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１ 背景及び目的 

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、感染症の影響により一定程度収

入が下がった方々等に対して、国民健康保険（以下「国保」という。）、介護保険、後期高

齢者医療保険の保険料の免除等を行うとされている。あわせて、給与等の支払いを受けて

いる国保及び後期高齢者医療保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合

など、その療養のために労務に服することができないとき傷病手当金を支給することとな

った。 

こうした、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が下がった方々に対し、保険料の減

免を実施する場合や傷病手当金を支給するにあたり、国保、介護保険、後期高齢者医療保

険の対象者が重複する世帯もあることから、共同でコールセンターを設置することで、問

合せ窓口を一本化し、申請者の利便性と業務の効率化を図ることを目的とする。 

 

２ 委託期間 

契約日から令和３年１月２９日まで 

 

３ 委託者 

 岡山市保健福祉局保健福祉部国保年金課 

 TEL:086-803-1135 

  E-Mail: kokuhonenkin@city.okayama.lg.jp 

 

（関係課） 

名称 連絡先 

介護保険課 086-803-1242 

医療助成課 086-803-1217 

北区役所 市民保険年金課 086-803-1130 

中区役所 市民保険年金課 086-901-1617 

東区役所 市民保険年金課 086-944-5022 

南区役所 市民保険年金課 086-902-3517 

料金課 086-803-1641～1645 

 

４ 業務概要 

（１） 業務の対象範囲 

本委託の範囲は以下のとおりとする。 

ア 市民等からの問い合わせに対応するコールセンターの開設及び応対 

イ アに関す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 
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（２） 前提条件 

受託者は次に掲げる条件を前提として業務を遂行すること。 

ア スケジュール 

令和２年６月２２日    コールセンター開設（席数は「資料１ 業務要件一覧

表」、「資料２ コールセンター予定表」を参照） 

令和２年１２月２８日   コールセンター閉鎖 

            （閉鎖作業及び最終提出する成果品の取りまとめ期間） 

令和３年１月２９日    契約期間終了 

なお、詳細スケジュールについては、岡山市と協議のうえ変更可能とするが、コ

ールセンターの開設日・閉鎖日は岡山市の指定した日とする。 

また、コールセンターで使用する電話番号は、契約日から 2営業日以内に決定し、

速やかに岡山市に連絡すること。 

イ 岡山市へ引き継ぐべき事案に係る報告 

本業務以外の問い合わせ、本業務に関する問い合わせでもコールセンターで回答

や判断が困難な事案等においては、原則、別途定める連絡窓口の電話番号を案内し、

利用者に電話の掛け直しを依頼すること。 

それでもなお、折り返し連絡が必要となった場合は、１日に 3 回程度で取りまと

めてＥメールで報告すること。ただし、下記の事由が生じた場合は、速やかに岡山

市に報告すること。 

（ア）スーパーバイザーが対応するまでに至ったもの 

（イ）急を要するもの 

（ウ）上記の報告事項以外で、疑義が生じた場合 

ウ 苦情対応 

問い合わせのあった市民等と本委託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、岡山市に引き継ぐ必要のあるものは、

直ちに業務マネージャーから岡山市へ引き継ぐこと。また、苦情が岡山市の閉庁日、

又は、勤務時間外に発生した場合には、別途定める報告先に速やかに報告すること。

事後処理については、岡山市の指示に従うこと。 

エ 信用失墜行為の禁止 

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

オ 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。 

カ 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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また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために必要な対策を講じること。 

 

（３） 業務要件 

本業務で実現する業務機能要件を別紙「資料１ 業務要件一覧表」に示す。「業務要件

一覧表」に示す項目は、いずれも本市が業務を行うにあたり必要な機能であり、本仕様

書の一部であるため、全ての要求仕様を満たすこと。 

 

（４） 実施体制 

ア 業務実施日 

・コールセンター業務 

午前９時００分から午後５時１５分まで 

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。 

イ 人員配置 

業務責任者の他に、業務を管理監督する者（業務マネージャー）を常勤で配置す

ると共に、４（３）に掲げる業務要件を実現するために必要な要員を配置すること。 

 

