
   

1 

 

北区役所市民保険年金課繁忙期事務補助等業務委託（令和３年度）その２ 仕様書 

 

１ 業務の名称 

 北区役所市民保険年金課繁忙期事務補助等業務委託（令和３年度）その２ 

 

２ 仕様書の目的 

本仕様書は、北区役所市民保険年金課繁忙期事務補助等業務委託（令和３年度）その２契約

書のほかに、業務の内容、範囲、数量、処理方法等の要件を定め、効率的かつ安定的に事業

運営を行うことを目的とする。 

 なお、本仕様書においては、岡山市を甲、受託者を乙とする。 

 

３ 業務の目的 

  本業務は、北区役所市民保険年金課で多くの来客が見込まれる繁忙期(令和４年３月～４

月)において、正確かつ効率的な事務処理を確保するとともに、市民サービスの向上を図る

ことを目的とする。 

 

４ 履行期間 

 令和４年３月１日（火）～令和４年４月２２日（金） 

 ※ただし、令和４年２月１日（火）～２月２８日（月）の期間は、下記履行場所において、

業務履行にあたっての準備及び従事者への研修期間とする。 

 

５ 履行場所 

 岡山市北区役所市民保険年金課内及び記載コーナー（岡山市役所本庁舎１階） 

 

６ 業務時間等 

 当該業務委託は、「７ 委託業務内容」に記載している業務を委託するものであり、開庁

時間は原則として平日の午前８時３０分から午後５時１５分までであるが、開庁時間外も

委託業務作業が完了するまでは業務を行うこと。正午から午後１時までの時間も業務を実

施するものとする。特に午前１１時から午後２時までの間は来客数の増加と甲乙いずれも一部従

事者の昼休憩が重なるため、予め北区役所市民保険年金課と協議の上、業務への影響を最小限

にするような勤務体制とすること。  

また、業務時間及び業務委託内容については別記のとおりであるが、業務時間の直前直後

における申請・窓口案内等については、臨機応変に対応すること。なお、本仕様書における

平日とは、岡山市職員の勤務時間、岡山市の休日を定める条例（平成元年市条例第４４号）

に規定する市の休日以外の日をいう。 

 ただし、最繁期（令和４年３月２２日（火）～４月４日（月））等下記の日は窓口延長及

び休日開庁を行う予定であるので、必要な人員を配置し、業務を行うこと。 
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 【窓口延長を行う日及び時間】  

年月 日 時間 

令和４年３月 ２２日（火）～２５日（金）、 

２８日（月）～３１日（木） 

午後７時まで 

令和４年４月 １日（金）、４日（月） 午後７時まで 

  

【休日開庁を行う日及び時間】 

年月 日 時間 

令和４年３月 ２７日（日） 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

令和４年４月 ３日（日） 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

令和４年４月 １０日（日） 午前８時３０分から正午まで 

 ※上記の窓口延長及び休日開庁の予定は、一部変更となる場合がある。 

 

７ 委託業務内容 

 （１）住民異動届出書の異動事項の入力及び入力内容 

   甲の職員による届出受理の決定を受けて、端末機器（最大１０台使用）を操作し、転

入・転居・転出・世帯変更等の各種届出の異動事項（住所・氏名・生年月日・性別・本

籍・筆頭者・国籍・地域・在留資格等）の入力を正確に行う。また、入力後に端末機器

の画面上で、入力誤りがないか目視での確認を怠らないこと。 

  ※住民異動届出書の入力業務は、当日処理を原則とする。なお、入力業務が時間外に及

んだときは、甲が支障ないと判断する範囲で、翌開庁日の午前中に処理することができ

る。 

◆1日あたりの従事者の想定人数 

概ね下記の人数の常駐を想定している。また、業務を円滑に行うため、可能な限り

当該業務経験がある者が望ましい。また、研修期間（２月）においては、３月からの

業務に支障をきたさないよう、習得のための配置計画を行うこと。 

  【３月】第１週 ６人 

      第２週 ６人  

      第３週 ７人  

      第４週 ８人  

      第５週 ８人 

【４月】第１週 ８人 

      第２週 ７人（ただし月曜日は８人）   

      第３週 ５人（ただし月曜日は６人） 

      第４週 ４人  

  【日曜開庁日】 ４人（だだし４月１０日は３人）   
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（２）記載台業務 

