
岡山 市未来をはぐ くむ出産 ・子育て応援 金等事務 補助労働者派 遣業務（ 単価契約） 
仕 様 書 

 
１ 業務名 
  岡 山 市 出 産 ・ 子 育 て 応 援 金 等 事 務 補 助 労 働 者 派 遣 業 務 （ 単 価 契 約 ）  

 
２ 目的 

岡山市では、国の総合経済対策（令和４年度第２次補正予算）対応事業による出産・
子育て応援交付金の創設に伴い、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てが
できる環境を整備するため、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型の相談支援
及び経済的支援（以下、「本事業」という。）を行うこととなった。 

   本事業実施に伴い、各保健センターにおいて多くの相談支援及び出産・子育て応援
金申請受付等を行う必要があることから、当該事務処理を補助することにより、事務
作業を迅速かつ正確に行い、より一層の事務効率の向上を図り、市⺠サービスの向上
を目的とする。 

 
３ 用語等の定義 

本契約の遂行に当たっては、以下の用語等を使用するものとする。 
（１）派遣元 

本契約の相手方となった派遣事業者をいう。 
（２）派遣先 

岡山市をいう。 
（３）労働者派遣法 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法
律第８８号）をいう。 

（４）労安衛法 
労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）をいう。 

（５）時刻の表記 
本契約の遂行に当たり、時刻の表記が必要である場合には、２４時間制を使用するものと
する。 

 
４ 業務内容 

本契約に基づいて派遣される派遣労働者が従事する業務の概要は、下記のとおりと
する。市⺠への応対にあたっては、親切・丁寧な対応をこころがけること。なお、就
業場所へは直接出向くものとする。 

（１）窓口来庁者への案内・応対 
（２）出産・子育て応援金申請者への制度概要説明 
（３）出産・子育て応援金申請書類の記載内容確認 
（４）出産・子育て応援金申請者の情報確認（岡山市保健管理システムを使用） 



（５）出産・子育て応援金申請書類への追記（岡山市記入欄等への記載） 
（６）出産・子育て応援金申請書類の送付（健康づくり課への送付作業） 
（７）出産・子育て応援金に関連した情報のシステム入力作業（岡山市保健管理シ 

ステムを使用） 
（８）市⺠等からの電話対応（内容が不明な場合には、指揮命令者へ引継ぎ） 
（９）その他、指揮命令者が指示する事項（到達した郵便物（封筒）の開封、封入物

の 取り出 し及び 整理 、発 送郵便 物の封 入封 かん 、保存 書類の 整理 ・編 綴・収
納・運搬、必要書類のコピー、作業場所及びその周辺の清掃 等） 

 
５ 就業場所 

北区中央保健センター：岡山市北区⿅⽥町一丁目１−１  岡山市保健福祉会館内 
北区北保健センター ：岡山市北区⾕万成⼆丁目６−３３ 北ふれあいセンター内 
中区保健センター  ：岡山市中区桑野７１５−２   岡山ふれあいセンター内 

   東区保健センター  ：岡山市東区⻄⼤寺中野本町４−５ 
   南区⻄保健センター ：岡山市南区妹尾８８０−１    ⻄ふれあいセンター内 
   南区南保健センター ：岡山市南区福⽥６９０−１    南ふれあいセンター内 

 
６ 組織単位 

保健所健康づくり課内（健康づくり課⻑） 
 
７ 派遣期間 

令和５年２月２０日（月）から令和５年９月３０日（土）まで 
※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 る休日（土日、祝

祭日）を除く。（期間中は原則として、同一人を派遣すること） 
 

８ 就業時間等 
本業務に関する就業時刻等は、次のとおりとする。 

・始業時刻  ８時３０分 
・終業時刻 １７時１５分 
・休憩時間 １２時００分〜１３時００分（６０分） 
 ただし、業務進捗等の都合により、指揮命令者が１１時００分から１４時００分

までの間の他の連続した６０分を指定する場合がある。 
・１日当たり所定内労働時間 ７時間４５分 
・休日勤務は命じない。 

 
９ 派遣人数  

派遣元は、就業場所１か所につき、１人の労働者を派遣のこと。 
 
１０ 派遣条件 



（１）無期雇用派遣労働者又は６０歳以上の者に限定する。 
（２）協定対象派遣労働者に限定しない。 
（３）業務の円滑な遂行のため、各派遣労働者は、次の資質をすべて有すること。 

