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平成 30年度京都市特定健康診査未受診者勧奨事務等業務委託仕様書 

京都市保健福祉局生活福祉部保険年金課 

１ 本仕様書の位置付け 

(1)  本仕様書は，京都市（以下「甲」という。）が，特定健康診査の受診

率向上を図り，より多くの方の健康寿命を延ばせるようにするため，特

定健康診査を定期的に受診していない方を対象に勧奨する事務作業等を

委託するに当たり，甲が本件受託業者（以下「乙」という。）に委託す

る業務内容を定めたものである。 

(2)  この仕様書は，「電子計算機による事務処理等（システム開発・保

守）の委託契約に係る共通仕様書」の第１条第２項及び「製造の請負契

約に係る共通仕様書」の第１条の個別仕様書に当たるものである。 

２ 契約件名 

平成 30年度京都市特定健康診査未受診者勧奨事務等業務委託 

３ 履行期間 

契約締結日から平成 31年 3月 31日まで 

４ 履行場所 

契約後，甲と乙が協議のうえ決定するものとする。 

５ 業務内容 

(1)  勧奨ハガキ又は勧奨チラシ（以下「勧奨通知物」という。）の作成，

送付。 

※ 封書で送付する場合は，勧奨通知物に封筒も含むものとする。 

※ 宛名ラベルを作成する場合は，勧奨通知物に宛名ラベルも含むものと

する。 

(2)  電話勧奨の実施。 

６ 勧奨対象者について 

勧奨対象者は，21,000人分とし，1人に対して 1通の勧奨通知物を作成す

ることとする。対象者は次の条件にすべて該当する者とし，甲がデータの抽

出を行い乙に貸与する。 

(1)  平成 30年度特定健康診査の受診券を発行した者（処理時点） 

(2)  平成 30年度未受診者（処理時点） 

(3)  平成 29年度未受診者 

(4)  平成 24年度～平成 28年度の間に 1回～3回受診したことがある者 

(5)  処理時点で国保加入者である者 
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７ 勧奨通知物について 

６の勧奨対象者データを基に，乙が次のすべてを行うものとする。 

(1)  勧奨通知物のデザイン作成，印刷及び印字。（宛名ラベルを使用する

場合は，勧奨通知物への貼付も含む。） 

(2)  送付対象者の郵便番号，宛先，宛名の印字。 

(3)  勧奨通知物は両面フルカラーで作成することとする。 

(4)  勧奨通知物の発送。（郵便料金は乙が負担するものとする。） 

(5)  宛名不明で郵便戻りしたものは，乙が回収し契約完了まで保管するこ

ととする。郵便戻りした日を記録し，再送付は不要とする。その場合，

郵便戻りしていることを記録すること。 

(6)  勧奨通知物の印刷，印字及び色に関して，乙は甲に対して事前に校正

の確認を行い，校正は最低でも 2回以上実施し，甲の承認を得ること。

（甲が問題ないと判断した場合は 1回で校了とする場合がある。） 

(7)  勧奨通知物には，独自に連番等の IDを割り振って管理すること。 

(8)  勧奨通知物の外側から見える部分に，宛名以外の個人情報を印字しな

いこととし，管理目的で印字するバーコード情報についても同様とす

る。ただし，(7)は対象外とする。 

(9)  PDFを次のとおり作成すること。 

ア 作成したすべての勧奨通知物は，実際の勧奨通知物と同様のイメージ

で PDFファイルを作成するものとする。 

イ 作成した PDFファイルは，1つのファイルに結合させて甲に納品する

ものとする。 

ウ ファイルの納品は，１１(5)で使用する媒体と同種類のものに記録す

ることとする。 

エ どのページに誰の分が存在するか，検索可能とするため，PDFとは別

にページ数及び対象者のデータを記録した CSVファイルも併せて納品

することとする。 

(10)  勧奨通知物の送付時期については，甲及び乙が協議のうえ決定する

ものとするが，遅くても平成 30年 12月 12日（水）までには発送を終え

るものとする。 

８ 電話勧奨について 

６の勧奨対象者データを基に，乙が次のすべてを行うものとする。 

(1)  電話勧奨は勧奨通知物送付後に行うものとし，勧奨通知物を送付した

者に対して行うものとする。 

(2)  最低でも 6千件以上は，勧奨通知物が到着した時期頃に発信するもの

とする。ただし，本市が保有する電話番号データが 6千件に満たない場

合はその件数とする。 

(3)  最低でも 6千件以上は，勧奨通知物送付後 2か月以上期間を開け，そ

の時点で未受診者を対象に発信するものとする。ただし，本市が保有す
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る電話番号データが 6千件に満たない場合，又は，電話勧奨時点で未受

