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１ 業務委託名 

  令和３年度岡山市児童手当現況届一部業務委託 

 

２ 業務の目的 

  児童手当現況届に関する業務の一部を委託し、児童手当業務の円滑化を図るとともに、

市民サービスを向上することを目的とする。 

 

３ 業務担当課 

   岡山市岡山っ子育成局子育て支援部 こども福祉課 

   所在地：岡山市北区大供一丁目１番１号 

   電 話：０８６－８０３－１２２２ 

   ＦＡＸ：０８６－８０３－１７１９ 

   e-mail：kodomofukushi@city.okayama.lg.jp 

 

４ 本業務の基本事項 

 ４.１ 適用範囲 

「令和３年度岡山市児童手当現況届一部業務委託仕様書」（以下「本仕様書」とい

う。）は、岡山市が、受託者に委託する本業務に適用する。 

 

 ４.２ 委託業務内容 

   (1) 児童手当現況届の受付、受付データ作成 

   (2) 受付済現況届の点検、整理及び確認 

  (3) 現況届督促状及び差止通知書発送準備 

 (4) その他児童手当現況届審査に関する事務 

 ※別紙「参考：児童手当現況届審査等業務作業要領」のとおり 

   

 ４.３ 履行期間 

   本業務の履行期間は契約日から令和３年９月３０日までとする。 

   上記期間のうち、休日は次のとおりとする。 

   (1) 土曜日及び日曜日 

   (2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 

 ４.４ 履行場所 

   (1) 本業務の履行場所は、岡山市役所本庁舎内（岡山市北区大供一丁目１番１号）

及び受託者が調達する場所で行うこととする。 

      (2) 受託者が調達する場所は、入退出者が確認、記録、管理され、部外者の出入り

  が出来ない等のセキュリティに配慮された場所であることとする。 

   (3) 受託者が調達する場所で業務を行う場合、委託者と受託者双方で協議し、委託

者が必要と認める場合において実施できるものとする。ただし、現況届等の運搬

は紛失、盗難等ないよう、セキュリティに配慮した車両を使用し、受託者の責任



で行い、それにかかる経費は受託者が負担する。 

 

 ４.５ 履行時間 

   本業務の履行時間は、原則午前８時３０分から午後５時００分までとする。 

   ただし、繁忙期において、本業務の処理が業務履行時間内で実施できない場合、又

は委託者が必要と認める場合は、委託者と受託者双方で協議のうえ、履行時間を延長

することができるものとする。 

 

４.６ 法令・条例等の遵守 

受託者は、業務の実施にあたり、関係する法令・条例等はこれを理解し、遵守しな

ければならない。 

(1) 岡山市契約規則 

(2) 岡山市個人情報保護条例 

  (3) 岡山市情報セキュリティーポリシー 

(4) その他の関係法令 

 

４.７ 品質管理・保証等 

受託者は、本業務を遂行するにあたり、適切な品質管理の実施及び品質の保証を行

うとともに、必要な企画立案能力、技術的能力の向上に努めなければならない。 

 

