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千葉市飲食店利用促進事業業務委託 企画提案仕様書 

 

１ 委託名 

千葉市飲食店利用促進事業業務委託 

 

２ 業務目的 

本業務は、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飲食店及び宿泊施設につい

て、需要回復を図るため、新型コロナウイルス感染症の収束状況に注視しつつ、市民や宿泊施設利用

者による飲食店の利用を促進する取組みを行うものである。 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和５年３月３１日（金）まで 

 

４ 期待する効果 

ア 飲食店及び宿泊施設の需要回復 

 イ 飲食店及び宿泊施設の需要回復による市内経済活性化 

 

５ 適用範囲 

本仕様書は、本業務を受注したものが、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他、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）「飲食店」とは、千葉市内に常設の事業所を有する飲食店とする。 

飲食店は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５５条第１項に基づく許可を得ている事業

者が営むもので、かつ、その場で飲食させる事業所であることを要件とする。また、「千葉県飲食店

感染防止基本対策確認店」、「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店」又は「千葉県ワクチン・

検査パッケージ登録店」に登録され、当該感染防止対策が遵守されていることを要件とする。 

なお、本仕様「８ 業務委託」（２）オに記載する「【参考】飲食店の業務」のすべての内容に対

応可能な事業者が営むもので、かつ、あらかじめ登録を受けたものに限る。 

（２）「宿泊施設」とは、千葉市内に常設の事業所を有する宿泊施設とする。 

宿泊施設は、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条に基づく許可を得ている事業者が営

むものであることを要件とする。 

なお、本仕様「８ 業務委託」（２）エに記載する「【参考】宿泊施設の業務等」のすべての内容に

対応可能な事業者が営むもので、かつ、あらかじめ登録を受けたものに限る。 

（３）「宿泊施設利用者」とは、宿泊施設を利用する者のうち、受付でチェックイン等の手続きが必要な

利用をする者とする。 

（４）「市民」とは、令和４年８月３１日現在で千葉市の住民基本台帳に登録されている者とする。 
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７  事業概要 

飲食店の利用を促進するため、飲食店で飲食をした際の費用の半額分に、最大で５，０００円分

利用できるクーポン券を作成する。クーポン券は、宿泊施設利用者に５００円で販売する他、市民を対

象に抽選で配布するものとする。 

（１）宿泊施設利用者向け 

   飲食店で利用できるクーポン券を、宿泊施設利用者に販売するもの。 

ア 対象者 

    宿泊施設の利用者 

  イ クーポン券販売場所 

    宿泊施設 

  ウ クーポン券の販売期間 

    令和４年８月下旬から令和５年２月１９日（日）まで 

エ クーポン券の利用期間 

    販売日を含めて１０日間 

  オ クーポン券の利用条件 

飲食店における１会計につき、飲食代の２分の１の範囲とし、最大で５，０００円/人とする。（複数人

での同時利用可とする。） 

（ア）クーポン券について 

クーポン券は、５００円券の１０枚綴りとし、５００円単位で利用できるものとする。 

  （イ）最低利用金額 

     クーポン券は、１会計で１，０００円以上利用した場合に利用できるものとする。 

（ウ）譲渡・転売の禁止 

   クーポン券については、購入した本人が使用するものとし、譲渡・転売等は禁止する。 

カ 販売予定数  

  ９５，０００セット 

キ クーポン券精算までの流れ 

クーポン券の販売から飲食店で利用されたクーポン券の精算は以下の手順により行う。 

（ア）宿泊施設におけるクーポン券販売 

事前に登録された宿泊施設が、宿泊施設利用者がチェックイン手続きをする際に、クーポン券

の利用条件を説明した上で、希望者に１人１セット（５００円券×１０枚）のクーポン券を５

００円で販売する。 

宿泊施設は、クーポン券を販売する際、クーポン券に「宿泊施設名」、「利用期限」、「利用者名」を

記入するものとする。 

  （イ）宿泊施設利用者によるクーポン券の利用 

クーポン券を購入した宿泊施設利用者は、飲食店でクーポン券を利用する。 

（ウ）飲食店によるクーポン券利用料金の請求 

クーポン券が利用された飲食店は、クーポン券裏面に、店舗名、利用日を記入するとともに、

照合できるようクーポン券の利用者名及び利用代金総額を記録するものとする。 
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利用されたクーポン券の請求は、請求書に、明細書、受領したクーポン券、レシート又は領収書

