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子育て世帯への応援給付金事務処理センター業務委託仕様書 

１ 件名 

子育て世帯への応援給付金事務処理センター業務委託 

２ 委託業務の目的 

令和４年度川崎市子育て世帯への応援給付金に係るコールセンター業務、給付金のお

知らせ及び申請勧奨等の発送業務、申請書等の発送業務、申請の受付入力審査業務、振込

通知の発送業務等を行う。 

３ 履行期間 

契約締結日から令和５年３月３１日まで 

４ 履行場所 

発注者が用意する事務処理センター（川崎市役所第３庁舎内） 

５ 事務処理センターの開設期間及び開設時間並びに休日 

（１）開設期間 

令和４年１２月１日から令和５年３月３１日まで 

（２）開設時間 

午前９時から午後８時まで（ただし、業務繁忙又は閑散の状況により、発注者と協議

の上、変更することができる。） 

（３）休日 

川崎市の休日を定める条例（平成元年条例第１６条）第１条による 

６ 業務委託内容 

（１）事務処理センター執務室の整備 

ア 事務処理センター執務室は、発注者が用意するものとする。 

イ 事務処理センター執務室の設置場所は、川崎市役所第３庁舎内とする。 

ウ 事務処理センターの設置にあたり、発注者が貸与する物品は、次のとおりとする。 

（ア）川崎市福祉総合情報システム用端末（ＰＣ） １０台 

（イ）マウス                  １０個 

（ウ）指静脈認証装置              必要数 

（エ）川崎市福祉総合情報システム用プリンタ    １台 

エ 前記の物品以外で、机・椅子等の設備及び複写機等の機器その他の事務処理センタ
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ーの設置にあたり必要な物品については、受注者が用意すること。なお、これに必要

