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１ 背景及び目的 

岡山市は、２０１９年１０月から実施される消費税・地方消費税率引き上げに伴う低所得者・子育

て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、低所得

者及び子育て世帯主向けのプレミアム付商品券（以下、「商品券」という。）の発行・販売等を行うこ

ととなった。 

本業務は、商品券販売に先立ち、購入対象者へ遅滞なく商品券購入引換券（以下、「引換券」とい

う。）の配布を行うとともに、本プレミアム商品券事業に関する一切の電話問い合わせに適切に対処

できるよう受託者の技術等を最大限活用し、各種事務処理の効率化及び最適化を図ることを目的とす

る。 

  ※（参考）商品券販売対象及び販売額 

＜詳細は、別紙参考資料「プレミアム付商品券事業実施要領（案）」を参照＞ 

・扶養外住民税非課税者：一人につき、総額２万５千円分の商品券を２万円で販売 

・三歳未満児子育て世帯主：総額２万５千円に当該三歳未満児子育て世帯主の世帯に属する対象

児童の数を乗じた金額分の商品券を２万円に当該対象児童の数を乗じた金額で販売 

 

２ 委託期間 

契約締結日から２０２０年３月３１日まで 

 

３ 業務内容 

（１）実施計画書の策定 

本仕様書の対応内容について、品質条件や制約事項、それらに対する解決策及び事務実施案を取

りまとめて「実施計画書」を作成し、契約締結後速やかに市に提出して承認を得ること。 

なお、実施計画書を取りまとめる際には、図、比較表なども有効に活用すると共に、効率等によ

り判断が分かれるものについては市と協議できるよう具体的でわかりやすい資料とすること。 

実施計画書には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。 

・業務実施体制（業務全般の統括管理者及び各業務マネージャーの氏名、各業務従事者の人数及 

び役割記載の実施体制図） 

・業務スケジュール 

・業務支援システムの内容（システムの構成・画面等詳細なものが確認できるもの） 

・個人情報保護、セキュリティ管理及び危機管理体制 

 