・日本語による業務遂行に支障がない者であること。 
・岡山市の公務の一端を担う立場として、基本的なビジネスマナーの知識・能力を習得

している者であること。同時に、派遣先において、良好な対人関係を築ける者である
こと。 

・個人情報保護に関する基礎的な知識を有していること。 
・上記「４ 業務内容」で示す作業等に関し、円滑に遂行できることが見込まれるこ

と。 
・パソコンに関し、マイクロソフト社製Windows及びマイクロソフト社製Excel（いずれ

も、２０１２年以降に発売されたバージョンに限る。）の基本操作を習得し、かつ、
パソコンにおける日本語入力（漢字かな変換）について、ＪＩＳキーボードによるロ
ーマ字入力又はカナ入力が独力で行えること。 

 
１１ 費用負担 

（１）本業務の実施に要する経費は、派遣先の設備・機器等の使用に関するものを 
除き、派遣元の負担とする。 

（ ２）派遣 労働者 が就業 場所へ通 勤する 際に発 生する諸 費用（ 公共交 通機関を 使用
する場合の交通費、自家用車を使用する場合の燃料費、駐車料金等）は、派遣元
に おいて 負担す ること。 また、 派遣労 働者が通 勤に自 家用車 を使用す る場合 の
駐車場については、派遣元において確保すること。 

 
１２ 派遣労働者について 

（１）派遣元は、自己の雇用する派遣労働者以外を派遣してはならない。また、適用
さ れる就 業規則 及び雇用 契約が 、本契 約に定め た勤務 労働条 件に合致 する派 遣
労働者を派遣すること。 

同時に、社会保険及び労働保険への加入が必要な派遣労働者については、派
遣元において適法な加入手続きを行うとともに、加入状況（被保険者となった
こと）が確認できる事項等を、派遣先に通知すること。 

（２）派遣元は、契約後速やかに、派遣労働者の氏名、派遣期間等を記載した派遣労
働者予定表（以下「予定表」という。様式は任意。）を派遣先に提出すること。
同時に、派遣先が作成する「派遣先管理台帳」（労働者派遣法第４２条第１項に
基づく）への記載に必要な事項を、派遣先に通告すること。 

（３）派遣元は、選任した派遣労働者について、傷病その他の理由により派遣が困難
と なった 場合は 、速やか に、派 遣が困 難となる 理由及 び期間 を派遣先 に報告 す
る と共に 、派遣 が困難で ある期 間の⻑ 短にかか わらず 、代替 の派遣労 働者を 派
遣すること。ただし、その期間が短期間の場合、派遣先の判断により代替労働者
を求めない場合があるので、派遣元はその指示に従うこと。 



また、いったん派遣を開始した派遣労働者であっても、⻑期間において派遣
困難もしくは派遣の継続が不能となった場合は、派遣元はその者を交替させ、
その後の期間において継続して勤務可能な派遣労働者を派遣すること。 

（４）派遣労働者がインフルエンザ等の感染症に感染及び感染の疑いがある場合は、
派 遣先、 派遣元 及び当該 者の三 者で、 感染のま ん延防 止につ いて対応 を協議 す
ることができる。 

（ ５）派遣 先及び 派遣元 は、労働 者派遣 法及び 労安衛法 に規定 する派 遣労働者 に対
する労働者安全衛生に関する各条項を遵守すること。 

（６）派遣労働者が次に例示するような状況に陥っていると派遣先が判断した場合、
派遣元に対し、派遣労働者の交代に関する協議を求めることができる。 

①派遣労働者が、事前の連絡を行わないまま所定の就業日の始業時刻までに
出勤せず、又は就業途中に派遣先に無断で就業場所を離脱した場合（ただ
し、同盟罷業（ストライキ）等、法令上の正当な根拠に基づく場合を除く） 

②派遣労働者が、従事する業務を遂行するために必要な要件を著しく欠いて
いると認められる場合 

③派遣労働者が正当な理由なく、指揮命令者等の指揮命令に従わない場合 
④派遣労働者が、正当な理由なく作業を著しく遅延し、または作業に着手し

ない場合 
⑤派遣労働者が就業中に、従事する業務に関連のない事業等への勧誘や、布

教活動等を行った場合 
⑥派遣労働者が、業務の遂行において知り得た事項を、他に漏えい（積極的

な漏えいだけでなく、故意の有無にかかわらず、第三者が容易に確知でき
る状態に置いた場合を含む。）したり、他の目的に使用した場合 

⑦その他、派遣先が実施する業務に関し、不適当と思われる事由が発生した
場合 

 
１３ 勤怠管理 

派遣元は、就業時間前にその日の欠勤・遅刻・早退者を市に報告するものとする。 
また、派遣元は月ごとに勤務実績の把握を行い、市に報告するものとする。 

 
１４ 秘密保持等について 

本業務は、多数の市⺠の個人情報に関するものであり、派遣元及び派遣元の派遣労
働者は、岡山市個人情報保護条例（平成１２年市条例第３４号。以下「保護条例」と
いう。）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。以下「番号法」という。）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、いかなる理由によるともこれを他に漏えい
し、又は他の目的に使用してはならない。なお、派遣契約終了後においても、同様の
義務を負うものとする。 

