千葉市ひとづくり応援講座等利用促進事業業務委託 仕様書

1. 委託名
千葉市ひとづくり応援講座等利用促進事業業務委託
2. 委託期間
契約締結の日から令和３年３月３１日（水）まで
3. 業務目的
本業務は、新型コロナウイルス感染症経済対策として、文化、教養、資格取得、スポー
ツ等の講座・サービス（以下、
「習いごと」という。）を提供する事業者（以下、「習いご
と事業者」という。
）の需要回復、及び千葉市民を中心とした利用者（以下、
「利用者」と
いう。
）の学びの機会回復により、文化振興、雇用推進につなげることを目的として、予
算の範囲内において、習いごとの利用を促進するキャンペーンを行うものである。
4. 適用範囲
本仕様書は、千葉市（以下、
「発注者」という。）が発注する「千葉市ひとづくり応援講
座等利用促進事業業務委託」を受注した者（以下、
「受注者」という。）が遵守すべき主要
な事項を示したものであり、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。
5. 事業概要
（１）本事業に参加する習いごと事業者の講座・サービスを募集し、講座・サービスを掲載
する WEB サイト（以下、
「特設サイト」という。）及び紙のカタログを用意し、利用者
へ講座・サービスの周知を図る。
（２）特設サイト及びカタログに掲載される講座・サービスに関して、習いごと事業者の販
売価格から５０%割引価格で利用者への販売を行う（以下、
「利用促進キャンペーン」
という。
）仕組みを構築する。
なお、割引相当額は本事業の事業費に含まれる。
（３）利用促進キャンペーンの名称は、企画提案内容を基に発注者と協議を行ったうえで決
定する。
（４）利用促進キャンペーン期間
令和２年１０月から令和３年３月末※まで
※3 月末までに、習いごと事業者への割引分金額の支払いと発注者への報告までを完了
するスケジュールにて実施すること。
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なお、開始時期を前倒し可能な場合は１０月を待たずに開始するものとする。
（５）習いごと事業者は、本事業実施時点で以下の各号すべてに該当する者とする。
ア 千葉市内において、習いごとの講座を開設し、サービスを提供する者及びその予定
の者
イ 千葉市の指針に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施している
者
ウ

次の各号に該当しない者

（ア）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。）がその事業活動を支配するもの
（イ）代表者又は役員が暴力団員であるもの
（ウ）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、又は関与していると認められるもの
（エ）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項に係るもの
（オ）宗教活動又は政治活動を目的とするもの
（カ）公序良俗に反する等、発注者が不適当と認めるもの
（６）千葉市習いごと事業者感染症対策協力金支給制度の申請受付及び支払い業務
（７）本業務の遂行に関する効果的なプロモーションを行うことにより、本事業、習いごと
事業者及び本市の PR を図る。
（８）本業務の遂行にあたっては、市が推進する産業振興・観光施策との連携による相乗効
果の獲得に努めること。
6. 委託内容
（１）業務の全体管理・予算管理・運営
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
営等を行うこと。
（２）特設サイトの制作・運営
利用促進キャンペーンを実施するための特設サイトを制作・運営する。
特設サイトは、以下の各号の機能を有しており、習いごと事業者及び利用者が活用しやす
いものとすること。
また、以下各号の機能以外で必要と思われる機能については適宜企画提案に含めること。
ア 習いごと事業者募集ページ
（ア）キャンペーンの概要説明
（イ）参加登録申請方法の説明
（ウ）習いごと事業者の登録申請
（エ）感染症対策協力金の申請
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（オ）問い合わせ先
イ 利用者向けキャンペーンページ
（ア）利用促進キャンペーンの概要説明
（イ）キャンペーン利用方法説明
（ウ）各講座・サービスの情報
（エ）各講座・サービスの在庫状況の表示
（オ）問い合わせ先
掲載する内容については、別途、発注者と協議し、原稿・デザイン案等を作成すること。
（３）カタログの制作
前述６.（２）イ