の写し（以下「請求書等」という。）を添付し、指定の期日までに受注者に送付又は持参する

ものとする。 

  （エ）クーポン利用料金の精算 

受注者は、送付又は持参された請求書等の内容を審査し、利用条件に適合すると認める場合に、

指定の口座にクーポン券利用金額を振り込むものとする。 

  ※利用料金の口座の振り込みの期日、頻度は提案事項とする。 

 

（２）市民向け 

   市民を対象に利用希望者を募集し、飲食店で利用できるクーポン券を抽選で配布するもの。 

ア 対象者 

  市民（市政だより９月号等で募集） 

イ 申込期間 

  令和４年９月１日（木）から令和４年９月３０日（金）まで 

 ウ 結果通知 

   令和４年１０月１８日（火）（市民の日）以降 

 エ 利用期間 

   令和４年１１月１日（火）から令和５年２月２８日（火）まで 

オ クーポン券の利用条件 

  ７（１）オ クーポン券の利用条件に同じ。 

  なお、同（ウ）譲渡・転売の禁止に記載している「購入した本人」は「抽選により受領した本人」 

に読み替えるものとする。 

カ 配布予定数 

  １００，０００セット 

キ クーポン券精算までの流れ 

クーポン券の利用希望者の募集から飲食店で利用されたクーポン券の精算は以下の手順により

行う。 

（ア）受注者による、クーポン券配布希望者の募集、応募受付、抽選の実施、発送 

   市政だより９月号による広報の他、受注者は市民向けに効果的な広報を行うものとする。 

   募集は、希望者に１人１セット（５００円券×１０枚）とする。 

   受注者は、応募者の受付台帳を作成し、発注者と事前に協議し決定した方法で、公平・公正に

抽選を行うものとする。 

クーポン券の発送は、普通郵便で行うものとし、発送時には、クーポン券に利用期限、利用者名

（抽選の当選者名）を記入するものとする。また、抽選の落選者には落選した旨を通知するもの

とする。 

  （イ）市民によるクーポン券の利用 

クーポン券を受領した市民は、飲食店でクーポン券を利用する。 

（ウ）飲食店によるクーポン券利用料金の請求 
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クーポン券が利用された飲食店は、クーポン券裏面に、店舗名、利用日を記入するとともに、

照合できるようクーポン券の利用者名及び利用代金総額を記録するものとする。 

利用されたクーポン券の請求は、請求書に、明細書、受領したクーポン券、レシート又は領収書

の写し（以下「請求書等」という。）を添付し、指定の期日までに受注者に送付又は持参する

ものとする。 

  （エ）クーポン券利用料金の精算 

受注者は、送付又は持参された請求書等の内容を審査し、利用条件に適合すると認める場合に、

指定の口座にクーポン券利用金額を振り込むものとする。 

  ※利用料金の口座の振り込みの期日、頻度は提案事項とする。 

 

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。 

本項に記載の応募者数・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 

宿泊施設・飲食店・市民の募集、広報、問い合わせへの対応、クーポン券の作成・発送、市民向

け事業の抽選、利用料金の精算、事業参加者からの相談など、発注者の業務以外のすべてのこと。 

イ 発注者の業務 

受注者で対応困難な問い合わせへの対応、庁内関係課との調整（調達） 

（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。 
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  （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、以下の条件すべ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。 

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 宿泊施設の募集等（宿泊施設利用者向け） 

 クーポン券の販売等、本事業に関する周知を行うとともに、制度を説明し、本事業に参加を希望

する宿泊施設を募集し事前に登録する。 

（ア）目標登録数：３５施設以上 

（イ）契約締結後、発注者と協議の上で受付開始日を決定し、宿泊施設利用者向けの開始される８月

下旬までは、特に集中して周知・営業するものとする。 

なお、令和４年８月１５日（月）を、クーポン券販売開始時にホームページ等に掲載するため

の締切りとし、以降、随時受け付けるものとする。 

  （ウ）マニュアル作成 

宿泊施設に本制度の内容や各種手続きを周知するためのマニュアル等を作成するものとする。 

（エ）募集・広報活動 

ａ 宿泊施設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を開設するものとする。 

ｂ 宿泊施設向け説明会を１回以上開催すること。 

ｃ 訪問、電話、メール等による広報・営業活動を行うこと。 
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【参考】宿泊施設の業務等 