診者が 6千件に満たない場合はその件数とする。 

(4)  (2)及び(3)で実施する電話勧奨は，対象者を重複させないものとす

る。 

(5)  電話回線及び機器は乙の負担で乙がすべて用意するものとし，電話を

掛ける場所は，日本国内からとし，発信番号はフリーダイヤル又は，市

外局番 075若しくは 06を使用するものとする。（通信料は乙が負担する

ものとする。） 

(6)  乙は，電話勧奨を実施するに当たり，管理者及びオペレーターを配置

すること。 

(7)  不在の判断は，最低でも 12コール以上とする。 

※ コールは，「プルルル 無音」を 1コールとしてカウントする。 

(8)  留守番電話の場合は，勧奨内容を記録させて終話することとする。 

(9)  勧奨対象の本人が不在であった場合は，電話に出たものに伝言を依頼

することとする。ただし，伝言を拒否した場合はこの限りでない。 

(10) 電話の記録は，対象者，発信日時，受電記録（不在，留守番電話，本

人へ勧奨，本人以外へ伝言）等の詳細を記録し，後で分析が可能なよう

にすること。 

９ 管理者について 

本契約におけるすべての業務を管理する管理者を定めて，甲との連絡調整

を行うこととする。また，やむを得ない事由により管理者が不在となる場合

にも連絡調整が可能となるよう副管理者も定めるものとし，管理者及び副管

理者が同時に連絡出来ない状態にしないものとする。 

１０ 支給品 

なし 

１１ 貸与品 

(1)  種類及び時期 

勧奨通知物送付用及び電話勧奨用データ 1回限り 

健診結果データ（勧奨後，受診したかどうかを判断するための

データ） 

随時 

Windows用外字ファイル 1回限り 

必要に応じて，平成 24年度～平成 28年度の健診結果データ及

び問診データ 

※ プロポーザルの提案で甲が有効な作業と判断し，その処理

に対して必要な場合のみ貸与するものとする。 

1回限り 

(2)  授受等について 
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甲は，貸与品の引渡しに当たっては，パスワード等により暗号化を行っ

たものを(5)に記録して乙に引渡すものとする。 

ただし，テストデータや外字ファイル等の個人情報が存在しないものに

ついては，電子メールで送付するものとする。そのため，電子メール受信

用のメールアドレスを用意すること。なお，電子メールを受信するための

設定及び通信費等については，乙が全額負担するものとする。 

(3)  場所 

京都市保健福祉局生活福祉部保険年金課執務室内（以下「保険年金課」

という。） 

(4)  提出書類 

乙が借用書を作成し，甲に対して提出するものとする。 

(5)  媒体 

乙が CD-R，DVD-R，DVD-RAM又は BR-RE（Blu-ray）のいずれか１枚以上

を用意したものに，甲がデータを記録することとする。 

１２ 貸与品の取扱いについて 

(1)  乙は，貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならな

い。 

(2)  乙は，この業務委託が完了したとき，業務委託の内容が変更されたと

き，又はこの契約が解除されたときは，不用となった貸与品を，使用明

細書を添えて甲に返還するものとする。 

１３ 貸与品の返還について 

電子メールで貸与したものは，乙の責任においてデータが記録されてい

るすべての媒体から抹消することとする。その場合の費用負担について

は，全額乙が負担するものとする。 

(1)  時期 

契約完了時 

(2)  場所 

媒体での貸与の返却は，保険年金課 

(3)  提出書類 

乙は，甲に対して納品書を提出し，甲の受領印を受け，借用書の返還を

受ける。 

(4)  媒体 

乙が用意した媒体へ記録したものを，甲へ返還と同時に納品するものと

する。 

１４ データ及び印刷時の文字形式について 
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貸与するデータはすべてユニコード（文字セット「UTF-8」）の BOM有と