 ４.８ 秘密の保持等 

(1) 岡山市個人情報保護条例を遵守しなければならない。取得した個人情報は、その

取扱いに最大限の注意を払うこと。 

  (2) 受託者は、本業務の履行にあたり、秘密の保持に関する全ての法令等を遵守する

とともに、この業務の実施において知り得た事項については、他に漏えいし、又は

他の目的に使用してはならない。なお、契約期間終了後においても同様の義務を負

うものとする。 

  (3) 受託者は、業務従事者（「６ 実施体制」参照）に対し、事前及び定期的に個人情

報の重要性についての認識を深めるとともに、個人情報の適正な取扱いに資するた

めの研修・教育を実施しなければならない。 

  (4) 秘密の保持についての研修に要する一切の費用は、受託者の負担とする。 

(5) 受託者は、受託業務の処理にあたり常に事故又は災害防止に努め、事故、若しく

は災害、又はセキュリティに関する事案が発生したときは、直ちに岡山市に対し通

報して適切な措置をとるとともに、遅滞なく書面をもって報告しなければならない。 

(6) 受託者は、受託業務の処理にかかる磁気記録媒体に記録されているデータの内容

を侵す一切の行為をしてはならない。  

  (7) 受託者は、受託業務の処理に使用した全ての記録、資料等について、業務終了後



すみやかに委託者に返還しなければならない。 

(8) 受託者は、契約書作成に合わせて、岡山市個人情報保護条例（平成１２年市条例

第３４号）に基づく「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」及び行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）に基づく「市の保有する特定個人情報等の取扱委託に関する覚書」を

締結すること。 

 

 ４.９ 契約時に提出する書類 

受託者は、本業務を実施するにあたり次の書類を作成し、委託者の承諾を得なければ

ならない。 

(1) 委託業務着手届 

(2) 実施計画書 

(3) 業務責任者並びに業務従事者選任届 

  (4) 履行場所に関する届 

  (5) その他本業務を実施するにあたって、委託者が必要とする書類 

 

 ４.１０ 損害の賠償 

本業務遂行中に受託者が委託者若しくは第三者に損害を与えた場合又は第三者から損

害を受けた場合は、直ちに委託者にその状況及び内容を書面により報告し、すべて受託

者の責任において処理解決するものとし、委託者は一切の責任を負わない。 

 

 ４.１１ その他基本事項に関すること 

(1) 業務履行上必要な協議及び会議は適宜行うことができることとする。受託者は終

了後、速やかにその打ち合わせ記録を作成・提出し、委託者の承認を得ること。 

(2) 受託者は、作業の工程において確認事項がある場合、書面により委託者に提出し

確認を行うことができることとする。 

(3) 受託者は、本業務中に事故があった場合は、所要の処置を講ずるとともに事故発

生の原因及び経過、事故による被害の内容等について、直ちに委託者に報告するこ

と。 

(4) 受託者は、本業務が委託者からの委託を受けた業務であることを認識し、委託者

の信頼を失墜させることのないよう本業務を実施すること。 

(5) 受託者は、委託者から情報セキュリティに関する立入りの監査、調査を求められ

た場合は受け入れること。 

 

５ 成果物 

  日付ごとに現況届を点検、整理及び確認したものを、現況届に印字してある内容をも



とに、下記の記号ごとに分類する。 

 

Ａ 現況届・添付書類以外に同封物があるもの（現況届が複数枚あるもの含む） 

Ｂ 不備があり受給者に返送する必要があるもの 

Ｃ 記入内容に疑義があるもの 

Ｄ 所得情報の照会が必要なもの 

Ｅ 申立書が添付してあるもの 

Ｆ１ 別居監護申立書が添付してあるもの 

Ｆ２ 別居監護申立書が添付してあり、別居児童の住民情報の照会が必要なもの 

Ｇ 被用者・非被用者の区分変更があるもの 

Ｈ Ａ～Ｇに該当せず添付書類が不要なもの 

 

複数の記号に該当する場合の優先順位はＡ＞Ｂ＞Ｃ＞Ｄ＞Ｅ＞Ｆ＞Ｇ＞Ｈとする。Ａ

は未受付として扱い、封筒に戻した状態で納品する。Ｇは変更種別ごとに再分類する。

Ｄ～Ｈは現況届５０枚を１束とし、束内で認定番号順に並べる。成果品は１～２日毎に

こども福祉課に納品すること。詳細は別紙「参考：児童手当現況届審査等業務作業要領」

のとおりとする。 

 