  記載コーナーでの北区役所市民保険年金課の窓口案内及び各種申請書の記載指導・必

要書類の案内、届出人資格の確認等を行う。 

   ア 市民保険年金課窓口案内 

     北区役所市民保険年金課の受付窓口を案内する。 

   イ 戸籍関係証明書の請求書記載指導 

   ウ 住基関係証明書の請求書記載指導 

   エ 印鑑登録申請書の記載指導 

   オ 印鑑登録証明書の記載指導 

   カ 各種行政証明書の記載指導 

   キ 住民異動届の記載指導 

   ク 戸籍届出書の記載指導 

     イ～クについて、請求書の書き方を指導する。 

   ケ 所得証明書の案内及び記載指導 

     所得証明の受付窓口の案内及び記載指導をする。 

   コ 市役所内関係各課の場所の案内 

     市役所内各課の場所を案内する。 

     （関係のある部署のみ。それ以外は総合受付を案内する。） 

   サ 個人番号関連申請書の案内 

     個人番号関連申請書の書き方を指導する。 

   シ 番号札の発券支援業務 

用務内容を確認し、適切な手続き窓口の番号札を渡し、番号案内の見方、待合 

場所等について伝える。 

◆1日あたりの従事者の想定人数 

概ね下記の人数の常駐を想定している。また、業務を円滑に行うため、可能な限り

当該業務経験がある者が望ましい。また、研修期間（２月）においては、３月からの

業務に支障をきたさないよう習得のための配置計画を行うこと。 

  【３月】第１週～第２週  ２人 

      第３週以降    ４人（うち、フロアマネージャー１人） 

  【４月】第１週～第２週  ４人（うち、フロアマネージャー１人） 

      第３週      ２人 

      第４週      （配置予定なし） 

   なお、業務を円滑に行うため、可能な限り当該業務経験があり、勤務時間を通しで

従事できる者が望ましい。 

また、短時間勤務従事者を勤務シフトに組み込む場合は、昼間の繁忙時間帯におい

て窓口来庁者を滞留させないよう、業務時間内の常時配置人数を維持できる勤務体制

に努めること。 
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８ 本業務に求められるサービス内容 

基本的な方針 主要事項 重点的に取り組むべき項目 

繁忙期において、一定の

サービス水準を確保する

とともに、待ち時間の短

縮等、市民満足度の向上

を図る。 

正確性の確保 ・入力ミスの防止 

・記載コーナーでの適切な案内、指導 

迅速性の確保 ・市民の待ち時間の短縮 

・最繁期への対応 

市民満足度の向上 ・接遇レベルの向上 

・クレーム発生の防止 

（業務対応中のエスカレーション初

動対応含む） 

 

