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第１章 概要 

 

 １－１ 目的 

   本業務は、平成３１年度分市民税・県民税申告書の発送にあたり、各種帳票の作成及び宛名情

報の印字、並びに帳票の裁断等の加工を行った上、その他の封入物と共に封筒へ封入封緘して納

品するまでの一連の作業を行うものである。 

 

 １－２ 委託業務名及び期間 

  （１）委託業務名 

  平成３１年度分市民税・県民税申告書等作成等業務委託 

  （２）委託期間 

  契約締結日から平成３１年２月１５日まで 

 

 １－３ 業務 

  （１）検証 

  （２）帳票類の印刷・作成 

  （３）印字 

  （４）後処理 

  （５）納品 

  （６）その他付随業務 

 

 １－４ 受注者要件 

  （１）情報セキュリティマネジメントシステムの認証を取得していること。 

  （２）プライバシーマークを取得していること。 

  （３）品質マネジメントシステムの認証を取得していること。 

  （４）過去５年間（平成２９年度を含む）において、同種の業務の履行実績を有すること。 

  （５）千葉市内に作業場を確保していること。 

 

 １－５ 遵守法令等 

  （１）契約書及び仕様書 

  （２）地方税法 

  （３）千葉市契約規則 

  （４）情報セキュリティに係る規程【４－４（９）参照】 

 

 １－６ 契約形態及び支払方法 

  （１）契約形態 

     総価契約とする。落札後、直ちに内訳明細書（作業名、数量、単価等必要な事項を記載し

たもの）を提出すること。なお、原則として、帳票ごと、作業ごとに作業名、数量、単価

等を記載すること。 

  （２）支払方法 

     委託業務完了後一括払いとする。 
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第２章 業務内容 

 

 ２－１ 検証 

   本市が帳票の出力状況を確認するための検証物を納品する。 

   （１）スケジュール 

平成３０年１２月 

   （２）検証内容 

     市民税・県民税申告書（以下「住民税申告書」と言う。）に、本市から貸与する印字データ

を印字し、本市へ納品する。 

   （３）予定数量 

     ア 住民税申告書 … １００枚 

 

 ２－２ 帳票類の印刷・作成 

   住民税申告書等の印刷、封筒及びお知らせの作成を行う。 

   なお、別紙１の帳票№１～５については校了後 PDFデータも作成すること。 

   （１）スケジュール 

     ２－３開始（印字）まで 

   （２）種類、予定数量、材質・規格等 

     別紙１のとおり 

     ※帳票類の詳細については、税制改正や本市のシステム改修をふまえ、別途協議して決定 

      する。 

 

 ２－３ 印字 

   本市が貸与するデータ格納媒体（以下「記録媒体」という。）により印字する。 

   （１）記録媒体の形状 

     CDまたは DVD 

   （２）データ等 

     ア 印字データ … 電子データ（PDF形式） 

     イ 住民税申告書一覧 … 電子データ（PDF形式） 

   （３）スケジュール 

     平成３１年１月中旬 

     ※詳細な日時については、本市から追って連絡するものとする。 

   （４）予定数量 

     ア 住民税申告書 … ８６，０００枚 

   （５）その他 

     受注者は印字を開始する都度、印字位置・印字濃度等の出力状況について、本市の確認を

受けること。また、本市の承認を得るまでに掛かる物品及び経費等については、受託に際し

必要なものであることから受注者が負担すること。 
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２－４ 後処理 

   出力帳票について、裁断、封入封緘、仕分け及び梱包を行う。 

   （１）スケジュール 

     平成３１年１月中旬から納品（２－５）まで 

   （２）予定数量 

     ア 裁断      … ８６，０００枚 

     イ 封入封緘    … ８６，０００部 

     ウ 仕分け及び梱包 … ８６，０００部 

   （３）詳細 

     ア 裁断 

       出力された住民税申告書等を１ページごとに裁断する。 

     イ 封入封緘 

       別紙１の帳票№１～６を№７に封入し、封緘する。（以下、これを成果品という。） 

     ウ 仕分け及び梱包 

       1箱あたりの通数は端数分を除き一定の通数とし、出力順を崩さずに梱包すること。 

       また、郵便局が切り替わるごとに箱も切り替え、各箱の表面に次の項目をラベル等に

より貼付すること。 

       （ア）郵便番号 

       （イ）通数 

       （ウ）箱番号／箱数 

      なお、箱のサイズ及び詰め方などは市と協議の上、市が承認した内容とする。 

 