な費用は本委託料に含むものとする。 

オ 受注者は、インターネット上に設置する申請内容入力フォームに接続するために

必要な機器（インターネット接続が可能なＰＣ又はタブレット端末及びモバイルＷ

ｉ－Ｆｉルータ等）を用意すること。なお、これに必要な費用（通信費を含む。）は、

本委託料に含むものとする。 

カ 発注者は、福祉総合情報システムの運用に必要な機器及び通信回線等の設備を執

務室に設置し、業務終了後に撤去するものとする。なお、福祉総合情報システム運用

に必要な機器及びネットワーク回線の使用に必要な費用は、本契約外において発注

者が負担する。 

キ 各業務内容の項目に記載の封筒以外の消耗品（用紙、トナーその他の事務用品等）

は、受注者が用意すること。なお、これに必要な費用は本委託料に含むものとする。 

ク 貸与品の管理については、善良なる管理者としての注意を払うこと。 

（２）コールセンター業務 

ア 市民等からの給付金に関する制度全般、申請書の書き方及び申請期限その他の問

い合わせ電話について、発注者が提供する資料を参照して回答すること。 

イ 必要な場合は、発注者が貸与する端末を用いて、川崎市福祉総合情報システム上の

情報を確認し、又は発注者が提供する資料に基づき、同一児童に対する重複支給がな

いか等を確認の上で、回答すること。 

ウ 発注者が提供する資料では判断がつかない等、発注者による判断を要する案件又

は給付金以外の制度に関する問い合わせ等については、発注者又は発注者の指定す

る先に電話対応を引き継ぐこと。なお、苦情又は意見については、原則として発注者

が提供する資料に基づき対応することとするが、発注者による緊急対応が必要なも

のについては、速やかに発注者又は発注者の指定する先に電話対応を引き継ぐこと。 

エ 問い合わせ対応記録用フォーマットを作成の上、問い合わせ対応記録を作成し、対

応記録を週ごとに発注者に提供すること。 

オ コールセンター業務に必要な電話回線及び電話器については、発注者が用意する。

なお、電話の使用に必要な回線使用料及び通話料等の費用は、本契約外において発注

者が負担する。 

カ コールセンターの対応時間は、祝日を除く月曜から金曜の午前９時３０分から午

後６時までとする。なお、受付時間外においては、受付時間を案内する自動応答メッ

セージを再生するものとする。 

キ 受注者は、本業務が現金給付を扱う業務であること、個人情報を取り扱うことを十

分に認識の上、正確かつ丁寧な市民対応を心がけること。また、不確実な内容で回答

しないこと、確認に時間を要す場合等保留時間が一定程度を超える場合は折り返し

の電話対応とすること、個人の特定につながる可能性のある情報を回答しないこと
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については特に留意すること。 

（３）給付金のお知らせや申請勧奨等発送物の印刷、封入封緘及び発送業務 

ア 発注者から提供されるデータをもとに、発送物の印刷を行うこと。 

イ 印刷した発送物を折り、発送用封筒への封入封緘及び宛名ラベルの貼付等を行う

こと。 

ウ 封入封緘後の発送物について、発送通数を確認し、発注者への報告及び発注者によ

る発送通数の検査を経た上で、発注者が指定する郵便局への持込み及び発送の手続

を行うこと。 

エ 発送用封筒は、発注者が用意するものとする。また、発送に係る郵便料は、本契約

外において発注者が負担する。 

（４）申請書等発送業務 

ア 市民からの給付金の申請に関する問い合わせについて、発注者が提供する資料に

基づき、当該者が申請を要する者であるか等を確認し、申請が必要な場合には、聞き

取り内容を発注者がデータを提供する受付カルテ用紙及び受付管理簿に記録するこ

と。 

イ 申請が必要な場合には、発注者が提供するデータにより、申請に必要な申請書及び

案内文等を印刷の上、当該市民に対して原則として翌開庁日までに発送すること。ま

た、申請書を発送する際には、受付管理簿に発送日及び発送担当者を記録することに

より、処理状況を確実に管理すること。 

ウ 発送にあたっては、発送先の誤りがないよう、発送物の住所・氏名の照合及び封入

物の確認を２人以上で確実に行うこと。 

エ 発送用封筒は、発注者が用意するものとする。また、発送に係る郵便料は、本契約

外において発注者が負担する。 

（５）申請受付入力審査等業務 

ア 申請書の受領及び受付時審査 

（ア）受託者は、発注者が別途指定する場所において申請書等を受領し、事務処理セン

ターに搬入すること。なお、受領の頻度及び日時については、発注者と受注者が別

途協議により決定する。また、受注者は発注者から申請書等を受領した時点から、

その管理の責任を負うものとする。 

（イ）申請書等の事務処理センターへの搬入にあたっては、申請書等を施錠可能なコ

ンテナ等に入れて運搬する等、郵便物の汚損・破損、盗難及び紛失を防ぐために必

要な措置を講じること。また、受渡しの前後に発注者と受注者が通数を確認し、受

渡簿に記録することにより、確実に通数を把握し、管理すること。 

（ウ）受注者は、封筒を開封し、受領した申請書及び封筒の所定の位置に受付印及び番

号印を押印した上で、申請書類の散逸や他の申請書類との混交を防ぐため、１件ご

とにホチキス留めを行い、クリアファイルに格納すること。また、書類の紛失及び
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処理漏れ等の防止のため、受付管理簿に受領日及び受領担当者を記録すること。 

