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千葉市観光バス活用促進事業事務委託  仕様書  

 

１ 委託名 

千葉市観光バス活用促進事業事務委託 

 

２ 業務目的 

千葉市観光バス活用促進事業事務委託（以下「本業務」という。）は、千葉市観光バ

ス活用促進事業（※）を実施するに当たり、問い合わせ対応業務、参加者の募集・広

報業務、及び交付申請受付・形式審査等の事務を専門的な知識等を有する事業者に委

託することで、事業の効率化を図るものである。  

※ 新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い影響を受けている市内観光バス事業者

について、観光面からの需要回復・経済活性化を図るため、新型コロナウイルス感

染症の収束状況に注視しつつ、市内観光バスを利用したイベント、団体旅行や観光

事業に係る費用の一部を補助するもの。 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和５年３月３１日まで 

 

４ 千葉市観光バス活用促進事業に期待する効果 

（１）市内観光バスの稼働率向上 

（２）観光面からの市内経済活性化 

 

５ 適用範囲 

本仕様書は、本業務を受注した者が、契約締結後に遵守すべき業務に関する事項を

示すものである。 

企画提案に当たり、提案する事項や契約書に定めるもののほか、本仕様書に基づき

業務を行うものとする。 

 

６ 用語の定義 

（１）「市内観光バス」とは、市内に営業所を有するバス事業者が所有又は使用する道路

運送法(昭和２６年法律第１８３号)第３条第１号ロに規定する一般貸切旅客自動車

運送事業用自動車（一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の一般貸切旅客自動車運

送事業への流用も可とする。ただし、道路運送法第１５条に規定する事業計画の変

更届出を行うこと。）をいう。 

（２）「市内観光バス事業者」とは、市内に営業所を有するバス事業者のうち、道路運送

法第３条第１号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業用自動車を所有又は使用

する者をいう。 

（３）「企業」とは、会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１号に規定する会社を

いう。 

（４）「学校等」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条、第１２４条及び
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第１２６条に定める学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専

修学校、専門学校、大学など）、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条で

定める児童福祉施設（保育所など）をいう。 

（５）「団体」とは、上記（３）・（４）で定めるものを除く、１１人以上で構成された集

まりをいう。 

（６）「旅行業登録事業者」とは、旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第２条及び第

３条に規定する旅行業及び旅行業者代理業を営む者で、観光庁長官又は都道府県知

事による登録を受けた者をいう。 

（７）「募集型企画旅行」とは、旅行業登録事業者が、あらかじめ旅行計画を作成し、旅

行者を募集して実施するものをいう。 

 

７ 事業概要 

（１）市内観光バスの利用を促進するため、音楽、スポーツなどのイベントを主催する

者、企業、団体及び学校等（以下「イベント等主催者」という。）や、旅行業登録事

業者に対して補助を行う。 

なお、本事業は、次の２つの区分で実施するものとする。 

ア イベント等活用型 

イベント、親睦旅行、遠足などで市内観光バスを利用する場合の主催者に補助

するもの。 

イ 周遊プラン活用型 

旅行業登録事業者が市内観光バスを利用し、県内の観光周遊プランを新たに造

成・販売する事業に補助するもの。 

（２）イベント等活用型 

ア 補助対象者 

（ア）補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる

者とする。 

ａ イベントの主催者 

ｂ 企業及び団体 

ｃ 学校等 

ｄ 旅行業登録事業者 

（イ）上記（ア）の規定に関わらず、次の a から j のいずれかに該当する場合は、

補助対象者としない。 

ａ 公的機関等との契約において不履行があった者 

ｂ 市税の未申告又は完納していない者 

ｃ 消費税及び地方消費税並びに法人税等を完納していない者 

ｄ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）にその事業活動を支配さ

れている者 

ｅ 代表者又は役員が暴力団員である者 

ｆ 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど
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積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 