６ 予定件数及び業務量 

  現在、児童手当受給者は約５３，０００人おり、履行期間内に約９５％程度が届出す

ると想定される。また、発送後、２カ月の間が業務量の大半を占めることが予測される。

本業務を履行する上で、次の事項について留意すること。 

 ６.１ 履行期間中毎日行う作業 

  (1) 市役所本庁舎４階庁舎管理課に郵送で届く現況届と郵便局発行の交付証（コピー）

の受け取り 

  (2) 受け取った郵送受付分の通数と交付証に記載された通数の照合（通数が合わない

場合はその日のうちにこども福祉課に報告し、対応を協議すること） 

  (3) 郵送受付分の通数と交付証の通数が合えば、郵送受件数の入力 

  (4) 窓口受付分（委託者から毎日送達）の窓口受付数の入力 

  (5) 受付済の現況届（郵送受付分）の認定番号のデータ入力 

 

 ６.２ 現況届督促状発送（８月 別途委託者が締切日を指定）までに行う作業 

  (1)７月受付分までの受付済現況届を点検、整理及び確認し、５の状態にした成果物

を８月上旬までに納品する 

  (2)現況届督促状の折り・封入・封かん・引き抜き等の発送準備 

 



 ６.３ 現況届未提出による支払差止通知発送（９月 別途委託者が締切日を指定）ま

でに行う作業 

  (1)８月受付分までの受付済現況届を点検、整理及び確認し、５の状態にした成果物

を９月上旬までに納品する 

  (2)支払差止通知の折り・封入・封かん・引き抜き等の発送準備 

 

【参考】児童手当発送件数等 

  ①発送件数 約５３，０００件（５月３１日発送予定） 

  ②不備返送件数 約７００～８００件 

  ③督促状発送件数 約３，０００件（８月中旬発送予定） 

  ④現況届未提出による支払差止通知発送件数 約１，２００件（９月上旬発送予定） 

 

７ 実施体制 

  受託者は本業務の実施体制の設定において、自己の責任において、次の事項について

留意すること。 

７.１ 業務責任者の配置 

受託者は、自己の責任において、本業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）

への監督及び指導並びに委託者との連絡及び協議を行う責任者（以下「業務責任者」と

いう。）を選任すること。 

業務責任者は、本業務全体を監督及び指導する立場にあり、困難な課題に対応できる

能力、知識、ノウハウを有する者とし、次の業務を行うものとする。 

  (1) 本業務及び関係法令等に精通し、本業務全体を把握すること。 

  (2) 計画的で適正な運営及び指導を実施すること。 

  (3) 本業務の繁忙に対して、柔軟な対応を行うこと。 

  (4) 委託者からの要望、指示に対して受託者の窓口となること 

 

７.２ 業務従事者 

(1) 受託者は本業務を円滑に行うことができる者を（以下「業務従事者」という。）

業務に従事させるものとする。 

  (2) 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、適切に本業務を履行できる立場にあり、

ＯＡ機器の基本的な操作に関する知識及び能力を有するとともに、本業務の目的と

性質、機密性等を十分に理解しているものとする。 

  (3) 受託者は、「５ 予定件数及び業務量」の内容に基づき、業務が円滑に進むよう

業務従事者の人員を適正に配置すること。特に繁忙期の６月と７月においては、業

務に支障が生じないよう補充体制をとらなければならない。また、業務従事者が休

暇等により業務に従事できない場合にも同様とする。 



 

  ７.３ 業務責任者及び業務従事者の届出 

   受託者は、本業務を実施するにあたり、本業務の業務責任者並びに業務従事者の選

任届を作成し、委託者の承諾を得なければならない。なお、業務責任者並びに業務従

事者の配置に変更があった場合も同様とする。 

 

  ７.４ その他実施体制に関すること 

   (1) 委託者は、業務責任者及び業務従事者の業務処理の能率が著しく低下し、本業

務の履行が困難と判断する場合は、受託者にその理由を示し、指導、改善、従事

者等の交代等、適切な措置を要請することができることとする。 

   (2) 本業務に従事する業務責任者及び業務従事者は、業務に適した服装と名札を常

に着用する。 

 

８ 業務従事者への研修 

  受託者は本業務を適正かつ能率的に行うために、本業務を実施するにあたり、本業務

務履行に必要な研修を行わなければならない。また、履行期間中にも状況に応じた適切

な研修を行うこと。 

  なお、委託者が必要と認めたときは、委託者と受託者双方で協議のうえ研修が実施で

きるものとする。 

  研修に関する費用は、受託者の負担とする。 

 