（２）システム開発・運用・保守業務 

ア 概要 

    岡山市（以下、「市」という。）が提供する申請書等送付対象者を抽出したデータ（以下、「基

本データ」という。）を活用し、申請及び引換券発行等のデータ管理・運営を行うための業務支

援システム（以下、「システム」という。）開発、運用及び保守を行う。 

イ スケジュール 

（ア）システム開発期間 

   ２０１９年４月から６月まで 

（イ）テスト運用開始 
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   ２０１９年６月 

（ウ）本運用開始 

２０１９年７月 

（エ）運用・保守 

      ２０１９年７月から２０２０年３月３１日まで 

  ウ 市が提供するデータ 

７月以降、２週間ごとに市から提供される下記データの取込処理を行い、システムのデータ更 

新作業を行うこと。 

（ア）住民記録情報データ 

住民番号、世帯番号、氏名、住所（方書を含む）、生年月日、性別、世帯主氏名、世帯主

との続柄、住民となった日、住民でなくなった日 

（イ）扶養外住民税非課税者データ 

住民番号、世帯番号 

（ウ）三歳未満児子育て世帯主データ 

住民番号、世帯番号 

（エ）住民番号の関連付けデータ 

非課税者住民番号、最新住民番号 

（オ）外字データ 

  エ データの入力・管理 

（ア）業務内容 

正規化等を十分に考慮の上、受託者が以下のデータ項目について「処理年月日」を含めた

ものを入力・管理することにより、円滑な対応業務や進捗管理ができるようにすること。 

・整理番号 

・申請者（代理人）情報（「代理人氏名」、「送付先」） 

・コールセンター問い合わせ情報 

・申請書の送付の申し出を行った者の情報（「独自整理番号（非対象者の場合）」、「氏名」、 

「住所」） 

・申請書等発送管理（印刷対象を選別できるとともに、印刷済みかどうかが判別できる 

こと。） 

・申請書の不達管理（「不達情報」、「再設定する送付先」） 

・申請書受付（「受付区分」） 

・不備返送及び再提出（複数回の不備返送が生じた場合には、分けて管理する） 

・申請書の追加発行及び再発行（印刷対象を選別できるとともに、印刷済みかどうかが 

判別できること） 

・審査管理情報（進捗が「開始」「保留」「審査中」「審査済」等で管理されるもの） 

・引換券等発行（印刷対象を選別できるとともに、印刷済みかどうかが判別できること。） 

・引換券等の不達返送（「不達情報」、「再設定する送付先」） 

（イ）システムの要件 

ａ データ管理機能 

（ａ）市が提供するデータ（ＣＳＶファイル）を取り込み、受託者が保有するデータベ
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ースと適正に連結できること。 

（ｂ）保有するデータ項目について、ＥＵＣ機能により、データ抽出ができること。 

ｂ 画面 

対象者等の住所及び氏名に含まれる各種文字（英字、漢字、ひらがな、カタカナ、各

種記号等）については、市が提供する外字データを取り込む等により、適切な字体で表

示できること。 

オ 帳票の作成 

市と協議して作成する以下の帳票レイアウトの表示に合わせ、次の項目が適切な場所に表示

されるとともに、「エ（イ）b 画面」と同様に外字データが適切に印字されること。また、Ｐ

ＤＦファイル等の紙の帳票の代わりになる電子データとしても出力できるようにすること。 

（ア）非課税者通知 

郵便番号、送付先住所、氏名 

（イ）申請書（プレ印字分） 

整理番号、住所、氏名、生年月日、性別 

（ウ）申請書不備返送通知 

郵便番号、送付先住所、氏名、不備理由（不備情報データの内容に応じて、異なる文章が

表示されるもの） 

（エ）要件非該当通知又は引換券送付通知 

郵便番号、送付先住所、氏名、申請日、決定日、審査結果文（審査結果データの内容に応

じて、異なる文章が表示されるもの） 

    （オ）引換券 

氏名、住所、引換券発行番号、自由記載欄への連絡事項（ｄの決定日及び市が指示する定

型文） 

    （カ）ａからｅの帳票に係るリスト 

      各リストの内容に応じて、保有する次のデータ項目を適宜表示するものとする。 

整理番号、引換券発行番号、郵便番号、住所、氏名、生年月日、性別、不備情報データ、 

申請日、決定日、審査結果データ 

    （キ）カスタマーバーコード 

郵送対応用として a、ｃ及びｄ又は送付用封筒にカスタマーバーコードを印字できること。 

カ 規模 

（ア）利用者数 

次の業務に従事する者全員がシステム利用者となる規模を想定すること。 

ａ データ管理業務 

ｂ 申請書等印刷・発送業務 

ｃ 申請書受付・審査及び引換券等発送業務 

ｄ コールセンターの設置・運営業務 

（イ）データ件数 

      市から提供されるデータ件数は、次の件数を想定しているため、これらのデータに加えて、 

受託者側で入力・管理がされるデータ件数を想定してシステムを構築すること。 

ａ 住民記録情報データ       約 800,000件 
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ｂ 扶養外住民税非課税者データ   約 160,000件 