ｇ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１

２２号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者 

ｈ 宗教活動又は政治活動を目的とする者 

ｉ 法令及び公序良俗に反する事業を行う者 

ｊ その他市長が適切でないと認める者 

イ 補助対象事業 

（ア）補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、市内観光

バスを利用し、千葉市観光バス活用促進事業補助金交付要綱【イベント等活用

型】（以下「要綱（イベント等活用型）」という。）施行日から翌年の３月１５日

まで（以下「補助対象期間」という。）に行う次の a から d のいずれかに該当す

るものを対象とする。ただし、補助対象期間内に、市内観光バスの借り上げ料

に対して、国、地方公共団体及びその他これらに類する機関から補助金そ

の他の給付を受けているもの、又は受ける予定があるものを除く。 

ａ イベント開催時における参加者の移送 

ｂ 視察・研修・親睦旅行等 

ｃ 募集型企画旅行 

ｄ その他市長が特に必要と認める事業 

（イ）補助対象事業は、次の要件をすべて満たしていなければならないものとする。 

ａ 市内観光バスを利用すること 

ｂ 目的地が市外のみの場合は、出発又は到着場所を市内とすること 

ウ 補助対象経費 

（ア）補助対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、市内観光バスの借

り上げ料とする。 

（イ）補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。 

エ 補助金の額等 

（ア）補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の２分の１以内の額と

し、１日１台当たり７５，０００円を限度とする。この場合において、算出し

た額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。 

（イ）上記（ア）のほか、催行されるイベント・旅行ごとの１日当たりの上限額を

３７５，０００円とし、かつ、５日分までとする。 

オ 補助金交付申請等の流れ 

本補助金の申請から交付は以下の手順により行う。 

（ア）補助対象者が交付申請し交付決定通知を受ける。 

（金額等に変更がある場合は、変更交付申請し変更交付決定通知を受ける。） 

（イ）旅行催行 

（ウ）補助対象者が実績報告を提出し、補助金額確定通知を受ける。 

（エ）補助対象者又は補助金の交付請求及び受取りについて委任を受けた市内観光

バス事業者は、補助金交付請求書を提出 

（オ）補助金受け取り 
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カ 補助対象期間 

令和４年４月２０日（要綱（イベント等活用型）施行日）～令和５年３月１５日 

キ 申請予定件数 

１，５００件 

（３）周遊プラン活用型 

ア 補助対象者 

（ア）補助対象者は、旅行業登録事業者とする。 

（イ）上記（ア）の規定に関わらず、次の a から j のいずれかに該当する場合は、

補助対象者としない。 

ａ 公的機関等との契約において不履行があった者 

ｂ 市税の未申告又は完納していない者 

ｃ 消費税及び地方消費税並びに法人税等を完納していない者 

ｄ 暴力団又は暴力団員にその事業活動を支配されている者 

ｅ 代表者又は役員が暴力団員である者 

ｆ 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど

積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 

ｇ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第５項に規定す

る性風俗関連特殊営業を行う者 

ｈ 宗教活動又は政治活動を目的とする者 

ｉ 法令及び公序良俗に反する事業を行う者 

ｊ その他市長が適切でないと認める者 

イ 補助対象事業 

（ア）補助対象事業は、市内観光バスを利用し、千葉市観光バス活用促進事業補助

金交付要綱【周遊プラン活用型】（以下「要綱（周遊プラン活用型）」という。）

施行日から翌年の３月１５日まで（以下「補助対象期間」という。）に行う次の

いずれかに該当するものを対象とする。 

ａ 募集型企画旅行 

ｂ その他市長が特に必要と認める事業 

（イ）補助対象事業は、次の要件をすべて満たしていなければならないものとする。 

ａ 市内観光バスを利用すること 

ｂ 目的地が市外のみの場合は、出発又は到着場所を市内とすること 

ｃ 県内のみを周遊すること 

ｄ 宿泊を伴う場合は、市内宿泊施設を利用すること 

ウ 補助対象経費 

（ア）補助対象経費は、次の a から d に掲げる経費とする。 

ａ 市内観光バスの借り上げ料 

ｂ 施設入場料及び体験費 

ｃ 宿泊費（市内宿泊施設に限る） 

ｄ 飲食費 

（イ）補助対象期間内に、上記（ア）に掲げる経費に対して、国、地方公共団体及

びその他これらに類する機関から補助金その他の給付を受ける場合は、当該補
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助対象経費を除くものとする。 

