
岡山市未来をはぐくむ出産・子育て応援金事務業務委託 質問と回答
令和5年1月24日掲載

No 内容 回答

1 公告文
2 入札に参加する者
に必要な資格

今回の事業においては、コールセンター業務・事務局業務・印刷業
務と多岐にわたりますが、一社での提出ではなく、複数社がコン
ソーシアムを組む形の共同事業体としての提出は可能でしょうか。
もし可能な場合、代表団体が岡山市入札参加資格を有しており、共
同事業体参加者が岡山市の入札資格は持っていないが、その担当す
る業務（印刷業務におけるISO9001など）の資格を有している形で
の入札参加は可能でしょうか。

公告文「2 入札に参加する者に必要な資格」の(2)に記載のとお
り、今回の入札参加にあたっては、岡山市一般競争（指名競争）入
札参加資格有資格者名簿に登載されていることを資格要件としてお
り、共同事業体としての入札参加は認めておりません。

2 仕様書
4. 履行場所
（P.2）

履行場所に関しては1つか複数かどちらでしょうか。
また、対応窓口数と配置人数の想定をご教示ください。

本委託は、大きく分けて、①コールセンター対応業務、②申請書類
作成・発送業務、③申請受付・審査等業務を委託するため、これら
の業務を滞りなく行うことができる場所を受託者にて確保いただく
ことになります（複数確保いただくことも可能です）。
また、本委託のうち、コールセンター対応業務については、必要回
線数を示しておりますが、人員については適切に業務が遂行できる
人数を受託者において配置いただくことになります。
なお、本委託において、コールセンター対応業務以外の窓口対応業
務はありません。
（ご質問の「窓口」がコールセンターのことを指しているという前
提で回答しております）

3 仕様書
4. 履行場所
（P.2）

受注者が確保した場所について、本市が承認し指定する。とありま
すが具体的にはどのような場所が業務を行うにあたり望ましいで
しょうか。

本委託では、大きく分けて、①コールセンター対応業務、②申請書
類作成・発送業務、③申請受付・審査等業務を委託するため、これ
らの業務を滞りなく行うことができる場所を確保いただくことにな
ります（複数確保いただくことも可能です）。
また、個人情報を取り扱う業務を行う際は、「10. 業務の適正実施
に関する事項」に記載しております内容を遵守いただくことになり
ます。
なお、原則、岡山市役所内のスペースを作業場所として提供するこ
とできません。

4 仕様書
6. スケジュール
（P.2）

遡り対象者データ引き渡しが2月中旬との記載がありますが、2月
13日までにはデータ提供いただくことは可能でしょうか。不可の
場合、受託者決定前に予定している日を情報提供いただく事は可能
でしょうか。

データ引き渡しについては、仕様書6.スケジュールに記載のとおり
2月中旬に行います。具体的な提供時期等の調整については、事務
効率等を考慮のうえ、仕様書17.その他(5)に記載のとおり、本市と
受注者が協議して決定することは可能です。

5 仕様書
6. スケジュール
（P.2）

郵便物の発送（遡及分）は、2月 28 日（火）でも問題ないでしょ
うか。 不可の場合、受託者決定前に予定している日を情報提供い
ただく事は可能でしょうか。

郵便物の発送（遡及分）については、仕様書6.スケジュールに記載
のとおり2月下旬に行っていただくことになります。詳細な日程に
ついては、本市から随時情報提供を行います。また、調整が必要な
場合は、仕様書17.その他(5)に記載のとおり、本市と受注者が協議
して決定することは可能です。

6 仕様書
7.1.1. 電話対応等業
務
（P.2）

基本的な業務としては受電対応のみで折り返し連絡を行う場合のみ
架電が発生するという認識ですが間違い御座いませんでしょうか。

お見込のとおりです。

7 仕様書
7.1.1. 電話対応等業
（P.2）

ご本人が認識されている、本人確認ができるユニークコードはござ
いますでしょうか。ない場合は、確認する優先項目をご教示いただ
ければ助かります。（氏名・電話番号・住所など）