ｃ 三歳未満児子育て世帯主データ  約 20,000件 

ｄ 住民番号の関連付けデータ    約 10,000件 

※（ａ）から（ｄ）のいずれも２週間ごとに最新の全件データを提供 

キ 運用・保守 

（ア）業務内容 

      システムを活用し、下記の各業務の運用支援業務を担うとともに、システムの保守を行う

こと。  

・申請書等印刷・発送業務 

・申請書受付・審査及び引換券等発送業務 

・コールセンターの設置・運営業務 

（イ）信頼性 

・停電や電源障害時の不意のシステムダウンを防止するために、ＵＰＳ（無停電電源装置）

を備えること。 

・システムダウン等に備えて、システムで保持している各種データについては、適切な方

法でのバックアップを行うこと。 

・万一の場合には、保存していたバックアップから、速やかにリストア作業を行い、デー

タの原状回復を行うこと。 

（ウ）運用性 

プログラム、データ、各種ログ等の特性に応じ、日次又は定期にバックアップをすること。 

（エ）情報セキュリティ 

ａ 主体認証 

システムへのログイン時には、所定の方法でユーザ認証が行われること。また、ユー

ザが離席する際には、画面を非表示とする「画面ロック」が利用者の操作によって可能

であること。加えて、一定以上のキー操作が無い場合には、自動的に画面ロックとなる

こと。画面ロックの解除には、ユーザにおいて認証と同じ手順が必要であること。 

ｂ 権限管理 

利用権限は、ユーザごとに設定できること。ユーザ認証の設定は、管理者のみが一元

で管理できるようにすること。 

ｃ アクセス制御 

システムにおけるそれぞれの業務・役割に応じて、利用可能なシステムの機能、アク

セス可能なデータ、実施できるデータの操作等を制限する機能を有すること。また、管

理者のみが、システムの利用状況を監視できること。 

      ｄ ログの取得・管理 

「日時」「利用者」「変更内容」などのシステムの利用記録、例外事象の発生に関する

ログを取得すること。ログは、様々な条件での検索・抽出ができ、その結果をＣＳＶ 

ファイルにて出力できること。 

ｅ ネットワーク 

        システムを活用する端末は、外部の回線から遮断された同一ネットワーク内に設置す

ること。 
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（オ）インシデント管理 

ａ 対応 

システムに発生したインシデント（システムの不具合、機器の故障、エラー、警告 

メッセージの発生など）を検知した場合は、速やかに適切な対応を実施すること。ただ

し、システムへの侵入、ウイルス感染等、セキュリティに関するインシデントである可

能性がある場合は、速やかに市に報告し、市の指示に基づいて対応すること。 

ｂ 記録等 

発生したインシデント、その対応内容及び対応結果について記録を作成し、一元的に

保管及び管理すること。 

（カ）データ利用者管理 

・端末やシステムのユーザ管理を行う際の支援を行うこと。 

・端末利用者に対しアクセス権限を設定する際の支援を行うこと。 

・端末利用者からのシステムに関する問い合わせを処理し、これを受託者内において完結

すること。 

 

（３）申請書等印刷・発送業務 

ア 概要 

システムから抽出した申請書等送付対象となる扶養外住民税非課税者への申請書等を作成

し、次のとおり送付する。 

（ア）申請書をプレ印字して本人に郵送すること。 

（イ）郵送した者のうち、申請書の提出がない者で、かつ、その時点で発行要件を満たす者に

ついて、任意のタイミングで出力すること。 

イ スケジュール 

（ア）帳票レイアウトの提出期限  

２０１９年６月２８日 

（イ）申請書一括発送予定日 

２０１９年７月２９日  

（ウ）追加対象者分への随時発送 

申請書一括発送日から１１月２９日まで  

ウ 業務内容 

（ア）申請書等の準備 

申請書等の発送は、「（２）オ」で作成した帳票等を用い、以下のものを作成・印刷する 

こと。 

ａ 非課税者通知 （112,000枚程度） 

ｂ プレミアム付商品券制度周知チラシ （Ａ４：予備を含め 130,000枚程度） 

ｃ 申請書（プレ印字） （110,000枚程度） 

ｄ 申請書（白紙） （2,000枚程度） 

ｅ 申請書記入例 （112,000枚程度） 

ｆ 申請書等送付用封筒 （長３：120,000枚程度） 

ｇ 申請書返信用封筒 （長３：120,000枚程度） 
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   ※ａ及びｃについては、世帯ごとの印刷とすること。 

