
「大分県時短要請協力金に係る営業実態確認業務及び申請書確認等業務委託」仕様書 

 

１ 委託業務名 
  大分県時短要請協力金に係る営業実態確認業務及び申請書確認等業務委託 
 
２ 業務の目的 
  大分県時短要請協力金（以下、「協力金」という。）に係る営業実態確認、申請書等受付、内容確認、口座情報等

入力作業、電話による申請手続きに係る問い合わせ対応等を委託することにより、当該業務の効率的な処理体制を

確立し、迅速・的確な給付事務を行う。 
 
３ 協力金の概要 
（１） 協力金の趣旨 

県が、新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、飲食店等の営業時間の短縮の協力要請を行い、本 
協力要請に全面的に応じた事業者に対して協力金を給付するもの。 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２） 給付対象者 

上記対象施設のうち、上記概要の時短要請に対して、対象期間において全面的に応じた者。 
 

（３） 給付金額 
① 中小企業（売上高方式）※売上高減少額方式の選択も可能 

【１日当たり売上高】 【１日当たり給付額】 
８万３，３３３円以下 ２．５万円 
８万３，３３３円超～２５万円未満 １日当たり売上高の３割 
２５万円以上 ７．５万円 

 
② 大企業（売上高減少額方式） 

１日当たり売上減少額の４割 
※上限額：「２０万円」または「１日当たり売上額の３割」のいずれか低い額 
 

（４） 協力金の推定支給対象件数 
約１１，０００件 
 

４ 委託業務の実施体制 
  委託業務の実施体制は、受注者が担う委託部門と発注者が担任する直営部門で構成する。（別紙参照） 
  委託部門では、対象地域での営業実態確認業務や、履行場所において、電子申請システム又は郵送による受付業

務をはじめ、申請書・添付書類の内容確認、振込口座情報等の必要事項のデータ入力作業など、申請手続きに関す

る問い合わせ対応業務を担任する。 
  直営部門では、委託部門の業務責任者との調整や支払、振込に関する業務を担任する。 

【時短要請について（概要）】 
・要請内容：①営業時間を朝５時から夜２１時までとすること。 
      ②酒類提供を朝１１時から夜２０時オーダーストップとすること。 
・要請期間：大分市、別府市 

（令和３年５月１２日（水）０時～５月３１日（月）２４時） 
上記以外の市町村 
（令和３年５月１４日（金）０時～５月３１日（月）２４時） 

・対象施設：飲食店営業許可・喫茶店営業許可を受けた飲食店・遊興施設等 



（１） 業務責任者 
    委託部門内に受注者が直接雇用する社員の中から選出した業務責任者を配置し、直営部門の担当者と常に連

絡が取れる体制とすること。なお、業務に関する必要な指示は、発注者から業務責任者に対して行うものとす

る。業務責任者の職務は概ね以下のとおりとする。 
① 業務責任者は、発注者が提供する関係資料等を常に確認するなど、業務の遂行にあたっては主体的に当該 
業務に取り組むこと。 

② 委託業務全体を統括し、従事者の指揮監督を行うとともに、円滑な業務執行のため作業状況の進捗管理を 
行い、発注者が求める業務水準を確保すること。 

③ 定期的に委託業務の点検・分析・見直しを行い、常に最善の方法で業務を実施するとともに、随時、発注  
者との協議を行い、相互共通認識による運営を行うこと。 

④ 委託業務の実施状況を発注者に定期的に報告するとともに、発注者が求める進捗状況の確認に協力するこ 
と。また、委託業務が適正に実施されていないことが判明し、発注者が受注者に対して改善勧告を行った場 
合は、これに従うこと。 

⑤ 効率的に業務を進めるため、繁忙期には応援態勢を組むなど、臨機応変に対応すること。 
 

（２） 従事者 
① 従事者は、委託業務について十分な知識を有する適切な者を必要人数配置すること。 
② 申請書確認等業務については、Ｅｘｃｅｌ入力・集計作業等に関し、十分な経験を持った者を配置するこ

と。 
③ 従事者の服装は特に指定しないが、公的機関での執務という観点から華美な服装とならないこと。また、

業務時間内は名札の着用を義務付けること（営業実態確認業務時はこの限りでは無い）。 
 

５ 履行期間 
  契約締結日から令和３年１０月２９日までとする。（事前準備、報告書作成等の期間を含む） 
  なお、下記８に記載する業務を下記のとおり確実に開始できること。 
   ・下記８（１）：令和３年５月２４日（月）（予定） 
   ・下記８（２）：令和３年５月２８日（金）（予定） 
   ・下記８（３）：令和３年５月２４日（月）（予定） 
   
６ 履行場所 
（１）〈営業実態確認業務〉 
    県内（対象エリアについては、発注者と協議し決定する） 
（２）〈申請書・添付書類の受付及び内容確認、振込口座情報等の必要事項のデータ入力業務〉 