１ クーポン券の販売管理 

  宿泊施設は、受注者から配布するクーポン券について以下の管理を行う。 

（１）部数を確認し受注者から配布する管理表に基づく適正な管理。 

（２）宿泊者及び宿泊施設利用者への周知、本人確認の上販売。 

（３）販売したクーポン券に宿泊施設名、利用期限、利用者名を記入 

（４）受注者からの販売部数確認への対応 

（５）クーポン券の在庫状況に応じて受注者に追加を依頼するものとする。 

（６）宿泊施設は、毎週月曜日にクーポン券の販売状況を、受注者に報告するものとする。 

（７）クーポン券を紛失した場合は、５，０００円／冊を受注者に納入するものとする。 

２ クーポン券販売の告知について 

受注者から配布する啓発物の設置 

３ 飲食店の案内業務 

  クーポン券購入者に対し、宿泊施設の近隣にある利用可能な飲食店の案内を行う。 

４ 宿泊施設利用者へのアンケート 

宿泊施設利用者（クーポン券購入者）へのアンケート 

５ 謝礼 

  宿泊施設利用者へのクーポン券販売により得た収入（５００円/冊）は、宿泊施設が上記 

 １～４の業務を行うに当たっての謝礼とする。 

 

  オ 飲食店の募集等 

本事業に関する周知を図るとともに、クーポン券の利用、精算方法等、制度を説明し、本事業に

参加を希望する飲食店を募集し事前に登録する。 

（ア）目標登録数：２，０００店舗 

（イ）契約締結後、発注者と協議の上で受付開始日を決定し、宿泊施設利用者向けの開始される８月

下旬までは、特に集中して周知・営業するものとする。 

なお、令和４年８月１５日（月）を、クーポン券販売開始時にホームページ等に掲載するため

の締切りとし、以降、随時受け付けるものとする。 

  （ウ）マニュアル作成 

飲食店に本制度の内容や各種手続きを周知するためのマニュアル等を作成するものとする。 

（エ）募集・広報活動 

ａ 飲食店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を開設するものとする。 

ｂ 飲食店向け説明会を１回以上開催すること。 

ｃ 訪問、電話、メール等による広報・営業活動を行うこと。 

 

【参考】飲食店の業務（宿泊施設利用者向け・市民向け共通） 

１ 受注者が作成する飲食店利用促進事業の参加店を明示するステッカー等を、店頭へ掲示 

２ クーポン券利用者が入店の際に提示したクーポン冊子の利用可能日の確認 
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３ 会計時に、利用者がクーポン券に記載されている名義と同一であることを確認し、利用金額

のクーポン券（総額の半額まで、上限５，０００円）及び現金等により料金の収受 

４ 受領クーポン券の裏面に利用日及び飲食店名を記入。助成額の挙証資料となるレシート又は

領収書を併せて保管。また、後日照合できるよう、クーポン券の利用者名及び利用代金総額を

記録する。 

５  受領クーポン券と挙証資料（以下「必要書類」という。）を指定用紙に貼付の上、指定の期

日までに、クーポン券利用額の請求書を、明細書及び必要書類と合わせ、受注者へ持参又はレ

ターパック・簡易書留または一般書留にて送付 

６ 受注者は、必要書類を確認の上、飲食店にクーポン券利用額を翌月末までに飲食店の指定口

座へ振り込む。（振込の期日、頻度については提案事項。）なお、振込手数料は受注者が負担す

る。 

 

  カ 市民利用者募集（市民向け） 

    本事業に参加する市民を募集し、抽選を行う。 

    抽選の結果、当選者にはクーポン券を送付し、落選者には落選の通知を行う。 

  （ア）周知 

市政だより（９月号）、市政記者への資料提供、ＨＰへの掲載及びＳＮＳでの情報発信を市が 

行う。 

受注者は、より多くの市民に参加いただけるよう工夫し広報を行うものとする。 

  （イ）受付 

     受注者は、受付けた申込について、参加対象であるかなどを審査するなど、不正利用を防止す

る策を施するものとする。 

（ウ）抽選（応募者数の見込み２５万人） 

     あらかじめ発注者と協議し、承認された方法で、抽選の仕組みを構築し、抽選を行い、令和４年

１０月３１日（月）までに到達するよう、当選者へのクーポン券の送付及び落選者への通知を行う。 

     なお、電子システムを使用するなど、申込方法に影響がある場合は、８月中旬までにその方法

等を決定し市に報告すること。 

     