※ｂについては、デザイン・内容を市と協議の上、受託者の負担において制作すること。 

※ｄについては、市の指定する場所へ納品すること。 

※指定の無い印刷物の規格及びレイアウトについては、別途市と協議を行うこと。 

（イ）封入 

ａ 封入物は「（ア）申請書等の印刷」におけるａ～ｃ、e及びｇをｆに封入するものと 

する。なお、随時発送の場合、ｃの代わりにｄを封入することもある。 

ｂ 申請書等を封入する封筒は「区内特別郵便」分とそれ以外（「料金後納郵便」分）の

封筒の２種類について、下記「郵便局取扱局一覧」により区別できること。 

【郵便取扱局一覧】 

（ａ）区内特別郵便 

取扱局 郵便番号（配達局番号） 

岡山中央 700 

岡山南 702 

岡山東 703 

御津 709-21 

迫川 709-12 

足守 701-14 

牟佐 701-21 

福渡 709-31 

西大寺 704 

瀬戸 709-06,709-08 

吉備 701-01 

妹尾 701-02 

津高 701-11 

一宮 701-12 

高松 701-13 

 

（ｂ）料金後納郵便 

取扱局 郵便番号（配達局番号） 

岡山中央 Ⅰ．区内特別郵便以外 

 

※一括発送については、上記（ａ）（ｂ）に示す郵便番号、取扱局ごとに封入後の封筒

を仕分けし、それぞれの郵便局に持ち込むこと。 
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（ウ）発送等 

ａ 発送の履歴をシステムに登録すること。 

ｂ （ア）の aと cをｆに封入して発送する際には、宛名、通知の相手方、及びプレ印字

された申請書の相手方をよく確認し、封入間違い等を絶対にしないこと。このために万

全の対策を講じ、体制を整えること。 

ｃ 当初、申請書等送付対象者であったが、死亡等の事情により発送までに対象者から除

外された場合は、速やかに同者への発送を中止すること。 

ｄ コールセンター又は市から追加発送、再発送の依頼を受けた場合、早急に申請書等を

追加発送、再発送できる状態にして、市に引き渡すこと。ただし、通数が大量に渡る場

合、この所定の郵便局への持ち込みを指示することがある。 

e 最初のプレ印字時のみならず、再発送等の対応ができること。 

※追加発送：プレ印字された申請書等を送付しなかったが、本人等からの申し出より改

めてプレ印字された申請書等を郵送すること。 

※再 発 送：プレ印字された申請書等を発送したが、紛失等の事情の申し出よりプレ印

字された申請書等を再度発送すること。 

f 申請書等が不達として返送された場合は、その到達した日及び理由をシステムに登録

すること。その後転居が確認できた場合には、転居先住所に再送付し、送付先を登録す

ること。 

g 発送物に関する日本郵便株式会社との打ち合わせ及び確認は、受託者において行うこ

と。なお、郵便局への運搬に係る費用は受託者の負担とする。 

 

（４）申請書受付・審査及び引換券等発送業務 

ア 概要 

（ア）扶養外住民税非課税対象者から送付された申請書の受付及び審査を行う。審査結果に基

づき、通知及び引換券を印刷・送付する。申請書に不備のあった者については、申請書不

備返送通知とともに申請書を返送する。 

（イ）三歳未満児子育て世帯主に対し、引換券を印刷・送付する。 

（ウ）（ア）及び（イ）が同一世帯の場合は、同封して送付する。 

イ スケジュール及び時間 

（ア）スケジュール 

ａ 申請書受付 

２０１９年７月３０日から２０１９年１１月２９日まで 

ｂ 申請書審査（申請書不備返送分を含む） 

２０１９年８月１日から２０２０年１月３１日まで 

ｃ 引換券及び非該当通知書一括発送 

２０１９年９月の市が指定する日  

※以後、２０２０年１月まで随時発送 

（イ）時間 

   午前８時３０分から午後５時まで 

ただし、岡山市の休日を定める条例（平成元年市条例第４４号）第１条第１項に規定する
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市の休日を除く。 