大分県庁舎新館１３階 １３６会議室 （大分市大手町３丁目１番１号） 
（３）〈申請手続きに関する問い合わせ対応業務（コールセンター）〉 
    受注者において確保すること。ただし、スムーズな業務遂行のため、県庁舎から徒歩１０分程度の場所を確

保すること。 
 
７ 履行時間 
（１） 上記６（１）の履行場所については、令和３年５月２４日（月）から令和３年５月３１日（月）の２１時

から２２時とする。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染状況により時短要請期間を延長する場合は、延

長した期間も考慮するため、適宜発注者の指示に従うこと。 
（２） 上記６（２）の履行場所については、月曜日から金曜日（平日）の８時３０分から１７時３０分とする

（土曜日、日曜日、祝日は除く）。ただし、問い合わせの状況により、対応期間の延長・短縮については発注

者と受注者で協議の上決定する。 
なお、業務の進捗状況により、上記以外の時間帯に業務履行を行う場合は、受注者の判断で対応するこ

と。その際は、事前に発注者へ報告し、許可を得ること。 
（３） 上記６（３）の履行場所については、月曜日から金曜日（平日）の９時から１８時とする（土曜日、日曜

日、祝日は除く）。ただし、問い合わせの状況により、対応期間の延長・短縮については発注者と受注者で協

議の上決定する。 
（４） 履行時間内に受け付けた申請書や問い合わせ等に全て対応すること。 



 
 ８ 業務内容 
  受注者は次に掲げる業務を行うものとする。 
（１） 営業実態確認業務 

① 運営体制 
業務時間は上記７（１）による。 

② 従事者体制 
受注者において、発注者と協議のうえ決定したスケジュールを滞りなく遂行できる従事者数を確保し、営業

実態確認を行うこと。 
③ 店舗の営業状況確認及び協力依頼の呼び掛け 
  スケジュールに沿って対象エリアの営業実態確認を行い、営業状況を確認すること。２１時以降に営業し 
ている店舗があった場合には、適宜チラシ配布等により時短協力依頼を呼び掛けること。 

④ 営業実態確認の実施報告 
営業実態確認を行った翌日に、前日の確認時に確認した「２１時以降営業していた店舗の住所・店舗名等」

を発注者へ報告すること。 
（２） 申請書・添付書類の受付及び内容確認、振込口座情報等の必要事項のデータ入力業務 

① 運営体制 
   業務時間は上記７（２）による。 
② 従事者体制 
   ３０名体制を基本とするが、業務の進捗状況や人材募集の状況等に応じて従事者の人数に変更が生じる 

事がある。 
 

③ バックアップ体制 
   交通機関の遅延及び病気などの理由により、突発的に従事者が出勤できない場合においても、業務に支 

障を来すことなく運営できる体制を整えること。 
④  発注者への伝達事項 
   行政的な判断が必要となるもの等、判断に迷った場合は、業務責任者を通じて発注者（県商業・サービ 

ス業振興課担当者）に確認すること。なお、発注者への確認は、原則として開庁時間内に行うこと。 
⑤  具体的な業務は以下のとおりとする。 
   ・電子申請システム又は郵送で提出された申請書、添付書類に記載事項等に不備がないか確認 

・書類に不備がある場合は、申請者へ電話連絡のうえ、修正指示を行う。 
・申請者情報の入力（所定様式（Ｅｘｃｅｌ管理表）に口座番号等の申請者情報を入力、所定様式（債権 
債務者一括登録用シート）に必要事項を入力 

⑥ 上記⑤の作業を１７時１５分までに終了し、当該日の申請受付分として、関連データを県（審査・指導

室）へ送付。 
⑦ 支払完了後の処理 
   協力金の支出処理を県が終了し、支出関係書類が届き次第、所定様式（Ｅｘｃｅｌ管理表）に支払日を 

入力すること。 
（３） 申請手続きに係る問い合わせ（コールセンター）対応 

⑧ 運営体制 
   業務時間は上記７（３）による。 
⑨ ダイヤル方式 
   電話受付はナビダイヤル方式とする。 
⑩ 従事者体制 
   オペレーターの配置は１０名体制を基本とするが、業務の進捗状況や人材募集の状況等に応じて従事者 

の人数に変更が生じる事がある。 
⑪ バックアップ体制 
   交通機関の遅延及び病気などの理由により、突発的にオペレーター等が出勤できない場合においても、 

業務に支障を来すことなく運営できる体制を整えること。 
⑫ 対応記録の管理 

・コールセンターで対応した情報などは、問い合わせ内容を容易に検索できる形で一元的に登録、管 



理すること。 
・記録する項目は以下のとおりとし、可能な限り記載すること。 
 受付年月日、時刻、応対従事者の氏名、相手方の氏名・連絡先、受付区分（問い合わせ、意見、要望、 
苦情等）、応対内容、応対区分（完了、業務責任者・発注者への伝達等） 

⑬ 発注者への伝達対応 
・行政的な判断が必要となるもの等、コールセンターで回答不能な問い合わせがあった場合は、業務責任

者を通じて発注者（県担当者）に適切に伝達すること。 
      ・回答に長時間を要すると判断される場合は、利用者の感情を配慮し、一旦電話を切って折り返し電話す  
      るなど、臨機応変な対応を行うこと。 