（ウ）補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。 

エ 補助金の額等 

（ア）補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の２分の１以内の額と

し、募集型企画旅行で実施する旅行１催行当たりの上限額を５００，０００円

とする。なお、補助対象経費ごとの上限額は次のとおりとし、算出した額に１，

０００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

ａ 市内観光バスの１台/１日の借り上げ料の１/２（上限 ７５，０００円） 

ｂ 施設入場料・体験費の１/２（上限 参加者 1 人につき１，２５０円） 

ｃ 宿泊費（市内宿泊施設に限る）の１/２（上限 参加者 1 人につき６，５０

０円） 

ｄ 飲食費の１/２（上限 参加者 1 人につき５００円） 

※宿泊を伴う場合は（上限 参加者 1 人につき１，０００円） 

（イ）上記（ア）のほか、１事業者当たりの上限は４，０００，０００円とする。 

（ウ）補助事業に係る事業収入（参加者からの参加費等の収入をいう。）の合計額が

当該補助事業の総事業費（補助対象外経費を含む。）から補助金額を控除した額

を超える場合における補助金の上限額は、総事業費から当該事業収入の合計額

を控除した額とする。 

オ 補助金交付申請等の流れ 

本補助金の申請から交付は以下の手順により行う。 

（ア）補助対象者が交付申請し交付決定通知を受ける。 

（金額等に変更がある場合は、変更交付申請し変更交付決定通知を受ける。） 

（イ）プラン催行 

（ウ）補助対象者が実績報告を提出し、補助金額確定通知を受ける。 

（エ）補助対象者が補助金交付請求書を提出 

（オ）補助金受け取り 

カ 補助対象期間 

要綱（周遊プラン活用型）施行日～令和５年３月１５日 

キ 申請予定件数  

申請予定件数４０件 

 

８ 委託業務 

上記７に記載の事業を遂行するために必要な業務の一部を委託する。 

各業務の内容は以下に記載するが、本書に記載のない事項や、効率的な事務処理に

資する提案事項があった場合には、発注者・受注者協議の上で、変更できるものとす

る。 

本項に記載の数量・日時・様式はすべて想定であり、実際の数量・日時・様式は契

約締結後に発注者・受注者協議の上で決定する。 

（１）発注者と受注者の業務分担 

ア 受注者の業務 

申請者の募集・広報、問い合わせへの対応、申請に関する相談、交付申請受付・
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形式審査、実績報告受付、補助金額審査業務等、発注者の業務以外のすべてのこ