（１）派遣元は、その派遣労働者に対し、その派遣の前において、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。 

（２）派遣元は、その派遣労働者に対し、個人情報を不正に取扱った場合の罰則適用
（保護条例第２４条、第２４条の２及び第２５条）について、周知し、徹底させ
なければならない。 

（３）派遣元は、その派遣労働者に対し、個人情報の漏えい等の事故が発生したとき
又 は個人 情報の 取扱いに 関する 疑義若 しくは問 題が起 きたと きは、そ の軽重 を
問わず直ちに市と派遣元に報告するよう、徹底させなければならない。 

 
１５ 岡山市情報セキュリティポリシーの遵守について 

派遣元は派遣労働者に対し、その派遣の前において、岡山市情報セキュリティポリ
シーを周知し、徹底させなければならない。 

 
１６ 責任の程度 

本契約での、派遣労働者の責任の程度は、次のとおりである。 
（１）権限の範囲：事務に関する決定権限は持たない。 
（２）トラブル・緊急対応：トラブル・緊急時には、派遣先及び派遣元と密に連絡を取り、必

要に応じ警察・救急等への通報等を行うこと。 
（３）成果への期待・役割：正確な事務処理 
（４）所定外労働：なし 

 
１７  その他 

（１）派遣元は派遣労働者の名札（様式は派遣先の指示に従うものとする。）及び着
用のための名札を準備し、派遣労働者に渡しておくこと。 

（２）派遣元は、月ごとの就業実績を取りまとめた報告書を作成し、各派遣労働者の
勤務報告書の写しを添え、月末を目途に市に提出すること。  

（３）新型コロナウイルス感染症等の感染拡⼤防止に関し、派遣元及び派遣先は、別
紙「新型コロナウイルス感染拡⼤防止に関する特記仕様書」にある対策を行うも
のとする。なお、別紙の内容と、本仕様書の内容とに不一致がある場合には、別
紙の内容を優先して適用するものとする。 

（４）この仕様書に記載のない事項については、必要に応じて派遣先及び派遣元での
協議し、決定するものとする。 

 
１８ 連絡先 

岡山市保健所健康づくり課 担当 倉下 
 直通電話   （０８６）８０３−１２６４ 
 ファクシミリ （０８６）８０３−１７５８ 
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別紙 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止に関する特記仕様書 

 

本契約（岡山市出産・子育て応援金等事務補助労働者派遣業務（単価契約））を

いう。以下同じ。）による労働者派遣を遂行するにあたり、新型コロナウイルス感染拡大

防止に関し、派遣元及び派遣先が行う対策は、以下のとおりとする。 

 

１ 用語の定義 

本特記仕様書においては、本契約の仕様書で定義されている用語の他に、以下の用語を

使用する。 

（１）感染症法 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第

１１４号）をいう。 

（２）新型コロナウイルス感染症 

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年政令

１１号）第１条の定義と同一とする。 

（３）派遣先職員 

派遣先が直接雇用している、労安衛法第２条第２項に該当する労働者をいう。 

（４）感染者 

国立感染症研究所感染症疫学センターが公表している「新型コロナウイルス感

染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」（令和３年１月８日暫定版）（以

下、「疫学調査実施要領」という。出典：https://www.niid.go.jp/niid/ja/dise

ases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html）で示され

ている「患者（確定例）」の定義と同一とする。なお、同要領が改訂された場合

には、改正後の定義に従うものとする。 

【参考】「患者（確定例）」とは、「新型コロナウイルス感染症の臨床的特徴を有し、かつ、

検査により新型コロナウイルス感染症と診断された者」を指す。 

（５）無症状者 

「疫学調査実施要領」で示されている「無症状病原体保有者」の定義と同一と

する。なお、同要領が改訂された場合には、改正後の定義に従うものとする。 

【参考】「無症状病原体保有者」とは、「臨床的特徴を呈していないが、検査により新型コ

ロナウイルスを保有していることが確認された者」を指す。 

（６）濃厚接触者 

「疫学調査実施要領」で示されている定義による。なお、同要領が改訂された

場合には、改正後の定義に従うものとする。 

【参考】「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」（「無症状病原体保有者」を含む。以下同

じ。）の感染可能期間において当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するま

でに接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。 

・ 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった

者 

・ 適切な感染防護なしに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた者 

・ 患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高

い者 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/dise
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・ その他： 手で触れることの出来る距離（目安として 1 メートル）で、必要な感染予