９ 業務マニュアル・実施計画書の提出 

 受託者は別紙「参考：児童手当現況届審査等業務作業要領」を参考に業務マニュアルを

作成し、委託者の承認を得ること。また、次の事項を含む実施計画書を契約締結後委託者

に速やかに提出すること。 

 (1) 業務従事者の業務処理に係る配置体制及び業務分担 

 (2) 業務従事者の研修計画 

   「４.２ 委託業務内容」に関する研修、「４.８ 秘密の保持等」についての研修を含 

  む。 

 (3) 業務従事者の労務管理の方法及び欠員の場合の補充体制、連絡体制 

 (4) その他契約書及び本仕様書で定めた委託者に示すべき事項 

 

１０ 物品等 

 １０.１ 貸与品等の使用 

本業務を実施するにあたり、委託者は次の備品等を準備し、受託者に貸与するものと

する。ただし、原則として委託者と共有する。 



貸与品 備考 

執務スペース（岡山市役所９階こども福

祉課ほか） 

受付件数（郵送、窓口）確認時 

福祉総合システム使用時 

机、いす、枠付き台車 受付件数（郵送、窓口）確認時 

福祉総合システム使用時 

機器端末等 福祉総合システム、バーコードリーダー

（各１台）  

※システムはこども福祉課内で使用 

福祉総合システムＩＤ番号 システム利用従事者に貸与 

複合機 こども福祉課内で業務実施時のみ可能 

消耗品 封筒、現況届関係様式一式、届出受付印、

レターオープナー等 

電話機及び電話回線 こども福祉課内で業務実施時のみ可能 

 

１０.２ 貸与品の使用に係る留意事項 

(1) 受託者は貸与品について自己の責任において適正に使用し、本業務の目的以外の

用途で使用してはならない。 

(2) 受託者は貸与品について委託者より返却の要請があった場合は、速やかに返却し

なければならない。 

(3) 受託者は、受託者の責による滅失及び毀損等の損害を与えた場合には、速やかに

その旨を報告するとともに、受託者の責任においてこれを復するものとする。ただ

し、適正な使用における損耗や破損についてはその責を負わない。 

 

 １０.３ その他物品に関すること 

  受託者が調達する場所で業務を行う場合、本業務に係る物品等は原則受託者負担で準

備するものとする。 

  

１１ オンラインシステム（福祉総合システム）の使用 

１１.１ 稼働時間 

システムの稼働時間は「４.５ 履行時間」に準じる。 

 １１.２ 使用の条件 

   受託者は、システム使用時に次の事項に留意すること。 

  (1) 福祉総合システムのＩＤ番号の貸与を受けること。ＩＤ番号の貸与にあたり、委

託者が事前に業務従事者名簿を提出すること。 

  (2) 従事者の選任は２～３名程度とし、ＩＤを貸与された従事者以外は利用させない

こと。 



  (3) システムの利用は照会機能のみとする。 

 

１２ 実施状況の報告等 

 １２.１ 実施状況の報告 

受託者は、委託者に次の事項を日付ごとに報告するものとする。 

(1) 現況届件数 

(2) 受付済の現況届（５のＡ以外に分類されるもの）の認定番号のデータ 

報告は電子メールにより報告する。 

  また、その他毎日の業務実施件数等を記録した「業務履行日報（別紙）」及び業務完

了報告書を作成し、当該月の翌月１０日までに委託者に提出して確認を受けるものとす

る。 

  

 １２.２ 状況等の報告 

  受託者は、委託者から本業務に係る確認や報告を求められた場合には、口頭及び報告

書等の提出をもって遅滞なく応じなければならない。また、受託者で特に重要だと判断

した事項については、委託者の報告の求めによらず直ちに報告するものとする。 

 

１３ その他 

 その他本仕様書で定めのない事項については、委託者と受託者双方の協議のうえ決定す

る。 