と。 

イ 発注者の業務 

（ア）交付決定者の最終審査及び通知、補助金の額確定における最終決定及び通知、

補助金の支払いに関すること。 

（イ）受注者で対応困難な問い合わせへの対応 

（２）委託業務の内容 

ア 全体管理業務 

各業務間の連携を図り、作業の進捗を管理し、必要に応じた措置を講じるため、

委託業務全般を管理すること。 

（ア）業務実施計画書の作成 

業務の円滑かつ効果的な実施のため、事務局を設置し、業務の全体管理・予

算管理・運営等、本業務の進め方を記載した業務実施計画書を作成し、本市の

承認を得ること。作成に当たっては、本業務の実施内容、実施内容ごとの実施

時期を詳細に記載すること。 

ａ 本業務委託契約締結後、５日以内に実施計画書としてまとめ、本市の承認

を得ること。 

ｂ 実施計画立案に当たっては、各作業項目別に、作業内容を明確にすること。 

ｃ 実施計画承認後、同計画を変更する必要がある場合には、変更した実施計

画書を提出し、本市の承認を得ること。 

ｄ 実施計画書は、Microsoft Word、Excel 又は Power Point のいずれかで閲

覧可能な形式であることとし、A4 判で作成することを原則とする。 

ｅ 実施計画書は、書面で１部提示するとともに、電子データでも提出するこ

ととする。 

（イ）実施計画の監理の実施 

本市の承認を得た実施計画に沿って、本委託業務を監理すること。 

なお、受注者は本市より利用状況等を求められた場合は、利用状況報告書を

作成すること。 

また、業務完了時においては、利用実績及び収支の状況、広報業務等を記載

した業務完了報告書を作成すること。 

イ 実施体制 

本業務を実施するに当たっての体制及び役割は、以下に示すとおりとする。な

お、業務管理者及び業務従事者については、以下の条件全てを満たすこととし、

本市に対し技術支援を行うスキル及び経験を有すること。 

（ア）業務管理者（１人） 

本業務の全体管理を行うこととする。 

また、業務実施場所において行う毎回の作業に出席することは必ずしも要し

ないが、作業項目の業務の進め方に関する本市との打合せや定期的な進捗状況

の報告は、業務管理者が、直接、本市に対して行うこととする。 

（イ）業務従事者 

作業項目について、業務管理者の指示を受けて実際の作業を行うこととする。 
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また、業務従事者数の規定は設けないものの本業務を円滑に実施する上で支

障のないよう必要な人数を揃えること。なお、業務従事者のうち１人が業務管

理者と兼務しても差し支えないものとする。 

ウ 業務実施場所 

本市が指定又は承認する場所で作業すること。なお、個人情報など機密の確保

には十分留意すること。 

エ 事業の周知 

イベント等主催者、旅行業登録事業者、利用者及び利用が見込まれる市内企業

等へ本事業を周知するとともに、本事業への参加の打診、問い合わせ対応を行う

こと。 

（ア）ＷＥＢメディア等を活用し、事業の紹介、募集内容の効果的なプロモーショ

ンを実施するなど、本制度の利用促進を図るため、発注者と密に連携し広報活

動を行い、補助制度の利用者を募集する。 

ａ 周知期間 

契約締結後、発注者と協議の上で受付開始日を決定し、令和５年２月１５

日（火）まで周知すること。 

ｂ 募集要項作成 

利用者向けに本制度の内容や申請方法等を紹介するための募集要項を作成 

すること。 

ｃ 募集用ＨＰ開設 

利用者向けに本制度の内容や申請方法等を紹介するための専用ＨＰを開設 

すること。 

ｄ 募集・広報活動 

（ａ）利用者向け説明会を１回以上開催すること。 

（ｂ）訪問、電話、メール等による広報・利用促進を行うこと。 

（ｃ）アプローチ件数は訪問１０件を含め５０件以上とする。 

オ 問い合わせ窓口の設置 

各種事業者や利用者からの質疑に対応するために専用窓口を設置し、問い合わ

せ対応人員の配置をすること。なお、問い合わせ窓口業務の実施に当たっては、

本市と協議の上対応マニュアル及びＦＡＱを作成するものとする。 

（ア）問い合わせ窓口設置期間  

契約締結後速やかに設置し、令和５年３月３１日（金）まで対応すること。  

（イ）対応時間 

８時３０分から１７時３０分まで（土日祝日、年末年始を除く。） 

なお、Ｅメールは、土日祝日関わらず２４時間受信可能とする。 

（ウ）対応媒体 

電話、ＦＡＸ、Ｅメールとする。 

（エ）設置場所 

発注者や申請者と連携を取りやすい場所とすること。 

（オ）問い合わせ対応事項 

ａ 補助制度の内容 
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ｂ 申請書記入方法、必要な添付書類と添付方法 