・発注者への伝達は、原則として開庁時間内に行うこと。 
   
  ９ 機密保持 

受注者は、本案件に係る発注者との契約において、発注者が示す「機密保持及び個人情報保護に関する特記事 
項」に記載された内容を遵守すること。 
 また、再委託する場合には、別途、再委託先との契約においても同様の内容を締結すること。 
 

１０ 関係法令等の遵守 
   受注者は、委託業務の実施にあたり、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、その他関係法令等を遵守す 

ること。あわせて、大分県が定める関係条例等を遵守し、適法かつ適切な委託業務を履行すること。 
 

１１ 事前研修の実施 
（１） 協力金給付業務に必要な知識を従事者に十分に習得させること。また、迅速な対応が行えるよう、パソコン

や電話機器類、対応記録の作成及び業務責任者への伝達方法等の技能を十分に習得させること。 
（２） 必要な事前研修を実施すること。なお、研修に係る経費は本委託業務に含むものとする。 

 
１２ 業務報告 
（１） 日次報告 

営業実態確認業務においては「前日の確認時における確認店舗数、夜９時以降に営業していた店舗の屋号及

び住所」を翌開庁日の午前９時３０分までに、申請書等確認業務においては「前日の申請件数、処理件数」を

翌開庁日の午前中までに、コールセンター対応業務においては「コールセンターへの問い合わせ件数」等を翌

開庁日の午前中までに、発注者（県商業・サービス業振興課担当者）に報告すること。発注者は不適切な業務

処理が認められる場合は、受注者に是正を指示できるものとする。 
（２） 月次報告 

 月次報告書は、次に示す数値等を記載した報告書を翌月１０日までに発注者（県商業・サービス業振興

課担当者）に報告すること。発注者は不適切な業務処理が認められる場合は、受注者に是正を指示できるも

のとする。 
① 前１ヶ月の申請件数、処理件数、コールセンターへの問い合わせ件数、回答件数等の数値を日別に集計し 
合計値を表示したもの。 

② コールセンターへの問い合わせ件数、回答件数については、その内容別（申請手続きに関するもの、意

見・要望に関するもの、苦情等）に表示すること。 
③ 上記の各報告書は、一見して傾向等が読み取れるよう必要に応じてグラフ等を合わせて表示すること。 
 

１３ 貸与備品等 
    発注者が受注者へ貸与する備品については、以下のとおり。それ以外のパソコン、複合機、文房具類、消耗

品等については受注者が調達すること。 
（１） 執務室（上記６（２）に記載の履行場所） 
（２） 電話機（外線・内線の使用可）１５台程度（上記６（２）の履行場所に係るもの） 

なお、複合機については、下記の仕様と同等程度以上の機種を準備し、以下の事項を使用条件とする。 
（複合機の性能） 
  FUJI Xerox ApeosPort-IV C4475 と同等程度の性能を有すること。 
（使用条件） 



① 保守契約を締結しておくこと。ただし、リモート保守はできない。 
② USB端子とWi-Fiの設定は使用できない状態にすること。 

 
１４ 発注者が負担する事務費 
    発注者が負担する事務費については、以下のとおり。 
（１） 上記１３（２）の電話機使用に係る電話料金 
（２） 申請者への書類郵送等に必要な郵送料 
（３） 本委託業務に必要な光熱水費（上記６（２）の履行場所に係るもの） 
  この他、本委託業務を履行する上で事務費が発生した場合は、発注者と受注者で協議の上決定する。 
 
１５ 疑義 
    本仕様書に疑義が生じた事項は必要に応じて発注者と受注者において協議するが、委託業務に付随する軽微

な処理等については柔軟な対応を行うこと。 
    また、本仕様書は委託業務の基本事項を記載したものであるため、明記していない事項であっても、委託業

務の運用上、当然必要と認められるものについては、全て受注者の責任において履行すること。 
 
１６ 担当 
   大分県 商工観光労働部 商業・サービス業振興課 
   TEL. ０９７－５０６－３２８４ 
   FAX. ０９７－５０６－１７５４ 
   E-mail  a14160@pref.oita.lg.jp   
 
 



「大分県時短要請協力金」 申請から支給までの流れ （全体図）

申請者
県

（直営部門）
委託業者
（委託部門）

「簡易申請システム」へ
の入力又は郵送で提出 ●申請書・添付書類の

チェック
●債権者情報（口座等）
登録
●申請手続に係る問い
合わせ（電話）対応
〈コールセンター〉

支出命令起票
審査指導室持込

書類審査、支払決定口座振込

提出書類
・協力金交付申請書
・時短営業したことがわかる写真
・売り上げのわかる書類の写し 等

郵送
（簡易申請システムを
利用しない場合）

（審査・指導室）

※「簡易申請システム」での
申請を基本とする

※申請から約２～３週間で振
込予定（できるだけ速やかに）

（別 紙）