※原則、上記の時間とするが、市と協議の上、延長等を行うことも差し支えない。ただし、

その際の費用は受託者の負担とする。 

ウ 内容 

（ア）引換券等の準備 

引換券等の発送は、「（２）オ 帳票の作成」で作成した帳票等を用い、以下のものを作成・

印刷すること。 

ａ 申請書不備返送通知 （10,000枚程度） 

      ｂ 要件非該当通知 （5,000枚程度） 

   ｃ 引換券送付通知 （110,000枚程度） 

   ｄ 引換券 （Ａ４改ざん防止用紙：120,000枚程度） 

   ｅ 商品券販売所及び商品券取扱店舗チラシ （Ａ４カラー：110,000枚程度） 

   ｆ 引換券等送付用封筒 （長３：110,000枚程度） 

    ※ｅについては、市から別途データを提供予定。印刷は、受託者の負担において行う 

こと。なお、送付時期によりチラシデザインが複数回変更する可能性がある。 

※指定の無い印刷物の規格及びレイアウトについては、別途市と協議を行うこと。 

（イ）封入 

ａ 「（ア）引換券等の準備」におけるａ～ｅについて、必要なものをｆに封入すること。 

ｂ 三歳未満児子育て世帯主に対して送付する引換券については、「（４）申請書等印刷・

発送業務」におけるプレミアム付商品券制度周知チラシを同封すること。 

ｃ 引換券等の封入は「（３）ウ（イ）封入ｂ」と同様とすること。 

    （ウ）発送 

      引換券等の発送については、「（３）ウ（ウ）発送等」の規定を準用すること（但し、再発

送は行わない）。 

（エ）その他 

a  扶養外住民税非課税対象者及び三歳未満児子育て世帯主の両方に該当する場合は、同

封して引換券等を発送すること。 

ｂ （ア）の aをｆ、ｂをｆ、又は cと dをｆに封入して発送する際には、申請情報によ

る宛名、通知の相手方、及び引換券の相手方をよく確認し、封入間違い等を絶対にしな

いこと。このために万全の対策を講じ、体制を整えること。 

ｃ 申請書等の受付・審査業務において、進捗・処理状況等がシステム入力でき、コール

センター業務でその入力された内容を随時確認できること。 

ｄ 不備返送となった者のうち、申請書の再提出がない者のリスト及びデータを市が別途

指示するタイミングで出力できること。 

e 受け付けた申請書については、引換券送付に必要な情報（申請の有無、購入申込者情 

報）をシステムに入力すること。 

f 申請者の要件に変動があった場合などで、市から指示があったときは、データの修正

に応じること。 

g 対象者の要件を満たすかどうかについては、市と協議の上、その指示に従うこと。 
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h 受け付けた申請書の内容に不備があった場合は、申請書を返送し、再申請ができるよ

うにすること。 

i 他市町村からの転入などで、市から引換券発行の指示があった場合には、早急に引換

券を発送できる状態にして市に引き渡し、その履歴をシステムに登録すること。 

j 簡易書留や特定記録等の郵便オプションサービスの利用については、市と協議の上で

決定すること。 

 