ｃ 申請書審査進捗状況 

ｄ その他、補助金に関連する事項 

（カ）対応の記録と報告 

問い合わせ内容を記録し発注者へ報告すること。 

カ 予算管理 

交付申請は申込順に受け付けるため、申込状況等は記録を取り、次の事業ごと

の上限額を超えて執行しないよう、発注者と連携し適切に管理すること。 

（ア）イベント等活用型 

予算は、３５６，２５０，０００円を見込むこととする。 

（イ）周遊プラン活用型 

予算は、６０，０００，０００円を見込むこととする。 

キ 申請の受付・審査・通知 

（ア）交付申請書等の受付 

申請書の申請受付、申請書の審査、不足書類の催促を行う。 

要綱（イベント等活用型）又は要綱（周遊プラン活用型）に基づきイベント

等主催者、旅行業登録事業者からの申請受付、申請書及び添付書類（以下「申

請書等」という。）の審査、不足書類の催促を行う。受け付けた申請書等は、形

式審査を行い不備の無い状態で、受付記録を作成後、発注者に送付する。 

審査の結果、申請書類の記入漏れや添付書類の不足等の不備があった場合は、

申請書類等が適切に整うまで申請者と調整すること。 

判定が困難な申請案件については、補足情報を整理し、根拠を明確にした上

で、発注者に確認を行うこと。 

申請は申請順に受付し、交付申請の受付期間中でも、申請額が予算の範囲を

超えない時点で受付終了すること。 

なお、申請内容の承認及び審査結果の通知は市が行うこととする。 

申請を行った者のうち、書面上、確認が困難な場合については、実態調査を

するとともに、調査を行った結果について発注者に報告すること。 

また、不正利用等の疑義がある者があった場合、当該者の調査を行い、調査

結果を発注者に報告すること。 

ａ 交付申請受付期間 

契約締結後、発注者と協議の上で交付申請受付開始日を決定し、イベント

等活用型については令和５年２月１５日（水）まで、周遊プラン活用型につ

いては令和５年１月１３日（金）まで受け付けること。 

ｂ 申請書類 

≪イベント等活用型≫ 

（ａ）千葉市観光バス活用促進事業補助金交付申請書（発注者が提供する様式

を使用） 

（ｂ）事業計画書（発注者が提供する様式を使用） 

（ｃ）バス借上げ見積書 

（ｄ）誓約書（発注者が提供する様式を使用） 
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≪周遊プラン活用型≫ 

（ａ）千葉市観光バス活用促進事業補助金交付申請書（発注者が提供する様式

を使用） 

（ｂ）事業計画書（発注者が提供する様式を使用） 

【パンフレット、実施要領などプラン内容の確認できるものを添付】 

（ｃ）収支予算書（発注者が提供する様式を使用） 

（ｄ）募集型企画旅行に係る見積書等、補助対象経費の内訳が分かる書類 

（ｅ）誓約書（発注者が提供する様式を使用） 

（イ）実績報告書等の受付 

要綱（イベント等活用型）又は要綱（周遊プラン活用型）に基づき申請者か

ら、利用実績についての報告を受け付け、申込内容と実績を照合後、発注者に

書類を送付する。 

補助額の決定、請求者への振り込みは発注者から行う。 

なお、申請者からの利用実績の確認において、不正利用・不正報告を防止す

る手段を必ず設けること。 

審査の結果、申請書類の記入漏れや添付書類の不足等の不備があった場合は、

申請書類等が適切に整うまで申請者と調整すること。 

判定が困難な申請案件については、補足情報を整理し、根拠を明確にした上

で、発注者に確認を行うこと。 

ａ 実績報告受付期間 

令和５年３月３１日（金）まで受け付けること。 

ｂ 確認書類 

≪イベント等活用型≫ 

（ａ）千葉市観光バス活用促進事業補助金実績報告書（発注者が提供する様式

を使用） 

（ｂ）旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２第１項に規定する「運送引受書」

の写し 

（ｃ）市内観光バス事業者が発行する請求書の写し 

（ｄ）市内観光バス事業者が発行する領収書の写し 

（ｅ）千葉市観光バス活用促進事業補助金交付決定通知書（発注者が提供する

様式を使用）の写し 

（ｆ）補助金の交付請求及び受け取りについて市内観光バス事業者に委任する

場合は、補助金交付請求手続き及び代理受領に係る委任状（発注者が提供

する様式を使用）の写し 

（ｇ）その他市長が必要と認める書類 

≪周遊プラン活用型≫ 

（ａ）千葉市観光バス活用促進事業補助金実績報告書（発注者が提供する様式

を使用） 

（ｂ）収支決算書（発注者が提供する様式を使用） 

（ｃ）旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２第１項に規定する「運送引受書」

の写し 
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（ｄ）市内観光バス事業者が発行する領収書の写し 