防策なしで、「患者（確定例）」と 15 分以上の接触があった者（周辺の環境や接触の

状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する）。 

（７）感染者等 

感染者、無症状者、濃厚接触者、及び、濃厚接触者に該当しなくても、自主的

にＰＣＲ検査等を受ける者をまとめていう。 

（８）ＰＣＲ検査 

ポリメラーゼ連鎖反応（Polymerase Chain Reaction）の略で、ここでは、新型

コロナウイルス感染症について陽性かどうかを検出するための医学的検査をい

う。 

（９）ＰＣＲ検査等 

ＰＣＲ検査、及び、それ以外の新型コロナウイルス感染症について陽性かどう

かを検出するための医学的検査（抗原検査、抗体検査、等）をまとめていう。 

 

２ 派遣元における研修 

派遣元は、仕様書項番１４「秘密保持等について」に定める研修を派遣労働者に対して

行う際に、新型コロナウイルス感染症に関する研修も併せて実施すること。その際は、厚

生労働省が公表しているＷｅｂページ 

新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.h

tml 

新型コロナウイルスに関するQ&A（労働者の方向け） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.h

tml 

新型コロナウイルスに関するQ&A（企業の方向け） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.h

tml 

等を活用し、研修時点での最新の知見に基づく内容とすること。 

 さらに、その研修では「マスクの着用」「手洗いや手指の消毒の励行」「感染者が多数

発生している地域（海外を含む。以下同じ。）との不要不急の往来の自粛」「やむを得ず

感染者が多数発生している地域と往来した場合の派遣元への申し出」「感染者等となった

場合の派遣元への申し出」についての説明も行うこと。 

 

３ 日常的な感染拡大防止対策 

（１）派遣元は、各派遣労働者に対し、日々の出勤前に検温を行わせること。また、

派遣労働者において「体温が３７．５度以上ある」場合や、「新型コロナウイル

ス感染症を疑う症状（咳、息苦しさ、倦怠感、味覚異変など）がある」ような場

合は派遣元に報告させること。それを受けた派遣元は、当該派遣労働者の就業の

適否を検討し、必要な指示を派遣労働者に与えると同時に、派遣労働者の現況及

び派遣元としての対応を、派遣先にも連絡すること。 

【参考】 「疫学調査実施要領」では、次のような症状を「新型コロナウイルス感染症を疑

う症状」としている。 

＊発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、

嘔気・嘔吐など 

（２）派遣先は、指揮命令者が必要と認めた場合には、非接触型検温計を用いて、派

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.h
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.h
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.h
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遣労働者に対する検温を行う。それにより、派遣労働者において「体温が３７．

５度以上ある」ような場合には、その旨を派遣元に通報する。それを受けた派遣

元は、当該派遣労働者の就業の適否を検討し、派遣元としての対応を派遣先に報

告すること。 

また、就業中の派遣労働者に、「新型コロナウイルス感染症を疑う症状があ

る」と指揮命令者が認めた場合も、同様とする。 

（３）就業場所及びその周辺のハイタッチエリア（ドアノブ、机、椅子、複数の者が

共用する機器等）の消毒は、定期的に派遣先職員が行う。ただし、派遣労働者が

常在する場所周辺については、指揮命令者の判断により、派遣労働者にこの作業

を命じる場合があることを、派遣元は派遣労働者に認識させること。 

なお、その際に必要となる用具等は、派遣先が支給する。 

 

４ 派遣労働者が感染者等となった場合の対応 

（１）何らかの事情により、派遣労働者がＰＣＲ検査等を受けることになった場合

は、速やかに「検査を受けることになった旨」を派遣元に報告させること。ＰＣ

Ｒ検査等の結果についても同様とする。 

（２）前項の報告を受けた場合、派遣元は自らの責任において、当該派遣労働者の派

遣の継続の有無を検討し、その結果を派遣先に報告すること。 

（３）派遣元が派遣を中断すると判断した派遣労働者の復帰（派遣の再開）について

は、派遣元の責任において決定し、派遣先に報告すること。 

（４）派遣労働者が感染者等となった場合であっても、仕様書項番１２（３）に定め

る「代替の派遣労働者」の規定に影響はないものとする。 

 