（５） 履行場所 

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、岡

山市内からコールセンターへの通話料金がＮＴＴ市内通話料金相当額以下となる場合は、

岡山市役所本庁舎より自動車（一般道路）を使用し１時間程度で到着できる範囲内で岡

山市外への設置も可とする。 

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

出と同時に岡山市に報告すること。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によって作業開始前までに報告すること。 

なお、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。 

 

（６） 実施計画書の策定 

本仕様書及び「業務要件一覧表」での対応内容について、業務実施案等を取りまとめ

て「実施計画書」を作成し、岡山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し、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 

（業務マネージャーの氏名、業務従事者の人数及び役割記載の実施体制図） 
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・ 業務スケジュール 

・ 作業における業務マニュアル 

・ 個人情報保護、セキュリティ管理及び危機管理体制 

 

５ 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、コ

ールセンターからの通信費用（利用者への折り返し対応等）は、受託者が負担するも

のとする。 

（３） 要員に関する費用は、委託費に含めることとする。 

（４） 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、光熱水費等の経費は、

委託費に含めることとする。 

 

６ 委託業務に係る想定数量等 

（１）保険料減免の対象所得がある世帯数 

区分 世帯数 

国民健康保険 42,600世帯 

介護保険 43,600世帯 

後期高齢者医療保険 18,800世帯 

合計 105,000世帯 

（２）１日当たりの見込入電件数 

時期 見込入電件数（１日あたり） 

6月 60件 

7月～8月 240件 

9月 120件 

10月～12月 60件 

    

７ 成果品 

（１） 実施計画書 

（２） コールセンター応対記録 

（３） 業務報告書（日次及び週次報告書を月単位で束ねたもの） 

・ 提出する成果品は、日本工業規格Ａ列４版の用紙を使用するものとする。ただし、図

版等の都合により、Ａ列３版を使用することも許容する。 

・ 提出部数は、各３部とする。また、それらについては、電子資料として、「Microsoft 

Office 2016」で利用可能なファイル形式により、CD-Rに収録した形でも提出すること。 
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８ 現場管理 

（１） 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。 

（２） 受託者等が注意業務を怠ったことにより、岡山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。 

 

９ 業務の適正実施に関する事項 

（１） 受託者は、委託業務の執行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約期間の

終了及び解除後も同様とする。 

（２） 受託者は、個人情報保護の重要性を認識し、業務の実施にあたっては、岡山市個人

情報保護条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づき、その取扱いに十分留意

し、漏洩、滅失、き損、紛失、改ざんの防止その他個人情報保護に必要な措置を講じ

なければならない。なお、受託者は、契約書作成に合わせて個人情報の取扱委託に関

する覚書を締結すること。 

（３） 成果品（業務の過程で得られた記録等を含む。）を岡山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。 

（４） 委託業務の遂行のために岡山市が提供した資料・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岡山市に返却すること。 

（５） 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、（４）の規定に関わらず、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。 

 

１０ 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、あらかじめ岡山市に書面に

て提出すること。 

（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 

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。 
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（４） 再受託者においても、本仕様書の規定を全面的に適用する。その場合、仕様書の「受

託者」は、適宜「再受託者」と読み替えるものとする。 

（５） 再受託者において仕様書の規定に違反する行為があった場合には、受託者と再受託

者が連帯してその責を負うものとする。 

（６） 再委託の有無に関わらず、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

いては、受託者が自ら行うものとする。 

 

１１ 評価・モニタリング 

（１） 岡山市及び受託者は、業務の進捗状況についての報告及び確認、問題点の整理、業

務改善及び提案等を行うため必要と認めるときは、随時に打合せを実施することがで

きる。 

（２） 受託者は、目標の達成状況を確認し、オペレーターの人数、受架電の曜日や時間帯

が適正かどうかを検討したうえで、オペレーターの配置には柔軟に対応すること。 

（３） 受託者は、トラブル事案に関して、発生理由、対応、後処理の問題点を検証し、発

生防止対策の検討を行うこと。 

（４） 本仕様書に基づく業務の履行及び進捗を確認するため、岡山市が要求した場合は、

当該業務の履行に関連する受託者の作業場所等の現地調査、監査を行うことができる

ものとし、その結果、改善すべき事由がある場合、受託者は、岡山市の指示により適

宜運用を変更できる体制を整えること。 

 

 

１２ その他 

（１） 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。 

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

とする。 

 

 