利用者向けキャンペーンページに掲載される情報と同様の内容を掲

載する、紙のカタログを作成する。
ア 発行部数
千葉市の主要施設及びキャンペーンの周知に有効と思われる施設への配布・配架、予備
を考慮した部数とすること。
（15 万部以上）
イ 配布先
主要施設への配架、その他キャンペーンの周知に有効と思われる施設への配布・配架す
ること。
具体的な配布・配架先については、企画提案内容を基に発注者と協議を行ったうえで決
定する。
なお、配布・配架先との調整が必要な場合は適宜行うこと。
ウ その他
（ア）カタログの構成やデザイン、紙質などは、本事業の趣旨やキャンペーンの内容が
分かりやすく伝わるものとし、本事業や掲載講座・サービス、本市のイメージ向上
につながるようなものとする。
（イ）カタログの配布・配架にあたっては、カタログを利用する人に対して本事業の趣
旨やキャンペーンの内容が適切に伝わるような工夫をすること。
（４）習いごと事業者の募集
発注者と密に連携し、習いごと事業者の参加申込の募集を行う。
目標：１００事業者３５０講座・サービス以上とする。
（事業期間中の累計）
なお、講座・サービス販売期間開始後も随時、習いごと事業者の参加申込を受け付け、随
時追加された講座・サービス内容を特設サイトにアップロードすること。
（５）習いごと事業者の参加申込受付、選定、登録、管理
習いごと事業者の参加申込受付・審査・支援決定・登録、発注者への報告、選定事業者へ
の支援決定（不決定）通知を行う。
また、オンラインのみならず、オフラインによる申請受付、選定事業者への支援決定
（不決定）通知などにも対応すること。
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ア 参加を希望する習いごと事業者から申込みを受け付けるために、次の各号で規定す
る情報及び添付資料を取得し、参加登録申請を受け付けること。
（ア）事業形態（法人又は個人事業主）
（イ）設立（創業）年月日
（ウ）代表者名
（エ）代表者名（平仮名又はカタカナ）
（オ）代表者生年月日
（カ）代表者性別
（キ）代表者住所
（ク）代表者電話番号
（ケ）代表者メールアドレス
（コ）講座・サービスの名称
（サ）販売予定価格（割引前）
（シ）講座・サービスの概要
（ス）開催期間
（セ）開催場所名称（施設名や店舗名）
（ソ）開催場所住所
（タ）千葉市習いごと事業者感染症対策協力金申請書及び添付書類
（チ）その他、事業者の審査及びキャンペーン参加にあたり必要な情報・添付資料
イ 習いごと事業者からの申請をもとに、発注者の指示に従い、審査を行い、支援を決
定すること。
支援が決定された事業者について、参加事業者のリストを作成の上、発注者に報告
すること。
※参加事業者のリストとは、名称、所在地、連絡先、事業内容等が記載されたデータ
のこと。
ウ 習いごと事業者へ、支援が決定（不決定）した旨の通知をすること。
エ 参加登録申請を行った事業者のうち、書面上、営業実態の確認が困難な事業者につ
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、事業開始後、不正利用等の疑義がある事業者があった場合、当該事業者の事
業所に調査を行い、営業状況等を確認するとともに、調査結果を発注者に報告するこ
と。
オ その他
必要に応じて適宜、支援対象事業者の募集及び受付に関する業務を行うこと。
（６）講座・サービス募集、選定の考え方
ア 利用者の文化振興・雇用推進につながるような講座・サービスであること。
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イ 千葉市の指針に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染防止策を取ったうえで提
供される講座・サービスであること。
ウ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響からの需要回復に向けて、何らかの工夫やチ
ャレンジをし、新たな需要創出を目指す事業者が提供する講座・サービスであるこ
と。
エ 掲載する講座・サービスは、1 事業者当たり最大 30 件、1 講座・サービスの販売価
格（割引前）は最大 100,000 円（税込）とする。
（７）割引きに関すること
ア 特設サイトに掲載する講座・サービスは、事業者提供価格の 50％割引で販売するこ
ととし、割引分は市が負担する。
イ 割引分予算は、235,500,000 円を見込み、本委託事業の事業費に含むこととする。
ウ 1 事業者に支払う割引分費用の上限は、原則 23,550,000 円とし、上限額を超えて執
行しないよう、適切に管理すること。
ただし、23,550,000 円を超える分の割引分費用の支払いについて、予算の範囲内で
市長が認めるものについてはこの限りではない。
（８）千葉市習いごと事業者感染症対策協力金支給制度に係る業務
本市は、本市の指針に基づき新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施してい
る習いごと事業者に対して、フェースシールドや消毒液、マスク、アクリル板等の購
入・設置等、感染症防止対策経費に対する協力金として、一律 3 万円を助成する事業
（１５０事業所を想定）を本委託事業と同時に行う。
なお、感染症対策協力金の予算については、本委託事業の事業費には含まず、別途本
市が交付決定したものについて、受注者を通じて習いごと事業者に支払うものとし、
本委託事業においては、以下のア、イの業務を委託するものとする。
ア 申請書及び添付書類の受理・保管
（５）の業務時に合わせて、本制度の申請書及び添付書類の受理・保管を行う。
また、オンラインのみならず、紙などのオフラインによる申請書及び添付書類の受
理・保管などにも対応すること。
イ 申請者への協力金の支払い
受託者は、参加事業者へ割引相当額合計を支払う初回時に、協力金も合わせて口座振
り込みにより支払う。オフラインの場合も同様とする。
なお、振込手数料は本委託事業の事業費に含むものとする。
また、支払い後、不正利用等の疑義がある参加店舗があった場合、当該事業者の事業
所に調査を行い、営業状況等を確認するとともに、調査結果を発注者に報告すること。
（９）利用者向けキャンペーンの周知・プロモーション
発注者と密に連携し、利用者に向けて効果的なキャンペーン周知・プロモーションを
行う。