（ｅ）千葉市観光バス活用促進事業補助金交付決定通知書（発注者が提供する

様式を使用）の写し 

（ｆ）施設入場料・体験費の領収書等、履行実績が確認できる書類 

（ｇ）宿泊費の領収書等、履行実績が確認できる書類 

（ｈ）飲食費の領収書等、履行実績が確認できる書類 

（ｉ）その他市長が必要と認める書類 

（ウ）その他の手続きについて 

ａ 事業計画の変更の場合 

交付決定を受けた後、申請者が補助対象事業の事業計画を変更する場合は、

以下に記載の書類の提出と併せて変更交付申請をさせること。ただし、事業

の趣旨・目的に支障を及ぼさないと認められる変更であって、金額など交付

決定に影響しない変更については、この限りではない。 

（ａ）変更申請書類 

① 千葉市観光バス活用促進事業補助金変更交付申請書（発注者が提供

する様式を使用） 

② 変更に伴う関係書類等（変更のある書類の一切を添付） 

（ｂ）書類の送付 

上記（ａ）の内容について審査し、発注者に送付する。 

ｂ 事業計画の中止又は廃止の場合 

交付決定を受けた後、申請者が補助対象事業を中止又は廃止する場合は、

以下に記載の書類を提出させること。 

（ａ）中止又は廃止の提出書類 

① 千葉市観光バス活用促進事業補助金事業中止（廃止）届（発注者が提供

する様式を使用） 

② 事業の中止（廃止）に伴う関係書類（中止に至る経緯等が分かる書類を

添付） 

③ その他市長が必要と認める書類 

（ｂ）書類の送付 

上記（ａ）の内容を審査し、発注者に書類を送付する。 

ｃ 交付決定の取消し 

交付決定を受けた者が、以下のいずれかに該当することが判明したときは、

取消しに必要な情報を収集後、審査を行い、発注者に報告すること。 

（ａ）取消しに該当する内容 

① 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

② 補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決

定の内容又はこれに付した条件等に違反したとき 

③ ７（２）ア及び７（３）アに掲げる「補助対象者」に該当しないこと

が判明したとき 

（ｂ）取消しの承認 

上記（ａ）に該当することが判明した場合、速やかに発注者へ報告し、



11 

 

交付決定の取消しについて審査し、発注者に報告すること。 

（ｃ）補助金の返還 

交付決定を取り消した場合に、補助対象事業の取消しに係る部分に関し、

既に補助金が交付されているときは、発注者に報告し返還請求事務の支援

をすること。 

ク 業務マニュアル作成 

本業務に従事する職員向けの業務マニュアルを作成し、発注者の承認を受ける

こと。 

ケ 報告 

（ア）定例報告 

受注者は、本市との認識の共有を図ることを目的とし、定例的な進捗、課題

等に関する報告を行い、必要に応じて本市の指示を仰ぐこととする。なお、打

合せを実施した際は、速やかに議事録を作成し、本市の確認を得ること。 

（イ）実績報告・効果測定 

受注者は、対象期間の終了後に、期間全体の実績及びその効果測定結果を発

注者に報告すること。 

ａ 納品について 

（ａ）納品物 

実績報告が記録されたＣＤディスク：原盤１枚 

（ｂ）実績報告書：２部 

（ｃ）参加申請書類一式（紙及びデータ） 

（ｄ）納品先 

〒260-8722 千葉市中央区千葉港 2-1 

千葉市役所経済農政局経済部 観光プロモーション課 

（ｅ）納品時期 

令和５年３月３１日(金)まで 

※ 成果物の提出に当たっては、事前に本市の確認を受け、承認された上で提

出期限までに提出することを基本とする。 

※ 提出の体裁は、別途本市と協議して決定するものとするが、以下を基本と

する。 

Ａ４判ファイル、日本語、横書を基本とし簡易製本の上、提出し、併せて、

電子データとして、Microsoft Word 及び PDF（PDF ファイル内の文字検索が

可能なこと。）の２種類の形式により提出すること。 

各成果物の作成に利用した図表については、Microsoft Word、Microsoft 

Excel 又は Microsoft PowerPoint のいずれかの形式で提出すること。 

 