（エ）申請書について、発注者が提供する資料に基づき、必要事項が記載されているか、

必要な添付書類が添付されているか等の受付時審査を行うこと。なお、審査の項目

は、必要事項の記載状況として約２０項目、添付書類の添付状況として約５項目を

見込む。 

（オ）受付時審査により、記載の誤りや不足、添付書類の誤りや不足が確認された場合

には、当該申請者に対し、申請書及び申請書の補正内容を記載した案内文等を返送

し、又は当該申請者に電話連絡して不足内容を聞き取ること。なお、案内文の例文

は発注者が用意するものとする。また、申請書を返送する際には、受付管理簿に返

送日及び返送担当者を記録するとともに、受付カルテ用紙と合わせて申請書の写

し及び送付した案内文等の控えを保管するものとし、処理状況を確実に管理する

こと。不足内容の聞き取りを行った場合は、内容を申請書等に補記するとともに、

受付管理簿に対応日、対応者及び対応内容を記録すること。 

イ 申請内容の入力 

（ア）受付時審査の結果、不備がなかったものについて、所定の入力フォーム又は入力

表への入力を行うとともに、受付管理簿に入力日及び入力担当者を記録すること。

入力の具体的な手順については、別途発注者が用意する手順書のとおりとする。な

お、主な入力項目として、申請者の住所、氏名、生年月日及び支給対象児童の住所、

氏名、生年月日、続柄並びに振込先口座情報（金融機関名、金融機関コード、支店

名、支店コード、口座種別、口座名義、口座名義カナ）等を手入力することを想定

している。 

（イ）入力にあたっては、入力を行った者とは別の者が確認を行い、誤りがないことを

確認するとともに、受付管理簿に確認日及び確認担当者を記録すること。なお、誤

りがあった場合は、速やかに入力内容を修正し、さらに別の者の確認を受けること。 

ウ 申請内容の審査 

（ア）入力済の申請について、発注者が提供する資料及びチェックリストに基づき、給

付金の支給要件及び支給額等の内容審査を行うこと。なお、審査項目は１件当たり

約３０項目、１件当たりの審査に要する時間として２０分程度を見込む。 

（イ）内容審査にあたり、追加で書類の提出等を求める必要があるものについては、当

該申請者に対し、申請書及び申請書の補正内容を記載した案内文等を返送し、又は

当該申請者に電話連絡して不足内容を聞き取ること。なお、案内文の例文は発注者

が用意するものとする。また、申請書を返送する際には、受付管理簿に返送日及び

返送担当者を記録するとともに、受付カルテ用紙と合わせて申請書の写し及び送

付した案内文等の控えを保管するものとし、処理状況を確実に管理すること。不足

内容の聞き取りを行った場合は、内容を申請書等に補記するとともに、受付管理簿

に対応日、対応者及び対応内容を記録すること。 
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エ 申請書の引渡し 