 ２－５ 納品 

   本市が指定する日時及び場所において成果品等を引き渡す。 

   なお、納品物の種類により２回納品日を設けるため注意すること。 

（１） 納品日、納品物及び納品場所（別紙１も参照すること。） 

回数 日時 納品物 納品場所 

１ １月２１日（月） 各所配付分 

帳票 PDFデータ 

東部市税事務所市民税課・ 

西部市税事務所市民税課 

２ １月３１日（木） 成果品 各郵便局（中央・花見川・若葉・緑・美浜） 

帳票類の残部 東部市税事務所市民税課・ 

西部市税事務所市民税課 

記録媒体等 東部市税事務所市民税課 

     ただし、災害その他やむを得ない事情で納品が遅れる場合は、受注者は速やかに本市に連

絡し指示に従わなければならない。また、記録媒体等については本市の指示及び承諾により

複写または複製したものを含む。 

    

   （２）その他 

     配送手段及び配送方法等については市と協議の上、セキュリティの強化を図り実施するも

のとする。 
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 ２－６ その他付随業務 

  （１）記録媒体の授受 

    本市が自己復号形式で暗号化した記録媒体を課税管理課にて直接手渡しで貸与し、復号のた

めのパスワードは別途、本市から提供するものとする。なお、発注者及び受注者は受渡時に情

報資産の受渡確認書に記名または押印し、発注者がこれを保管する。 

    また、移送の際は堅牢で施錠可能な収納ケース等により複数人で移送することとし、紛失、

盗難等の防止に努めること。 

  （２）再出力 

    受注者は印字、裁断の作業において汚損及び破損等が生じた場合は本市に報告書を提出する

とともに、その責任及び負担において速やかに再出力を行い、適切な対応を図ること。 

    また、納品後に本市が不良帳票を確認した場合においても、同様の取り扱いとする。 

  （３）不良帳票の廃棄 

    受注者は印字、裁断の作業において汚損及び破損等が生じた場合は、当該不良帳票を可読不

可能な状態にしたうえで廃棄すること。 

  （４）データの消去 

    印刷機器内等に取り込んだ印字データは作業が完了したのち、速やかに全データを消去し、

印字データが残留することのないようにすること。 

  （５）住民税申告書の残部について 

    住民税申告書の残部のうち４，０００枚は連続帳票のまま納品し、そのほかは１ページごと

に裁断すること。 

 

 

第３章 業務要件 

 

 ３－１ 作業場所等 

   業務を実施する作業場所は、受注者の施設建物内とし、業務に必要となる設備や機材等を用意

すること。なお、庁舎外の作業場所となるため、本市へ庁舎外作業承諾書を提出し、承諾を得る

こと。 

 

 ３－２ 実施体制 

   受注者は、業務の履行に際して、責任者、管理者及び担当者等を置き、各要員の責任や役割分

担、連絡先について、書面（個人情報管理責任者等報告書を含む）にて本市へ提出すること。 

 

３－３ その他 

  （１）業務の遂行にあたり、各種作業内容の詳細について本市と綿密な打ち合わせを行い、業務

を誠実に履行すること。 

  （２）出力帳票及び本市が貸与する記録媒体について、本市へ納品及び返却するまでの間、紛失、

盗難、損壊及び個人情報の漏洩等からこれを保護するため、万全の対策を講じること。 

  （３）出力帳票及び記録媒体について、作業場所への搬入、受取場所及び納品場所への搬出以外、

外部に持ち出さないこと。また、出力帳票及び記録媒体の保管にあたっては、特定の保管場

所に施錠して管理すること。 

  （４）本市の指示または承諾があるときを除き、出力帳票及び記録媒体を複写し、または複製し

てはならない。 
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  （５）業務従事者に対し、個人情報の保護、情報セキュリティ及び業務の適切な履行に関する事

項を周知し、必要な教育訓練を行うこと。 

  （６）作業場所、印刷機器内等に出力帳票や帳票データが残留していないことを記した証明書を

出力帳票件数等内訳書とあわせて課税管理課へ提出すること。 

  （７）本市は、業務委託の履行期間中、必要に応じて受注者に対し記録媒体及び出力帳票の取り

扱いに関し、立入検査等を実施することができる。 

 

 

第４章 留意事項 

 