（５）コールセンターの設置・運営業務 

ア 概要 

プレミアム付商品券事業に関する一切の電話問い合わせに誠実に対応する。 

イ スケジュール及び時間 

（ア）スケジュール 

２０１９年７月下旬から２０２０年３月３１日まで 

 ※業務開始日は７月２２日を予定。正式な期間は、２０１９年４月に指示する。 

（イ）時間 

午前８時３０分から午後５時まで 

ただし、岡山市の休日を定める条例（平成元年市条例第４４号）第１条第１項に規定す

る市の休日を除く。 

ウ 内容 

（ア）問い合わせ内容の種類については以下の項目を想定する。 

      ａ 引換券交付対象者等 

       （全   般）プレミアム付商品券事業の制度全般、商品券使用までの流れについて等 

       （申請書関係）申請書記載方法、申請方法について等 

       （引換券関係）商品券購入方法、商品券販売所について等 

       （商品券関係）商品券取扱店舗情報、品目、使用方法について等 

      ｂ 商品券取扱店舗 

       （商品券換金関係）換金手法について等 

（イ）商品券の販売及び商品券取扱店舗に関するコールセンター業務については、商品券発

行・販売業務との連携を図るため、別途提供する業務マニュアルを参照のうえ、実施する

こと。 

（ウ）受付時間外及びコールセンター閉鎖後には、それらの旨を案内する音声アナウンスを流  

すこと。 

（エ）その他 

ａ コールセンター業務において、対応内容等がシステム入力できること。 

ｂ 申請書等の受付・審査業務において、進捗・処理状況等が入力されたデータについて、

コールセンター業務でその入力された内容を随時確認できること。 

ｃ コールセンター要員が、直接、引換券発行等に関する情報を更新できないようにす   

ること。 
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（６）業務報告 

以下のとおり定期報告を行うこと。なお、報告内容の詳細については、市と協議の上決定する。 

ア 月次の報告 

月一度定例的に各業務におけるリスト及びデータを作成し、市へ報告すること。 

イ 発送処理報告 

・申請書の一括発送又は引換券の一括発送時を行う２週間前に、対象者のリスト及びデータ

を作成し、市へ報告すること。 

・随時で発送するものは、別途市が指示する時に同様の報告を行うこと。 

ウ コールセンター対応状況の報告 

・コールセンター業務の対応状況については少なくとも週に一度、実績を報告すること。 

・市において対応が必要なものについては、即時に報告すること。 

   エ その他 

     ・データの受渡については「８（５）」に準じた手法により報告すること。 

 

（７）その他共通事項 

ア 上記（１）～（６）における事務手順等の細部の決定、進捗管理、事務従事者の統括（事務

内容の統一を含む。）、個人情報保護及び情報セキュリティ対策の策定及び実行等について、本

委託業務に含まれる。 

イ 業務マニュアル 

各作業時期に間に合うよう余裕を持って作成し、各業務実施前に市の承認を得ること。 

ウ 現場管理 

（ア）受託者は、本業務に当たり、作業場所における作業者の労働安全及び災害防止対策に万

全を期すこと。 

（イ）受託者等が注意業務を怠ったことにより、市又は第三者に損害を与えた場合には、受託

者がその復旧及び賠償の全責任を負うものとする。また、この義務については、本業務の

完了を理由に免責されないものとする。 

エ 苦情対応 

引換券発行対象者等と業務従事者間の苦情、トラブルへの対応は、原則として受託者の責任

で行うこと。ただし、市に引き継ぐ必要のあるものは、直ちに業務責任者から市へ引き継ぎを

行うこと。 

オ 信用失墜行為の禁止 

   本業務を遂行するにあたり、市の信用を失墜させる行為を行ってはならない。 

カ 資料等の適切な保管 

   個人情報を含む資料については、適切かつ厳重に管理すること。 

キ 危機管理 

     機器等の障害が発生した場合だけでなく、様々な障害、事故、災害などの緊急事態が発生し

た場合においても、業務の遂行に支障を来たすことがないよう十分な対応策及び緊急時の体制

を整備すること。 
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４ 体制 

（１）人員体制 

   「３ 業務内容」の業務内容全般を統括する、統括責任者を１名置き、以下のアからエの各業務

を統括する業務マネージャーを配置すること。 

   ア システム開発・運用・保守業務 

「３（２）システム開発・運用・保守業務」の業務内容に応じて必要な人員を配置すること。 

イ 申請書等印刷・発送業務 

「３（３）申請書等印刷・発送業務」の業務内容に応じて必要な人員を配置すること。 

   ウ 申請書受付・審査及び引換券等発送業務 

「３（４）申請書受付・審査及び引換券等発送業務」の業務内容に応じて必要な人員を配置

すること。 

   エ コールセンターの設置・運営業務 

下記の業務想定件数を参考にし、「３（５）コールセンターの設置・運営業務」の業務内容

に応じた必要な人員を配置すること。 

【コールセンター業務想定件数】 

 
予定時期 内 容 

１日あたりの 

問い合わせ件数 

ａ ７月下旬 申請書一括発送前 20～50 

ｂ ７月下旬～８月上旬 申請書一括発送から１週間後 200～500 

ｃ ８月上旬～８月中旬 申請書一括発送１週間後から３週間後 100～200 

ｄ ８月下旬 申請書一括発送４週間後から６週間後 50～100 

e ９月上旬～１０月上旬 
引換券一括発送から 

商品券販売開始１週間後 
100～200 

f １０月上旬～１０月下旬 商品券販売開始１週間後から３週間後 50～100 

g １０月下旬～３月末 
商品券販売開始３週間後以降事業終了

まで 
20～50 

     