５ 派遣先職員が感染者等となった場合 

（１）派遣労働者の就業場所及びその周辺において、派遣先職員が感染者等となる事

象が発生した場合には、派遣先はただちに派遣元に報告するものとする。それを

受けて、派遣先職員の就業場所や感染拡大の程度（１名のみか、複数か、患者ク

ラスターに至っているか等）に基づき、派遣先及び派遣元において、派遣の継続

についての協議を行うものとする。 

（２）前項の事象が発生した場合、派遣先は以下のような緊急的な感染拡大予防措置

を行う場合がある。 

①仕様書項番５「就業場所」に定める就業場所を一時的に変更する。ただし、

本来の就業場所の近隣（おおむね徒歩での移動が可能な範囲）の施設に限る。 

②仕様書項番８「就業時間等」に定める始業時刻を繰り下げる。又は、終業時

刻を繰り上げる。 

 

６ 患者クラスターが発生した場合 

派遣先において患者クラスターが発生し、就業場所が属する施設の閉鎖が行われた場合

には、仕様書項番５「就業場所」、項番８「就業時間等」及び項番９「派遣人数」の内容

について、派遣元及び派遣先において協議を行うものとする。ただし、本契約の契約書に

記載された事項の変更が必要となる場合には、変更契約を行うものとする。 

 

７ 予防的な対応 

派遣労働者において、それぞれの派遣開始の２日前から派遣終了までの間に、次に例示

するような状況になったことを派遣元が確知した場合には、一定の予防措置（その者の派
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遣を一定の期間中断し、代替者の派遣を行う。等）の実施を、派遣元において検討するこ

と。ただし、当該措置に関して派遣先は、通常の派遣料を超える費用は負担しないものと

する。 

（１）派遣労働者が、「感染者が多数発生している地域」（最新の流行状況から判断

すること。）への往来をしていた。 

（２）派遣労働者が、「患者クラスターが発生した場所」（最新の流行状況から判断

すること。）に立ち入っていた。 

（３）派遣労働者が、海外渡航（渡航先を問わない。）をしていた。 

（４）派遣労働者の家族等で、派遣労働者と起居を共にしていた者が濃厚接触者であ

ると判明した。 

 

８ 公的制度の活用 

派遣元は、「雇用調整助成金」「被用者保険からの傷病手当金」等の公的制度を積極的

に活用することで、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置によって生じる派遣労働者

本人の負担を、できるだけ軽減させる対応を行うものとする。 

 

９ 連絡体制表の作成 

（１）派遣元、派遣先、及び派遣労働者において、迅速な意思疎通と確実な情報共有

に資するため、発生が推測される事象（「派遣労働者が感染者等になった」「派

遣先職員が感染者等になった」「派遣先で患者クラスターが発生した」など）ご

との連絡体制表を、派遣開始までに策定するものとする。 

なお、その原案は派遣元が作成し、派遣元及び派遣先の協議を経て確定するも

のとする。 

（２）前項の連絡体制表において、派遣元と派遣先との間に関しては、「電話」「フ

ァクス」「電子メール」を中心とし、いわゆるＳＮＳは用いないものとする。 

（３）派遣先から派遣労働者に対し、派遣元を経由せずに直接連絡することはないた

め、前々項の連絡体制表には、個々の派遣労働者の個人情報（氏名、住所、電話

番号、電子メールアドレス、ＳＮＳのアカウント等）は記載しないものとする。

ただし、派遣元での連絡に使用するため、前々項の連絡体制表に、これらの個人

情報を追記したものを、派遣元の内部において使用することは、差し支えない。 

 

１０ 感染症法上の位置付けの変更 

本契約での派遣期間中に、新型コロナウイルス感染症に関する運用見直しが行われ、感

染症法上の位置付けが変更になった場合には、本特記仕様書の規定の適用に関し、派遣元

及び派遣先において協議するものとする。 

 

１１ 他の感染症への準用 

感染症法第６条に定める感染症のうち、一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型イ

ンフルエンザ等感染症、新型コロナウイルス感染症以外の指定感染症及び新感染症のいず

れかの市中感染が日本国内で発生し、派遣期間中に感染症法第１８条（就業制限）の規定

が適用又は準用された場合にも、本特記仕様書を準用するものとする。 

 

 