 ４－１ 守秘義務 

  （１）受注者は、業務遂行上知り得た本市が管理する機密情報及び個人情報（以下「秘密情報」

という。）をみだりに他者に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。この契約が終

了し、または解除された後においても同様とする。 

  （２）受注者は、業務従事者に対し、在職中及び退職後においても秘密情報をみだりに他者に知

らせ、または不当な目的に使用してはならないことなど、秘密情報の保持に関して必要な事

項を周知し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。業務に従事するすべての者につ

いて、守秘義務に関する誓約書を本市に提出すること。 

  （３）受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、秘密情報を業務以外の目的に使

用し、又は第三者に引き渡してはならない。 

  （４）受注者は、本市の指示及び承諾があるときを除き、本市が貸与した記録媒体、秘密情報が

記録された資料及び成果品を複写、または複製してはならない。 

  （５）受注者は本市が貸与した記録媒体、秘密情報が記録された資料及び成果品を当該契約が終

了し、または解除された後本市に返還並びに引き渡すものとし、本市の指示、承諾により複

写及び複製したものについては、廃棄または消去し、本市にその旨の報告をしなければなら

ない。 

  （６）受注者は秘密情報の漏洩、滅失、毀損その他の事故もしくは前各項に掲げる事項に違反す

る事態が生じ、または生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに本市に報告するとと

もに、遅滞なくその状況について書面を提出し、本市の指示に従いその解決に努めなければ

ならない。この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。 

  （７）本市は（６）の事故及び事態が発生したと認識し、または発生したおそれがあると判断し

た場合で、かつ、受注者が適切な説明責任を果たす必要があると認めるときは、その事故及

び事態の公表を行うことができる。 

 

 ４－２ 本市施設における規律保持 

  （１）受注者は、本市の施設に立ち入る業務従事者に対し、身分証明書を携行させるとともに、

名札を着用させること。また、業務従事者は、常に身分証明書を携行するとともに、名札を

着用し、本市職員から身分証明書の提示を求められたときは、速やかにそれを提示しなけれ

ばならない。 

  （２）受注者は、本市の施設に立ち入る業務従事者に対し、本市の規律の遵守、本市の指示に則

して行動させるものとし、本市の防犯、安全等の維持に努めなければならない。 
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 ４－３ 第三者委託 

  （１）受注者は、業務の全部または主たる部分を一括して第三者に委託してはならない。 

  （２）受注者は、業務の一部を第三者に委託しようとするときは事前に、本市に対し委託先の名

称、代表者氏名、その他必要な事項を報告し、本市の承諾を得ること。 

  （３）受注者は、業務の一部を第三者に委託した場合、当該委託先に対し、本仕様書に定める受

注者の義務と同等の義務を負わせるとともに、本市に対して、当該委託先のすべての行為及

びその結果についての責任を負うものとする。 

 

 ４－４ その他 

  （１）提出物及び会話・文書・メール等すべてのコミュニケーションは、日本語を用いること。 

  （２）業務に必要となる作業場所等の環境、資材及びそのために必要な経費は、受注者の負担で

すべてを用意すること。 

  （３）出力帳票の納品前に生じた損害は、すべて受注者の負担とする。 

  （４）出力帳票の納品後、本市において瑕疵を発見したときは、それが本市の過失によるものを

除き、受注者は本市の指定する期日までに再納品し、それによって生じた損害については賠

償しなければならない。 

  （５）受注者は、その責めに帰すべき事由による事故及び問題が生じた場合、自己の責任におい

て解決し、本市及び第三者に損害を発生させた場合は、当該損害の補償並びに賠償する責任

を負うものとする。 

  （６）受注者は業務に係る詳細事項、詳細工程及び不明点について本市に確認し、指示を受ける

こと。また、業務の遂行上、必要と認めるもので本仕様書の解釈に疑義を生じた事項及び仕

様書に明記していない事項については、速やかに本市と協議し、受注金額の範囲内でこれを

行うものとする。 

  （７）受注者は本契約終了後であっても、本契約の範囲内における本市の問い合わせ等に応じる

こと。 

  （８）権利関係 

    ア 成果物の取り扱い 

      業務の履行における成果物（出力帳票等）の所有権はすべて本市のものとする。ただし、

成果物が著作権法（昭和 45年法律第 48号）第 2条第 1項第 1号に規定する著作物（以下

「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権（著作権法第

21条から第 28条までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引き渡し時に本市に無償で

譲渡するものとする。 

    イ 著作権・知的財産権の使用 

      業務を履行するに際し、第三者の著作権、特許権その他の権利を思料する場合は、受注

者がその使用に関する一切の責任、費用を負うものとする。ただし、本市がその方法を指

定した場合はこの限りでない。なお、特許権が関与する場合には許諾証明書の写しを本市

に提出すること。 

  （９）情報セキュリティに関する規程の遵守 

    ア 千葉市情報セキュリティ対策基本方針、千葉市情報セキュリティ対策基準及び実施手順

（以下「情報セキュリティ規程」という。）を遵守しなければならない。 

    イ 受託者は情報セキュリティ規程をみだりに他者に知らせ、不当な目的に使用してはなら

ない。本契約が終了し、または解除された後においても同様とする。 
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 ウ 受託者は業務従事者に対し、在職中及び退職後においても、情報セキュリティ規程をみ

だりに他者に知らせ、不当な目的に使用してはならないことなど、必要な事項を十分に周

知しなければならない。 