     ＜参考＞ 市政だより９月号最終校正  令和４年８月中旬（予定） 

   

  キ クーポン券の作成・送付（宿泊施設利用者向け・市民向け共通） 

    宿泊施設利用者向けで販売するクーポン券、市民向けに当選者に配布するクーポン券をそれぞ

れ制作するものとする。 

（ア）制作内容    

      クーポン券は５００円券×１０枚綴り（５，０００円分）で１セットとし、偽造防止策を施す

ものとする。 

   セット単位、券面単位でそれぞれ通し番号を記載するものとする。 

   なお、宿泊施設利用者向け、市民向けは利用可能期間が異なるため、色を変えるなど容易に判
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別できるよう工夫すること。 

      ※デザイン、サイズ、記載内容等は市と協議の上決定するものとする。 

  ａ 宿泊施設利用者向けクーポン券の制作 

（ａ）制作部数 １１０，０００部（１０枚綴り/セット、販売用 95,000 部、予備 15,000 部） 

   ※ 令和４年８月１０日（水）までに発注者の検査を済ませること。 

ｂ 市民向けクーポン券の制作 

    （ｂ）制作部数 １００，０００部（１０枚綴り/セット） 

       ※ 発注者と調整の上、クーポン券に利用者（抽選の当選者）の氏名及び利用期限を記載

すること。 

   ※ 令和４年１０月１７日（月）までに発注者の検査を済ませること。 

  （イ）送付 

     制作したクーポン券を、以下のとおり宿泊施設、市民に発送するものとする。 

    ａ 宿泊施設利用者向け 

 販売を開始する令和４年８月下旬までに宿泊施設に発送する。 

    ｂ 市民向け 

     利用開始日である令和４年１１月１日（火）の前日までに到達するよう市民に発送する。 

      なお、送付に当たっては、クーポン券に記載された当選者名と送付先に齟齬がない様、特に 

注意すること。 

 

  ク 利用料金の精算 

     飲食店から、明細書及び必要書類を指定用紙に貼付の上、指定の期日までにクーポン券利用額の

請求書の提出を受けるものとする。 

受領した明細書、必要書類を審査し飲食店が指定する口座への支払いを行う。 

        なお、振込手数料は受注者が負担するものとする。 

 

ケ 事業の周知 

  クーポン券の利用促進に繋がる愛称を提案し、参加事業者（飲食店及び宿泊施設）であること

を明示するステッカー等の啓発物・広報物を作成し、配布すること。 

また、本事業が効果的に実施できるよう WEBメディア等を活用し、事業の紹介、参加事業者の

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うものとする。 

 

コ 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。 
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（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 本事業・制度の内容 

ｂ 飲食店、宿泊施設の事前登録や飲食店からの請求等に係る必要書類の記入方法、必要な

添付書類と添付方法 

ｃ その他、本事業に関連する事項 

（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。 

 

サ 予算管理 

宿泊施設におけるクーポン券販売実績や、飲食店におけるクーポン券利用実績等について記録

を取り、次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。 

特に、飲食店におけるクーポン券利用実績については、宿泊施設利用者向けと市民向けとで区別

して管理すること。 

（ア）宿泊施設利用者向け 

 予算は、252,000,000円を見込むこととする。 

（イ）市民向け 

 予算は、500,000,000円を見込むこととする。 

 

シ 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。 

 

  ス アンケート調査の実施 

    受注者は、飲食店、宿泊施設、クーポン券利用者にアンケート調査を実施し、実績報告・効果測定

に反映するものとする。 

    なお、その実施方法については、提案事項とする。 

 

セ 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。 
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  （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版ファイル、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 

MicrosoftPowerPoint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 クーポン券利用額 

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 

 

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 



11 

 

（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 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）の所有権はすべ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（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。 

 

13 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」

を遵守しなければならない。 

 

14 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。 

 

15 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。 
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（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。 