する。また，字形は JIS90をベースにしたものを使用することとし，外字

ファイルは，その JIS90を補完する形とする。JIS2004をベースに印字する

と字形が変わるので誤らないように注意すること。 

データは CSV ファイルとし，レイアウト等の詳細については，契約後甲

乙協議のうえ決定するものとする。 

１５ 納品物 

(1)  帳票類のデザインは，Adobe Illustratorで作成するものとし，その電

子ファイルを納品すること。文字はアウトライン化前と後の両方を納品

するものとする。（Adobe Acrobat Readerで閲覧可能とすること） 

(2)  仕様書等のファイルについては，Microsoft Excel又は Microsoft 

Wordで作成し納品するものとする。（2013以降のバージョンを使用する

こと） 

(3)  勧奨通知物の郵便戻り及び電話勧奨等の記録については，すべて電子

データで納品するものとする。電子データは，CSVファイルで納品するこ

ととし，文字コードはユニコード（文字セット「UTF-8」）の BOM有とす

る。合わせてファイル仕様書も納品すること。 

(4)  実績報告書等 

ア 勧奨通知物の発送及び郵便戻り等に係るもの。 

イ 電話勧奨に係るもの。 

ウ 全体のスケジュール管理の結果等に関するもの。 

エ その他，本件業務で必要と思われるもの。 

１６ 履行計画 

乙は，委託業務の履行に着手する前に，次のことについて甲に届け出

て，その承認を得なければならない。委託業務の内容が変更された場合又

は日程若しくは履行方法を変更しようとする場合も同様とする。 

(1)  作業工程及び個人情報等に係る管理体制について 

(2)  各種工程における検品体制について 

(3)  全体のスケジュール 

１７ 再委託の禁止 

乙は，業務履行を第三者に委託し，又は請け負わせてはならない。ただ

し，あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は，この限りでない。 

１８ 機密の保持 

乙及び業務に従事している者又は従事していた者は，本業務の履行におい

て知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。万が一，データの流出等に
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より第三者に損害を与えた場合は，乙は甲に速やかに報告のうえ，乙におい

て賠償の責任を負うものとし，甲と乙の双方の協議のうえ，その処理に当た

ることとする。その過程については，全て書面により乙は甲に報告するもの

とする。 

１９ 目的外使用の禁止 

乙は，契約目的物，貸与したデータを本件委託業務の履行以外の用途に使

用してはならない。 

２０ 複写，複製及び第三者提供の禁止 

乙は，みだりに契約目的物，貸与品並びにデータを複写し，若しくは複製

し，又は第三者に提供してはならない。ただし，甲の書面による同意を得た

場合は，この限りでない。 

２１ 個人情報の保護 

乙は，個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号）及び京都

市個人情報保護条例（平成 5年 4月 1日京都市条例第 1号）を遵守すると

ともに，従事者に対し上記条例に規定された罰則の内容を周知するなど，

情報の保護に関し十分な教育を行わなければならない。 

２２ 監督 

甲は，必要があると認める場合には，業務の履行状況について，いつでも

乙に対して報告を求めることができるものとする。 

２３ 使用権 

本委託業務で乙が本委託業務のために作成した勧奨通知物のデザインは，

本契約完了後も甲は乙に無断で使用することが可能とする。 

２４ 支払方法 

契約金額の支払については，委託業務完了後に一括して支払うものとす

る。 

２５ 損害賠償 

乙の故意又は過失により，乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反

し，甲に損害を与えた場合は，乙は，委託料を上限として，甲にその損害を

賠償しなければならない。ただし，個人情報を取り扱う事務処理等について

は，「電子計算機による事務処理等（システム開発・保守）の委託契約に係
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る共通仕様書」第 17条のとおりとする。 

２６ かし担保責任 

(1)  甲は，契約目的物にかしがあるときは，乙に対して相当の期間を定め

てそのかしの修補を請求し，又は修補に代え，若しくは修補とともに損

害の賠償を請求することができるものとする。 

(2)  甲が，甲の定めた履行期限までに，乙によるかしの修補が困難なた

め，契約をした目的を達することができないと認めるときは，契約書第 8

条第 1項又は第 2号に該当するとして契約を解除することができる。 

(3)  (2)の規定は，契約目的物のかしが貸与品又は甲の指示により生じたも

のであるときは，適用しない。ただし，乙がその貸与品又は指示の不適

当であることを知りながらこれを通知しなかったときは，この限りでは

ない。 

(4)  (3)の規定によるかしの補修又は損害賠償の請求及び契約の解除は，当

該かしについて，契約目的物の引渡しを受けた日から 1年以内に行うも

のとする。 

２７ その他 

(1)  本契約時点で，一般財団法人日本情報経済社会推進協会若しくは同協

会が認定したプライバシーマーク指定審査機関が認定するプライバシー

マーク登録証を取得しているか，JAPHIC（ジャフェック）マークを付与

されている又は ISO／IEC27001の認定を受けていること 

(2)  本件契約業務を履行するための交通費は乙が負担とするものとする。 

(3)  甲が乙の作業場所の視察を求めた場合には，作業場所の視察に応じる

こととし，視察に係る費用はすべて乙が負担するものとする。ただし，

視察場所までの往復の交通費については甲が負担するものとする。 

(4)  本仕様書のほか契約書に定める事項を遵守すること。 

(5)  この仕様書に記載のない事項については，甲と乙が協議のうえ決定す

るものとする。 