（ア）入力及び審査後の申請書については、受付日順に結束し、発注者が別途指定する

場所において発注者に引き渡すこと。なお、引渡しの頻度及び日時については、発

注者と受注者が別途協議により決定するものとする。 

（イ）申請書等の発注者への引渡しにあたっては、申請書等を施錠可能なコンテナ等

に入れて運搬する等、郵便物の汚損・破損、盗難及び紛失を防ぐために必要な措置

を講じること。また、受渡しの前後に発注者と受注者が通数を確認し、受渡簿に記

録することにより、確実に通数を把握し、管理すること。 

（ウ）申請書等の発注者への引渡し後、発注者の確認により、申請書類の不足等が判明

した場合には、発注者は、当該申請書類を受注者に返戻するものとする。この場合、

受注者は、当該申請者に対して申請書及び申請書の補正内容を記載した案内文等

を返送し、又は当該申請者に電話連絡して不足内容を聞き取ること。なお、案内文

の例文は発注者が用意するものとする。また、申請書を返送する際には、受付管理

簿に返送日及び返送担当者を記録するとともに、受付カルテ用紙と合わせて申請

書の写し及び送付した案内文等の控えを保管するものとし、処理状況を確実に管

理すること。不足内容の聞き取りを行った場合は、内容を申請書等に補記するとと

もに、受付管理簿に対応日、対応者及び対応内容を記録すること。 

（エ）発送用及び申請者からの返信用封筒は、発注者が用意するものとする。また、発

送及び返信に係る郵便料は、本契約外において発注者が負担する。 

オ プッシュ型支給に係る支給データの入力 

（ア）上記申請による支給に係る申請内容の入力及び審査のほか、状況により、発注者

から提供されたリストに基づき、プッシュ型支給に係る支給データの入力を行う

こと。 

（イ）入力項目については、申請による支給に係る入力項目と同様とする。 

カ その他 

（ア）申請書に必要な書類以外の郵便物等が事務処理センターに直接送付された場合

については、別途発注者が用意する資料に基づき、発注者への引渡し等を行うこと。 

（イ）処理中の申請書等各処理段階での進捗・収納場所の所在を常に把握できるよう、

整理整頓を行い、受領した書類の処理状況について定期的に確認を行うこと。 

（６）振込通知の印刷、封入封緘及び発送業務 

ア 発注者から提供されるデータをもとに、振込通知の印刷を行うこと。 

イ 印刷した振込通知を折り、発送用封筒への封入封緘を行うこと。 

ウ 発送にあたっては、発送先の誤りがないよう、発送物の住所・氏名の照合及び封入

物の確認を２人以上で確実に行うこと。 

エ 封入封緘後の発送物について、発送通数を確認し、発注者への報告及び発注者によ

る発送通数の検査を経た上で、発注者が指定する郵便局への持込み及び発送の手続
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を行うこと。 

オ 発送用封筒は、発注者が用意するものとする。また、発送及び返信に係る郵便料は、

本契約外において発注者が負担する。 

（７）振込不能に関する口座確認等 

ア 給付金の振込を行った結果、名義相違等により振込不能となった申請について、発

注者が提供する振込不能リスト等に基づき、口座情報の確認依頼を送付すること。 

イ 発送にあたっては、発送先の誤りがないよう、発送物の住所・氏名の照合及び封入

物の確認を２人以上で確実に行うこと。 

ウ 申請者から口座情報確認書類が到達し、口座情報を確認できたものについて、シス

テムへの修正入力を行うとともに、申請に基づかない給付等発注者が特に指定する

ときを除き、受付管理簿に確認日及び確認担当者に記録すること。 

７ 実施体制 

（１）実施体制の原則 

受注者は、本仕様書及び発注者が提供する資料等に基づき、想定される業務量を踏ま

え、適正な実施体制を構築すること。また、欠員及び欠勤などにより業務の運営に支障

が出ないよう配慮し、実施体制を維持すること。 

（２）業務従事者の役割 

ア 管理責任者等 

（ア）受注者は、業務を適正かつ効率的に遂行するため、業務の作業スケジュールを作

成し、進捗状況及び課題点を把握した上で、業務従事者の配置及び管理並びに業務

全体の進行管理、発注者との連絡調整等の全体調整を担う管理責任者１名を置く

こと。 

（イ）受注者は、必要に応じて、管理責任者を補佐し、管理責任者が不在の場合にその

職務を代行する管理副責任者を定めること。 

（ウ）受注者は、事務処理センターの開設時間中は、管理責任者又は管理副責任者のい

ずれか１名以上を、その休憩時間を除き常時、現に事務処理センターに勤務させる

こと。 

（エ）管理責任者及び管理副責任者（以下「管理責任者等」という。）には、業務従事

者に対して迅速かつ適切な対応を指示・指導できる者を充てること。 

（オ）業務全体の進行管理にあたっては、発注者が示す作業スケジュールに基づき、進

捗状況を分析するとともに、課題点がある場合には改善策を検討の上、各業務の作

業期限までに業務を確実に実施すること。 

（カ）各月に想定される作業量などを勘案し、適正人数の担当者を配置すること。また、

担当者の欠員及び欠勤、業務の進捗の遅れ等を想定し、フォロー可能な体制を構築

すること。 
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（キ）業務を円滑に遂行できるよう、担当者に対する指揮監督を行うとともに、担当者

