書を１枚ごとカットし，圧着を行う。（詳細は後述4.2

参照） 

2.5.通数確認 

 圧着した通知書を，一定枚数ごとに結束すると共に，郵便番号で分類の上，それぞれの

数をカウントする。（作業詳細は後述4.3参照） 

2.6.箱詰め 

 2.5.でカウントした通知書を，一定規格の箱に指示された順番通りに箱詰めする。なお，

この箱は，受託者において必要個数を調達すること。（詳細は後述4.4参照） 

2.7.内容物表示 

 2.6.により，箱詰めされた通知書の，先頭と最後尾の郵便番号等を明記し，同時にその

箱の内容通数を表示する。この時，所定の表示票等を使用する。（詳細は後述4.5参照） 

2.8.成果品保管 

 2.7.までの作業が終了した通知書は，指示された種別に分類して，所定の場所にて規定

の順番にて厳重に保管する。 

2.9.引き抜き 

 引き抜き確認リストにて指示するものを引き抜き，仕様書に定められた期限までに，こ

ども福祉課に引き渡す。 

2.10.受検 

 仕様書に基づき，定められた期限までに，成果品に関して，岡山市監督員及び検査員の

検査等を受ける。 

2.11.成果品搬入 

 仕様書に定められた期限までに，検査に合格した成果品を，岡山中央郵便局へ直接，岡

山市の料金後納郵便物差出伝票と共に搬入する。この際，岡山市こども福祉課担当者も同

行する。 



3. 通知書の概要 

   （大きさ）約140mm×約330mm  （カット後圧着時 約140mm×約102mm） 

  （種類）コンピューター連帳の郵便はがき 

  （通知書名）支払通知書，額改定通知書，消滅通知書 

3.1.通知書は，表示エラーのあるもの→郵便番号（７桁）→認定番号の順番に出力する。 

 

4. 作業詳細 

4.1．通知書への印字 

 出力データ順に通知書に印字する。印字は黒１色とする。 

4.2.通知書のカット及び圧着 

 通知書は，種別ごとに出力された順番を崩さないようにカットし，圧着すること。 

4.3.通数確認 

 圧着された郵便はがきは，種別ごとに郵便番号の上５桁ごとに２００通ずつ輪ゴムで十

字に結束し，白い紙札に郵便番号の上５桁と『「割引」（余裕なし）』と朱記したものを

つけること。 

4.4.箱詰め 

 結束したはがきは，種別ごとに郵便番号順に箱詰めを行う（箱の中がすべて同じ郵便番

号である必要はない）。 

4.5.内容物表示 

 通知書の入った箱には，内容物を表示する「通数確認票」を貼付し，見本０１のように，

先頭と末尾の「郵便番号」「印刷連番」「通数」「引き抜いた通数」「箱の通し番号」を

記入すること。 

4.6.成果品保管 

 ２００通ずつになっているか再確認し，不足の束には追加を行う。箱詰め及び内容物表

示が終わった箱は，まとめて保管すると共に，貼付した「通数確認票」が容易に確認でき

るように並べて保管すること。 

 

5. 事故通知書の処理 

 本作業において，通知書に印字ミス，カットミス及び汚損等の事故があった場合には，

直ちに様式０１「事故報告書」によって，岡山市監督員に報告すること。また，事故があ

った通知書は，再度印字・圧着作業を行うこと。 

  



別紙０２ 委託金額計算書 

 

「平成３０年度児童手当等通知書はがき印字・圧着作業委託（単価契約）」 

にかかる委託金額計算書  

 

 

１ 児童手当等通知書を１通印字・圧着 
 

   ①   ×   ②  通×100分の108 ＝   ③   円 

 

 （１通当たり単価，税抜き） 

 

 

 

※①は，本作業委託にかかる入札（見積）にて決定した１通当たり単価（税抜き）とする。 

※②は，岡山市から受託者に引き渡した通知書の通数とすること。事故により再度印字・
圧着した通知書の通数は加算しないこと。 

※③の端数処理については，円未満を切り捨てるものとする。 

 

 



様式０１ 事故報告書 

 

●事故報告書 様式 

 

 事故報告書（支払・額改定・消滅）  

 郵便番号     －       

 送り先住所  

 氏名  

 認定番号            

 担当者  

 報告日  平成  年  月  日 

 事故内容  印字ミス・破れ・汚れ・水浸・穴開き・その他（    ） 

 

 

 

●事故報告書 記入見本 

 

 事故報告書（支払・額改定・消滅）  

 郵便番号  ７   ７   ７   －   ７   ７   ７   ７   

 送り先住所  丸の内四丁目２－４  

 氏名  大供 花子  

 認定番号  ８   ８   ８   ８   ８   ８       

 担当者  鹿田 次郎  

 報告日  平成３０年 ４月 ５日  

 事故内容  印字ミス・破れ・汚れ・水浸・穴開き・その他（    ） 

 

 

※事故のあった通知書の記載内容を転記すること。その際，事故により読み取れない部分

があるときは，判読可能部分のみを転記すること。 

※事故のあった通知書については，岡山市に返却するものとしているので，それまでは他

の通知書と同じく，散逸・盗難等がないよう，厳重に保管すること。 

 



様式０２  

作業場所に関する報告書  

 

 

平成  年  月  日   

   岡山市長 大森 雅夫 様  

 

受託者    住所                    

 

氏名               （印）  

 

 

 下記の委託業務については，個人情報の保護及び情報セキュリティの保持の観点から，

当社の管轄下にある以下の作業場所のみで作業を行い，委託業務にかかわる帳票類，マ

ニュアル，仕様書，その他関係するデータ及び文書類を，いかなる形であっても作業場

所から外部に持ち出すことはいたしません。  

 同時に，この旨を業務に従事する技術者及び作業員に徹底させていることも，併せて

ご報告します。  

記  

 

 １ 委託業務名  平成３０年度児童手当等通知書はがき印字・圧着作業委託 

（単価契約）  

 

 ２ 作業場所    

           

 

 ３ 作業場所の権利関係  

 

          自社所有 ・ 賃貸 ・その他（           ）  

 

 ４ 同所における作業従事者の状況  

管理者           人  

作業者           人  

その他（管理部門等）    人  

 

 ５ 保管庫の状況 場所：                

構造：                

かぎの管理方法：                

 

 

 《記入上の注意》 

・実際に作業を開始する前に報告すること。 

・複数の作業場所の申請を同時に行う場合，１箇所に対し１枚にて申請すること。 

 

 

 

 

 



見本０１ 通数確認票 

 

●通数確認票 

 

 通数確認票（支払・額改定・消滅）  

 郵便番号   ～   

 印刷連番   ～   

 通数  ２００通 ×   束 ＝   通 

         端数 ＝   通 

      引き抜き ＝ △  通  差引 ＝   通 

 通し番号  

 

 

 

 

 

●通数確認票 記入見本 

 

 通数確認票（支払・額改定・消滅）  

 郵便番号  ７００－０８２４   ～   ７００－０８３４  

 印刷連番 ２００１   ～  ３０３３  

 通数  ２００通 × ５束 ＝１０００通  

        端数 ＝  ３３通  

    引き抜き ＝△   ４通  差引 ＝１０２９通  

 通し番号  ２  

 

 

 

 

 