ご本人が認識されている、本人確認ができるユニークコードはあり
ません。仕様書7.2.1.に記載のとおり、受託者にて管理する番号を
作成していただくことになります。作成にあたりましては、仕様書
17.その他(5)に記載のとおり、本市と受注者が協議して決定するこ
とになります。

質問箇所
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8 仕様書
7.2. 申請書類作成・
発送業務
（P.3）

封入封緘業務について、1日の平均対応件数をご教示ください。
また、発送業務については発送件数の最低件数や最高件数等、制限
は御座いますでしょか。

11,000件（遡及分）の申請書等を、「6. スケジュール」に記載の
とおり、2月中旬の対象者データ引き渡しから2月下旬に発送完了
していただくことを目的としているため、1日の平均対応件数や最
低・最高件数の制限はありません。

9 仕様書
7.2.1. 本市が提供す
るデータの取込処理
（P.3）

下記の情報について、パンチレイアウトと同様の“レイアウト”、
“コード表”、“ファイル形式及び注意事項等”の提供は可能でしょう
か。また、パンチレイアウトの情報を作成するために、下記の２情
報のみで項目に不足は無いでしょうか。
・ア 出産応援金対象者（遡り対象者）情報
・イ 出産・子育て応援金対象者（遡り対象者）情報

受託者決定後、必要に応じて提供することは可能です。
また、仕様書ではパンチレイアウトの情報作成のために、必要不可
欠な情報を記載しておりますが、受託者と協議のうえ、２情報に記
載されているデータ以外にもデータを提供することがあります。

10 仕様書
7.2.1. 本市が提供す
るデータの取込処理
（P.3）

妊娠後、流産した方が再度妊娠したケース等で、同一の宛名番号の
方がいた場合、出産応援金対象者（遡り対象者）情報データは、同
じ宛名番号で複数件データが提供されますでしょうか。

お見込のとおりです。

11 仕様書
7.2.1. 本市が提供す
るデータの取込処理
（P.3）

データ提供されたデータ件数と同じ枚数の申請書を作成する想定で
すが問題ないでしょうか。
例）データ件数が10,000件であれば、申請書は10,000枚となる想定
です。

お見込のとおりです。

12 仕様書
7.2.1. 本市が提供す
るデータの取込処理
 （P.3）

データのフォーマット変換はあっても、データ整備は発生しない想
定ですが問題ないでしょうか。

対象者抽出等は本市にて行いますので、データ整備は発生しない想
定としております。ただし、対象者の状況等に応じて、一部発送対
象から除くよう本市から連絡する場合があります。

13 仕様書
7.2.2. 申請書等の作
成業務
 （P.3）

封入封緘及び事務処理効率化のため、申請書左上に宛名片を出力
し、送付用封筒を封入封緘した際の 1枚目として作成しても問題な
いでしょうか。印字する帳票は1枚目の申請書のみを想定しており
ます。そのため、封入する資材についても下記とおり変更しても問
題ないでょうか。
① 申請書 （印字内容：宛名片、管理番号）
  裏面にアンケート
② 案内チラシ
③ 記入例
④ 返信用封筒

宛名番号の直接印字は認められませんが、仕様書7.2.1.に記載のと
おり管理番号等に変換のうえ印刷物に印字いただくことは問題あり
ません。
また、発送物の仕様は目安としておりますので、本市と協議の上変
更することは可能です。
ただし、必須記載項目については、記載漏れがないよう、対象者が
わかりやすい位置に配置していただくことになります。

14 仕様書
7.2.2. 申請書等の作
成業務
 （P.3）

封筒について、多少の仕様変更を行っても問題ないでしょうか。
例）返信用封筒の規格 ⻑ 3 → （220 ×110110 ）
折を行わずに、返信用封筒を同封するため