が業務内容を理解して従事できるよう指導、育成を行うこと。 

（ク）事故等の発生時又は市民等からの苦情への対応を行った場合で発注者等による

対応を要するときは、速やかに発注者に報告の上、対応を引き継ぐこと。 

イ 担当者 

（ア）給付金支給要綱に基づき、業務を適正かつ効率的に遂行することを目的とし、管

理責任者等の指揮監督の下、本業務の実務を行う担当者を常時１名以上勤務させ

ること。なお、時期ごとの人数は、管理責任者等が業務量等を勘案して必要な人数

を定めるものとする。（業務の繁忙が見込まれる１月から３月までにおいては、概

ね１５名以上の勤務が必要と見込む。） 

（イ）担当者には、給付金の趣旨や書類の内容確認に必要な判断基準、業務の処理手順

などを正確に理解する能力を有すると管理責任者等が認める者を選任すること。 

（ウ）市民等からの苦情への対応を行った場合又は事故等の発生時には、管理責任者

等に速やかに報告を行うこと。 

（３）研修の実施 

ア 受注者は、業務の履行にあたり業務従事者に必要な知識、技能等について、業務に

従事させる前に十分な研修を行うこと。 

イ 発注者は、受注者が研修を実施するにあたり、必要な資料の提供及び助言を行うこ

と。 

８ 川崎市福祉総合情報システムの利用 

本業務の実施にあたっては、発注者が用意した場所において、発注者が貸与する端末を

用いて、川崎市福祉総合情報システムを利用することとなるため、次の事項について留意

し、又は遵守すること。 

（１）発注者が貸与する端末の操作にあたり、業務従事者の指静脈認証が必要になるため、

指静脈情報をシステムに登録すること。 

（２）システムの利用にあたっては、システムログインＩＤを個人ごとに付与する必要が

あるため、業務従事者が決定次第、発注者に業務従事者の名簿を提出すること。 

（３）川崎市福祉総合情報システムの稼働時間は原則、午前８時３０分から午後５時３０

分まで（発注者が別途定める稼働延長日を除く。）である。同システムの稼働時間外に

おいては、申請の入力及び審査業務のうち一部業務が実施できなくなることを踏まえ、

人員配置及び業務手順を検討し、調整すること。 
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９ 費用負担 