（２）場所 

セキュリティが確保された岡山市内の場所とし、受託者が用意すること。ただし、業務の状況に

より岡山市内の場所が確保できないときは、あらかじめ市の承認を得た場合に限り、岡山市外の場

所を作業場所とすることができる。 

ア 作業場所は、様式１「作業場所に関する報告書（新規・追加）」によって、着手届の提出と

同時に市に報告すること。また、本業務継続中に作業場所を追加する場合にも、様式１によっ
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て作業開始前までに報告すること。 

イ 作業場所を廃止する場合には、様式２「作業場所に関する報告書（廃止）」によって当該作

業場所を実際に廃止した後、速やかに報告すること。 

 

５ 成果品 

（１）以下の時期に成果品を提出すること。 

ア 中間提出（２０１９年９月３０日完了時点） 

・実施計画書に基づく実績報告書 

・システム開発関係報告書 

・システム運用・保守関係報告書 

・申請書及び商品券購入引換券発行並びに審査状況管理に係る一覧リスト 

（２０１９年９月３０日までの処理分） 

・コールセンター応対状況集計表 

・その他完了報告に関する市の所定様式 

イ 最終提出（２０２０年３月３１日完了時点） 

・審査済申請書 

・実施計画書に基づく実績報告書 

・システム運用・保守関係報告書 

・申請書及び商品券購入引換券発行並びに審査状況管理に係る一覧リスト 

（２０１９年１０月１日から２０２０年３月３１日までの処理分） 

・コールセンター応対状況集計表 

・その他完了報告に関する市の所定様式 

（２）提出する成果品は、データ（審査済申請書を除く）及び日本工業規格Ａ列４版の用紙で提出     

するものとする。ただし、市との協議により例外も認める。 

（３）データでの提出は、電子資料として、市が指定するファイル形式により、ＣＤ－Ｒ等に収録し

た形で提出すること。 

 

６ 費用に関する要件 

（１）本業務に関して発生する施設運営費、設備やシステム等の整備に必要な全ての費用については、

委託費に含めることとする。 

（２）コールセンターに関し、利用者からの通話料金は、利用者負担とする。ただし、利用者への折

り返し対応等による通信費用は、受託者が負担するものとする。 

（３）本業務に関して発生する郵送料は、原則として市が負担するものとする。 

（４）要員に関する費用は、委託費に含めることとする。 

（５）本業務に関して必要となる備品及び消耗品購入費、燃料費、光熱水料等の経費は、委託費に含

めることとする。 

 

７ 知的財産権等 

（１）本業務によって作成された成果品の著作権は、無償で市に帰属するものとする。また、受託者

は市に対し、成果品に関する著作者人格権を行使しないものとする。 
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（２）成果品に第三者（受託者及び市以外のものをいう。以下同じ）が権利を有する知的財産（著作

物、特許等）が含まれる場合には、市が特に使用を指示した場合を除き、当該知的財産を市が無

期限で使用するために必要な経費負担及び使用許諾契約等の手続きを受託者の責任において行

うものとする。 

（３）本業務に関し、市と第三者との間に知的財産権に関する紛争等が生じた場合には、当該紛争の

原因がもっぱら市にある場合を除き、受託者の責任及び負担において、一切を処理すること。 

 