発送物の仕様は目安としておりますので、本市と協議の上変更する
ことは可能です。

15 仕様書
7.2.2. 申請書等の作
成業務
 （P.3）

返信用封筒の承認番号は、受託者決定後2月 1日までに提供いただ
くことは可能でしょうか。不可の場合、受託者決定前に予定してい
る日を情報提供いただく事は可能でしょうか。

仕様書7.2.4.発送業務エに記載のとおり、返信用封筒に係る受取人
払い郵便料金についても受託者の負担としているため、承認番号も
受託者において取得していただきます。

16 仕様書

7.2.3. 応援金申請書
案内文等の封入・封
緘業務
 （P.4）

岡山市様での引抜を実施されるタイミングについて、ご教示いただ
けますでしょうか。

封入封緘作業から郵便局への運搬までを想定しております。

17 仕様書
7.2.4. 発送業務
（P.4）

発送時には各種物を岡山市様とせず、郵便局へ直接発送すればよろ
しいでょうか。当日引き抜き作業は、岡山郵便局（総社）では行え
ないと思ますので、 岡山中央郵便局へ発送するか一旦岡山市様に
発送する必要があると思われます。

郵便局への直接運搬となります。引き抜き作業については、上記の
期間で行う想定ですので、一旦本市へ発送していただく必要はあり
ません。
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18 仕様書

7.3.1. 申請内容確
認・審査、申請内容
パンチ等業務
（P.5）

返戻郵便物は、岡山市様に戻りますが、データ納品時に引取りを行
う処理で大丈夫しょうか。また次回データ納品時に提出した場合、
とりまとめで必用な項目を教えてください。

仕様書7.3.1.イに記載のとおり、返戻郵便物は私書箱を設けて対応
いただくことになります。引き取りのタイミングや、とりまとめで
必要な項目については、仕様書17.その他(5)に記載のとおり、本市
と受注者が協議して決定することになります。

19 仕様書
11. 備品等について
（P.8）

光熱水費の算出方法をご教示ください。
①コールセンター対応業務、②申請書類作成・発送業務、③申請受
付・審査等業務の3つの業務を行う場所の光熱水費を見込んでいた
だくことになります。

20 仕様書
12. 再委託(3）
（P.9）

第三者に委託した印刷業者がチャータ便等、別の運送業者に依頼す
ることも不可となりますでしょうか。

仕様書12.再委託(3)に記載のとおり、再委託を受けた第三者が、さ
らに別の第三者に再委託を行うことは認められません。

21 仕様書
別紙（パンチレイア
ウト）

出産・子育て応援金対象者の場合、⺟親（婦）宛名番号はパンチで
きないため、「空白詰め」もしくは「未設定」とする想定で問題な
いでしょうか。

お見込のとおりです。

22 仕様書
別紙（パンチレイア
ウト）

申請者が父親の場合等、 宛名番号パンチできない場合は、「空白
詰め」もしくは「未設定」とする想定で問題ないでしょうか。

お見込のとおりです。

23 仕様書
別紙（パンチレイア
ウト）

支給先金融機関コード、支給先支店コードが 9タイプになっており
ますが、0詰めでパンチしてもシステムに取り込む際に、囲い文字
がないため、頭0が桁落ちしないでょうか。 Xタイプではないで
しょうか。
例） 0168 → 168 と変換されてしまわないでょうか。

ご指摘のとおりです。
仕様書別紙（パンチレイアウト）の「支給先金融機関コード」及び
「支給先支店コード」の属性を「X」に修正しましたのでご確認く
ださい。

24 仕様書
別紙（パンチレイア
ウト）

事業開始後について、宛名番号のパンチ方法はどのように行えばよ
いでしょうか。宛名番号、もしくは 宛名番号と紐づいた管理番号
が印字されておりますでしょうか。管理番号の場合、宛名番号と管
理番号の関連データを提供いただけますでしょうか。

宛名番号を当市にて記載し、パンチを依頼する予定です。
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