９ 委託料について 

本業務の委託料の支払いは、業務完了検査後、一括払いとする。また、本事業の委

託料には以下を含むものとする。 

（１）事業実施に係るシステム制作等諸経費 

（２）事業実施に係る事務諸経費 
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（３）その他、事業の実施に必要な経費 

  

１０ 守秘義務 

受注者は、業務上知り得た本市固有の機密を本契約の継続中はもとより、本契約が

終了し、又は解除された後においても、第三者に漏洩してはならない。 

 

１１ 不正行為の防止 

（１）本業務に関して何らかの不正行為が行われないよう、適切に対応すること。  

（２）万が一不正行為が行われた場合、本市が損害を被ることがないよう、受注者の責

任で対応すること。 

 

１２ 個人情報等の保護 

（１）受注者は、本業務で知り得た個人情報や、市の事務に関する機密事項を、みだり

に第三者に知らせ又は不当な目的に使用してはならない。本業務委託が終了した後

も同様とする。 

（２）業務遂行に当たり、必要となる資料等については、千葉市が妥当と判断する場合

のみ受注者に提供する。なお、提供を受けた資料等については、複製・複写を禁ず

るとともに、本業務委託終了後に返却するなど、取扱いに十分注意することとする。 

（３）受注者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情

報取扱特記事項」（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。 

 

１３ 受注者及び業務従事者の責任 

受注者及び業務従事者が、業務の実施につき市又は第三者に及ぼした損害（天変地

異及びその他受注者の責に期することのできない事由によるものを除く）については、

受注者がその責を負う。 

 

１４ 留意事項 

（１）法令はもとより、本市の条例、規則等を遵守し、本市が最適な成果を得られるよ

う本委託業務を遂行すること。 

また、必要な事項については、積極的な提案を本市に対して行うこと。 

（２）本業務遂行の際は、十分協議を行うとともに、本市の指示を受けること。  

また、作業内容等について疑義が生じた場合には、速やかに本市と協議の上対応

すること。 

（３）本業務の進捗状況については、本市に適宜連絡し、関係者による定期的な打合せ

を開催し、報告すること。 

（４）本業務の中で作成する各種資料の書式については、本市の定めがあるものを除き、

受注者が提案し、本市の承認を得ること。 

（５）受注者が報告書等作成のために作業する環境及びそのために必要な経費は、受注

者が準備すること。ただし、受注者が必要に応じて本市庁舎内で作業や会議、打合

せを行う場合には、可能な限り本市がこれを準備する。 

（６）成果物に瑕疵が見つかった場合には、本委託業務完了後においても、速やかに本
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市の指示に基づき、成果物の修正等を行わなければならない。なお、同作業に要す

る費用は、すべて受注者の負担によるものとする。 

（７）受注者は、本業務完了後であっても、本委託契約の範囲内における本市の問い合

わせ等に応じるものとする。 

（８）受注者は、本業務の遂行上、必要と認められるもので、本仕様書の解釈に疑義を

生じた事項及び本仕様書に明記していない事項については、事前に本市と協議し、

その指示に従わなければならない。 

（９）受注者は、本業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に再委託してはならな

い。 

なお、受注者は、業務の一部を第三者に再委託しようとするときは、事前に本市

に対し、再委託先の名称、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。業務の一部を第三者に再委託した場合、当該再委託先に対し、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、当該再委

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。 

（１０）本契約期間中は、当課の執務時間内（日曜日、土曜日及び休日を除く午前８時

３０分から午後５時４５分）に当課から常に連絡が取れるようにすること。 

（１１）受注者は、契約締結後速やかに、本業務の業務項目毎の費用内訳を書面にて本

市へ提出すること。 