８ 業務の適正実施に関する事項 

（１）受託者は、この契約に基づく委託業務の遂行に関し知り得た事項について、履行期間中はも

ちろんのこと履行期間終了後においても、これを他に漏えいし、又は他の目的に利用してはな

らず、また、岡山市個人情報保護条例（平成１２年市条例第３４号）及び岡山市情報セキュリ

ティポリシーを遵守しなければならない。 

（２）受託者は、本業務の履行にあたり、個人情報保護条例に基づく「市の保有する個人情報の取

扱委託に関する覚書」を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自その１通を保有する。 

（３）受託者は、この業務の履行に関する機密の保持について、退職した従事者に対しても責任を

負う。 

（４）成果品（業務の過程で得られた記録等及びテスト印字や汚損した帳票を含む。）を市の許可な

く第三者に閲覧、複写、貸与又は譲渡してはならない。また、個人情報を含む成果品については、

監視カメラ又は人的警備等により厳重なセキュリティが確保できる施設（部屋）で管理するとと

もに、誤って外部へ流出することが絶対にないよう、施設内で適切に管理し、第三者への漏えい

が生じない方法で廃棄すること。 

（５）データファイルについては、暗号化した状態で記録媒体に収録したものを、市が指定する場所

において記録媒体を手渡しする。その際に、預り証（様式は任意）を市に対して提出すること。

また、記録媒体の搬送に用いる鞄は、施錠可能なものとし、鍵と鞄を同時に搬送しないこと。記

録媒体は、納品時に市へ手渡しで返却すること。 

※提供するデータファイルには、宛名人の「住所」、「氏名」等の個人情報を含むが、個人番号

（マイナンバー）は含まない。 

（６）委託業務の遂行のために市が提供した資料・データ等は、委託業務以外の目的で使用してはな

らない。また、これらの資料・データ等は本業務完了前であっても使用する必要がなくなり次第

直ちに市に返却すること。 

（７）受託者が使用するコンピュータに電子データとして保存された情報等、返却が困難であるもの

については、（６）の規定に関わらず、業務後に完全に消去し、個人情報が外部へ流出すること

が絶対にないようにすること。また、様式３「データ廃棄に関する報告書」によって、情報等を

確実に廃棄したことを報告すること。 

 

９ 再委託 

（１）受託者が本業務の一部を第三者に再委託する場合には、あらかじめ市が指定する様式を用いて

届出等を行い、市の承認を得ること。 

（２）上記（１）の書面には、以下の事項を記載すること。 

ア 再委託先の名称、代表者及び所在地 
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イ 再委託先で行う作業の内容及び範囲 

ウ 再委託を行う理由 

エ 再委託先の選定理由 

オ 再委託先に対する管理方法 

カ その他、別に指示する事項 

（３）上記の手続きを経て再委託を受けた第三者（以下、「再受託者」という。）が、さらに別の第三

者に再委託を行うことは認めない。 

（４）再受託者へのデータ受渡等が発生する場合、セキュリティ上、リモート操作でしか鍵の解錠が

できないセキュリティボックスを使用して電子媒体を受渡す手法、専用線又はＩＰ－ＶＰＮを介

してデータを受渡す手法と同等以上による手法によるものとし、「（２）オ 再委託先に対する管

理方法」の中でその手法を明記した上で、市の承認を得ること。 

（５）受託者は、再受託先における本委託業務の統括及び個人情報セキュリティの確保についてもそ

の責任を負うものとする。 

 

１０ その他 

（１）本業務は、別紙参考資料「プレミアム付商品券事業実施要領（案）」に記載された内容を熟知 

したうえで実施すること。 

（２）本仕様書に定めのない事項については、受託者と市が双方協議して定めるものとする。 

（３）本業務にかかる協議、打ち合わせ等の必要経費及びその他の経費は全て受託者の負担とする。 

 

１１ 添付書類 

  ・様式１「作業場所に関する報告書（新規・追加）」 

  ・様式２「作業場所に関する報告書（廃止）」 

  ・様式３「データ廃棄に関する報告書」 

  ・想定フロー（主たる処理の流れ） 

  ・別紙参考資料「プレミアム付商品券事業実施要領（案）」 