９ 委託業務従事者の配置 

（１）業務責任者の配置及び責務 

   ア 業務責任者は、本委託業務及び関係法令等の趣旨を理解し法令を遵守すること 

ができ、従事者を指揮・監督して円滑に本業務を遂行できる者を配置すること。 

   イ  乙は、業務責任者の不在中は、同項（２）に示す従事者の中から業務副責任者 

として選任し、配置すること。 

（２）従事者の配置 

   乙は、本業務を円滑に遂行するため、従事者は下記のア～エの全ての要件を満たす 

者（以下「従事者」という。）を配置すること。 

 なお、業務の専門性と円滑な事務遂行が求められることから、特に最繁期に業務経験

の少ない従事者を配置することがないように計画的に人員配置を行うとともに、履行場所に配

置する従事者を頻繁に変えることのないよう、常に業務量に見合った人員を配置する

こと。業務量増加の場合には、速やかに従事者の増員を図り、欠勤等によるシフト調整等

にもスムーズに対応できるようにし、業務に支障が生じないようにしなければならない。こ

の場合の経費は全て契約金額に含まれているものとする。 

 ア 日本語による業務遂行に支障がない者であること。 

 イ 庁舎内で勤務するうえで、公務の一端を担う立場として、基本的なビジネスマナ

ー、接遇の知識・能力を有する者であること。 

 ウ 入力業務に従事する者は、パーソナルコンピューターの一般的な操作に関する

知識を有し、日本語・数字・アルファベット等の入力・マウスの操作が円滑かつ迅

速にできる技術を有する者であること。 

 エ 委託業務に必要な知識を有し、円滑に業務を行える者であること。 

 （３）新型コロナウイルス感染症対策 

   乙は、次の事項を順守すること。 

   ア 毎日、業務従事者の検温・体調確認をし、37.5℃以上の発熱など、体調に異常がある 

場合には、甲に報告し、指示に従うこと。 
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イ  本業務に従事する業務従事者にはマスクの着用を義務付けること。また、新型コロナウ 

イルス感染症対策に努めること。 

ウ  万一、感染が確認されたもしくはその疑いがある場合は、速やかに本市に連絡すると

ともに、対応について甲と協議すること。 

 

１０ 業務計画書の提出 

  （１） 乙は、次の事項を含む業務計画書を作成し、この契約締結後速やかに甲に提出 

し、あらかじめ承認を受けなければならない。 

   ア 業務分担を明確にした組織体制 

   イ 休暇、欠員補充等の連絡体制 

   ウ 休憩、昼食休憩及び交代等の労務管理の方法 

   エ 業務責任者及び従事者の名簿 

   オ その他契約書及び仕様書の条項における甲に示すべき事項 

カ 基礎知識、端末操作の習熟及び守秘義務等従事者の質的向上のための研修予 

定及び使用する業務マニュアル、研修資料等 

  （２）業務計画は、別紙２「業務フロー」を踏まえ、受託業務の一体性に配慮して策定

しなければならない。 

  （３）業務計画書に変更のある場合は、その都度甲に届けるものとする。 

 

１１ 業務報告書の提出 

  （１）業務責任者は、業務履行日ごとに日報を作成し、北区役所市民保険年金課長又は 

北区役所市民保険年金課長が指名した者に示して、確認を受けなければならない。

ただし、業務責任者が休暇などの場合、代理の従事者が行って差し支えない。 

  （２）乙は、月ごとに業務の件数をまとめた月報を作成し、業務報告書として甲に提示 

しなければならない。 

 

１２ 従事者への研修の実施及び報告 

  （１）乙は、本業務を迅速かつ正確に履行するために、従事者に対し以下の内容を含む

研修を行わなければならない。 

    ア 住民基本台帳法、戸籍法、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、岡山市印鑑登録及び証明に関する条例等、業務に必要な

知識を習得させること。 

    イ 業務の重要性、公共性を理解させること。 

    ウ 個人情報保護の重要性、守秘義務を理解させること。 

    エ 主な業務内容、事務処理手順を理解、習熟させること。 

    オ 接客の基本を研修し、来庁者に不快を与えない応対能力を習得させること。 

   （２）乙は、受注後速やかに研修計画を策定し、使用するマニュアルや資料等を添えて

甲に提出し、承認を受けなければならない。また、研修を実施した場合は、その都
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度甲に報告すること。 

  （３）乙は、履行開始後においても適時に研修を行い、常に従事者の能力向上に努めな

ければならない。 

 

１３ 機器類の管理、その他備品等について 

  （１）業務上必要な端末機、周辺機器及び什器類は甲が準備し、管理するものを使用す

るものとする。 

  （２）その他業務に必要な筆記用具類については、乙が準備するものとする。 

  （３）従事者の私物管理に必要なロッカーは、乙が準備するものとする。 

 