委託料に含む費用 本契約外で発注者が負担する費用 

・机・椅子等の設備及びプリンタ等の機器その他

の事務処理センターの設置にあたり必要な物

品にかかる費用 

・インターネット上に設置する申請内容入力フォ

ームに接続するために必要な機器（インターネ

ット接続が可能なＰＣ又はタブレット端末及

びモバイルＷｉ－Ｆｉルータ等）の使用に必要

な費用（通信費を含む。） 

・各業務内容の項目に記載の封筒以外の消耗品

（用紙、トナーその他の事務用品等） 

・発送用封筒及び返信用封筒 

・郵便料 

・福祉総合情報システムの利用に必要な機器（Ｐ

Ｃ、プリンタ等）及びネットワーク回線の使用

に必要な費用 

・電話の使用に係る回線使用料、通話料 

１０ 想定事務処理件数 

事務処理内容 件数 業務繫忙月（想定） 

コールセンター業務 申請書の記入方法、その他制度 

全般に対する問い合わせ等 
1,600件 

１月～３月 
申請書発送に関するもの 

（児童を別居監護する申請者等） 
600件 

給付金のお知らせ等の 

印刷・封入封緘・発送 
一括送付対象外分 4,500件 １２月 

申請書等発送業務 
児童を別居監護する申請者等 600件 １月～２月 

申請受付入力審査等業務 
申請受付総数 15,000件 

１月～３月 

申請書不備に係る申請書返戻 150件 

申請書不備に係る電話確認 1,500件 

形式的な記入不備の補記等 4,500件 

入力件数 15,000件 

プッシュ型支給に係る支給データ 

の入力 
300件 

振込通知発送業務 
一括送付対象外分 500件 

２月～３月 
振込不能に関する口座 

確認等業務 
 60件 

・業務繁忙期における配置人数は、管理責任者等と担当者の合計で１５名以上を想定す

る。 

・コールセンター業務に係る電話の回線数は、６本を想定し、待ち呼扱いを行わないもの

とする。 

・想定事務処理件数は、試算に基づくものであり、実際の事務処理件数はこれを一定程度

上回る可能性があることに十分留意すること。 

・執務室は、概ね４８平米程度を予定している。なお、トイレ及び給湯スペースは庁舎内

の共用部を使用するものとする。 
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１１ 想定事務処理スケジュール 

時期 想定される業務 

～１１月下旬 
事務処理センター執務室の整備 

コールセンター開設に向けた業務従事者への研修 

１２月１日（木） 事務処理センター開設（コールセンター機能のみ先行） 

１２月１０日頃～１２月下旬 給付金のお知らせ等の印刷・封入封緘・発送 

１２月下旬 申請受付開始 

支給前月（１月・２月）の末日 翌月支給分の申請書受付〆切 

～支給月（２月・３月）の５日頃 

申請受付入力審査等業務（プッシュ型支給に係る支給データ

の入力を含む。） 

入力・審査済申請書の引渡し（受注者→発注者） 

支給月の２０日頃 振込通知データ提供（発注者→受注者） 

支給月の２０日～２５日頃 振込通知の印刷、封入封緘 

支給月の末日頃 
給付金支給、振込通知発送 

振込不能に関する口座確認等 

２月１０日頃 
給付金のお知らせ（手当遡及認定分等）のデータ提供（発注者

→受注者） 

２月１０日～２０日頃 給付金のお知らせ（手当遡及認定分等）の印刷・封入封緘発送 

随時 
コールセンター業務 

申請書等発送業務 

１２ 業務完了報告及び検査並びに委託料の支払 

（１）受注者は、業務の履行完了後、直ちに発注者に業務完了届を提出すること。 

（２）発注者は、業務完了届が提出された後１０日以内に、検査確認を行うものとする。 

（３）発注者は、検査確認後、受注者からの適法な請求を受けた日から３０日以内に、委託

料の全額を支払うものとする。 

１３ その他留意事項 

（１）発送物には、個人情報を記載したものが含まれることを前提に、封入封緘時に２名以

上で確認を行うことをはじめ、誤封入や誤発送を防止する措置を講じ、確実に実施する

こと。 

（２）本契約に係る業務の一部（主要な部分を除く）を第三者に委託しようとするときは、

あらかじめ再委託者の住所、商号、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約

金額等について記載した書面を発注者へ提出し、その承諾を受けること。 

（３）本契約は、川崎市契約条例（以下「条例」という。）第７条第１項第２号に規定する

特定業務委託契約に該当するため、同条に規定する作業報酬下限額及び条例第８条か

ら第１０条までの規定並びに川崎市契約規則第７節の各規定を順守すること。 

（４）本契約の履行にあたっては、個人情報を取り扱うことから、別紙個人情報の取扱いに
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関する情報セキュリティ特記事項の各規定を順守すること。 

（５）業務従事者又は本業務に従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属

する事項が記録された個人情報ファイル（その全部又は一部を複製し、又は加工したも

のを含む）を提供したとき、又はその業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しく

は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、川崎市個人情報保護

条例の罰則規定が適用される。 

（６）本給付金支給事業が、申請受付開始から支給完了までを極めて短期間に行う必要が

ある事業であること、本業務委託が請負契約であることを十分に踏まえ、期間内に、申

請を正確かつ迅速に処理できる万全の体制を確保した上で、業務の進捗状況によって

は、実施体制を増強する等の対応を行うこと。 

（７）本契約に定めのない事項については、川崎市の条例又は規則によるほか、発注者と受

注者が協議の上で定めること。 