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キャンペーン周知・プロモーション内容については企画提案内容を基に発注者と協議
を行ったうえで決定する。
なお、千葉市の市政だよりや SNS 等も活用できるものとする。
（１０）講座・サービスの販売
特設サイトにて、本キャンペーンの講座・サービスの紹介を行う。
利用者からの予約及び決済の方法については、企画提案内容を基に発注者と協議を行
ったうえで決定する。
但し、インターネットが利用できない習いごと事業者、利用者もいることを想定し、
必ずオフラインでの予約・決済方法も提案に含めること。
（１１）利用料金の精算
習いごと事業者から、利用実績について報告させ、利用者からの申込実績と照合後、
習いごと事業者への利用料の支払いと発注者への報告を行う。
なお、参加事業者からの実績報告においては、オフラインによる報告にも対応するこ
と。
また、本事業における割引分予算額（235,500,000 円）を超えて申込受付をしないよう
に、適切に管理すること。
報告事項は以下のとおりとし、不正利用・不正報告を防止する手段を必ず設けること。
ア キャンペーン利用者数、利用金額合計
イ 参加事業者ごとの利用者数合計
ウ 参加事業者ごとの利用金額合計
エ 参加事業者への割引相当額及び協力金支払い状況
オ その他、発注者が求めるもの
（１２）問い合わせ対応
習いごと事業者及び利用者等からの問い合わせに対応するために事務局を設置し、専用
電話窓口及び問い合わせ対応人員を配置すること。
（１３）実績報告・効果測定
受注者は、
「５（４）利用促進キャンペーン期間」の終了後に、次の事項について期間
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。
ア キャンペーン利用者数合計（全体）
イ 参加事業者ごとの利用者数合計及び内訳（個別）
ウ キャンペーン利用金額合計（全体）
エ 参加事業者ごとの利用金額合計及び内訳（個別）
オ 参加事業者への割引相当額及び協力金支払い状況
カ その他、発注者が求めるもの
（１４）納品について
ア 納品物
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（ア）上記実績報告が記録された CD ディスク：原盤１枚
（イ）実績報告書：10 部
（ウ）参加申請書類一式（紙及びデータ）
イ 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
ウ 納品時期
令和 3 年 3 月 31 日まで
7 委託料について
本業務の委託料は概算払いにより契約時に市から支払いを行い、業務終了後に精算する
ものとする。
受注者は、委託料の精算に際し、発注者が定めた期限内に返還しなかったときは、期限の
翌日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年
法律第 256 号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の
遅延利息を支払わなければならない。
（１）委託料の内訳
本事業の委託料には以下を含むものとする。
ア 割引相当額
イ 事業実施に係るシステム制作等諸経費
ウ 事業実施に係る事務諸経費（振込手数料含む）
エ その他、事業の実施に必要な経費
8 不正行為の防止
（１）本事業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、発注者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。
9 権利関係
（１） 本業務における成果物の取扱い
ア 本業務の履行に係る成果物（印刷物等）の所有権は全て発注者に帰属する。
ただし、既存システム・LP（ランディングページ）・画像等はその限りではない。
本仕様書に定めのない事項又は仕様について生じた疑義については、協議して解釈するも
のとする。
イ 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、当該著作物にかかる受注者の著作権
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（著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利）を当該著作物の引き渡し時に発
注者に無償で譲渡するものとする。
（２） 著作権・知的財産権の使用
ア 本業務を履行するに際し、第三者の著作権、特許権、その他権利を使用する場合は、受
注者がその使用に関する一切の責任、費用負担を負うものとする。
イ 上記にかかわらず、発注者がその方法を指定した場合は、その限りではない。
１０ 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）業務遂行にあたり、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。
）を順守しなければならない。
１１ 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。
１２ その他留意事項
（１）発注者が行う新型コロナウイルス感染症に係る経済対策の趣旨に賛同の上、市内の事
業者支援に配慮すること。
（２）関係法令を遵守し、法令の趣旨に沿って業務を実施すること。
（３）受注者は、発注者と連絡調整を十分に行い、円滑に業務を実施すること。
（４）本業務の遂行に当たっての再委託については，次のとおりとすること。
ア

受注者は、本委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならな

い。ただし、予め書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
イ この仕様書に定める事項については、受注者と同様に、再委託先においても遵守する
ものとし、受注者は、再委託先がこれを遵守することに関して、一切の責任を負う。
（５）受注者は業務実施過程で発生した障害や事故については、大小に関わらず発注者に報
告し指示を仰ぐとともに、早急に対応を行なうものとする。
（６）本仕様書に定めのない事項又は仕様について生じた疑義については、協議して解釈す
るものとする。
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