１４ 従事者の服装等について 

  （１）乙は、従事者（業務責任者を含む）に区役所内での業務に適した服装及び名札を    

    着用させ、名札のデザインやストラップの色等により、市職員との判別がつきやす 

い様にすること。 

   （２）上記の名札等については、乙が準備するものとする。 

 

１５ 乙の雇用主としての義務 

  乙は、業務の重要性に鑑み、業務従事者に対し、最低賃金法等の各法律で定められた 

 雇用主としての一切の義務を履行し、また、適正かつ良好な労働条件の確保に努めなけ 

ればならない。 

 

１６ 情報セキュリティの確保 

  （１）乙は、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）乙は、本業務の履行にあたり、常に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」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」を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、

各自その１通を保管する。 

  （３）乙は、本業務において岡山市情報セキュリティポリシーにおける機密性３の情報

資産を取扱う全ての従事者（再委託先等も含む）の所属、氏名、作業内容、取扱う

情報資産を書面で甲に報告すること。また、当初報告していない者が業務に従事す

る必要を生じたとき、又は報告した従事者が従事しなくなったときは、改めて報告

すること。 

  （４）乙は、本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。 
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  （５）乙は、履行場所へ私物（携帯電話、スマートフォンを含む）の持込みをさせては

ならない。ただし、事前に甲の承認を得ているものはこの限りではない。 

  （６）乙は、本業務において取扱う一切の個人情報の外部への持ち出し、目的外利用、

複製及び複写をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の指示又は承諾を得ている

ものはこの限りではない。 

  （７）乙は、甲との間で行われた打合せ内容、甲から提供される資料・調査内容等のう

ち、甲が秘密として指定したものについても、個人情報に準じて取扱うものとする。 

   

１７ 定例会及び打合せの開催 

  （１）乙は、業務の進捗状況について報告、問題点の整理、業務改善及び企画提案等を 

行うため、甲を交えた定例会を月１回開催しなければならない。 

  （２）甲及び乙は、業務管理上必要があると認めるときは、随時打合せを開催すること

ができる。 

  （３）乙は、（１）及び（２）に定める定例会又は打合せがされたときは、その内容を議

事録として記録し、会の終了後遅滞なく甲に提出しなければならない。 

 

１８ 委託業務の引継ぎ等 

  乙は、本業務の終了に際し、甲又は甲が指名する者に対し、乙の費用で委託業務の引 

継ぎ等を行わなければならない。 

 

１９ 委託料の支払い等 

  乙は、履行期間中、毎月の委託業務の実施状況に係る報告書（以下「委託業務実施報 

告書」という）を提出し、甲の検査を受けるものとする。 

  乙は、上記の検査に合格したときは、甲に対し支払請求書を提出することができる。 

  甲は、適正な請求書を受理したときは、その日から３０日以内に当該請求額を支払う 

ものとする。 

令和４年３月分の支払いは契約額の５２パーセントに相当する額（1 円未満の端数は

切り上げる）とし、令和４年４月分の支払いは契約額の残額とする。 

  

２０ 再委託等の禁止 

  委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

  ただし、やむを得ず再委託する必要がある場合で、あらかじめ書面により甲の承諾を 

得たときはこの限りではない。 

 

２１ 契約にかかる注意事項 

  本仕様書に記述がない事項については、双方協議の上これを決定するものとする。 
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【参考】 業務委託内容関連 

 

① 令和２年及び令和３年の１日あたりの平均来庁者数      単位：人 

年月 戸籍 住民記録 証明 

令和２年３月 ３３．０  ２７８．６ １７４．５ 

４月 ３０．０ ２１０．４ １３８．０ 

 

年月 戸籍 住民記録 証明 

令和３年３月 ３４．５  ２７３．５ １５８．２ 

４月 ２５．８ １７４．０ １２７．４ 

 

② 住民異動届書の異動事項の入力にかかる処理時間について 

区分 平均入力時間 

転入 ８分 

転居（区間転居含む） ２分 

転出 １分 

その他（出生死亡含む） ３分 

   ※北区役所市民保険年金課の現体制において、各区分における平均的な処理時間を

参考として示したもの 


