
（仮称）エコ家電でくらし快適キャンペーン 

業務委託仕様書 

１ 業務名 

 （仮称）エコ家電でくらし快適キャンペーン（以下「本委託業務」という。） 

２ 業務の目的 

家庭における省エネ対策と市民生活の支援のため、北九州市（以下「市」という。）が、

市内店舗で省エネ型冷蔵庫・テレビ・エアコンを購入した市民に対し、購入費用の一部を

商品券（電子商品券を含む）として還元する。 

なお、市民に還元された商品券は、市内店舗等で使用されることで、更なる購買活動を

促進し、地域経済の活性化を図るもの。 

３ 契約期間 

契約締結日から令和５年２月２８日（火）まで。 

  ※本事業は令和４年度補正予算の成立を前提としたものであり、予算成立後に効力を

生じるものである。ついては、歳出予算について減額又は削減があった場合、事業

を縮小又は中止することがある。 

  ※本事業の還元対象となる製品は令和４年７月１５日（金）以降に購入した製品から

適用するものとし、コールセンターは令和４年７月１５日（金）までに設置するこ

ととする。 

※本事業の審査期間は、令和４年９月１日（木）から令和５年１月３１日（火）まで

とする。 

４ 事業概要 

（１） 応募資格 

北九州市内在住で、北九州市内の店舗（インターネット購入除く。）で対象家電を

購入した者（個人） 

（２） 対象家電 

令和４年７月１５日以降に購入したエアコン、冷蔵庫、テレビのうち、最新の省エ

ネ基準達成率 100％以上を満たすもの。ただし、申請は一人につき対象家電１品目

１台まで。 

※設置費や付属備品（HDMI ケーブル等）は対象には含めない。 

（３） 市民への還元 

 ア 購入価格（本体価格）が１台あたり 50,000 円以上の場合は、商品券 10,000 円分

（電子商品券は 12,000 円） 



イ 購入価格（本体価格）が１台あたり 50,000 円未満の場合は、商品券 5,000 円分（電

子商品券は 6,000 円） 

（４） 事業の流れ 

 ア 市民が市内店舗で対象家電を購入する。 

 イ 購入者に対し、市内店舗が申請書を配布する。又は、専用ホームページに様式が掲

載されていることを教示する。 

 ウ 購入者が申請書に「レシートの写し」「本人確認書類の写し」「メーカー保証書の写

し」を添付し、事務局に送付する。又は、購入者が添付書類を撮影・スキャンなど

したもので電子申請を行う。 

 エ 事務局にて申請受付を行い、添付書類に漏れがないことなどを審査し、認定する。 

 オ 認定者のうち、商品券を希望した者に対し、商品券を認定者住所に郵送する。 

その際は必ず簡易書留・レターパックプラス等、郵送物の追跡が出来る方法にて送

付させること。 

カ 認定者のうち、電子商品券を希望する者に対し、電子商品券を付与できるよう、別

途、市が発注する者が必要とする項目を追記した認定者一覧を作成し、発注者に引

き渡す。 

※電子商品券の調達・付与は、別途市が発注した者が行う。 

５ 本委託業務について 

（１）業務の管理及び実施体制 

ア 基本事項 

（ア） 事務局を開設（設置及び管理、運営に必要な費用は受託者が負担すること）

し、事業を統括すること。 

（イ） コールセンターを開設（設置及び管理、運営に必要な費用は受託者が負担する

こと）し、市民や販売店などの問い合わせに対応すること。 

（ウ） 事務局及びコールセンターでは、個人情報や商品券などを扱う可能性が高いた

め、それぞれ必要なセキュリティ対策（入退室管理や鍵付きドアなど）を万全

に講じること。なお、設置場所については、発注者と協議の上で決定するこ

と。 

（エ） 業務の実施にあたっては、定期的な室内の換気や従業者の健康管理など、十分

な感染防止対策を講じること。 

（オ） 発注者と受注者が常に連絡が取れる体制を構築すること。 

（カ） 受注者は、適正かつ確実な業務遂行体制を構築すること。 

（キ） 本契約は労働者派遣契約ではなく、業務委託契約であることを踏まえ、委託者

たる地位に基づく指示及び要望を受託者として的確に反映できるよう、業務責



任者を常駐させること。 

（ク） 各業務の費用配分は適切に行うこと。 

イ 業務内容 

（ア） 場所の確保や人員の募集など、業務の遂行に必要な準備を行うこと。 

（イ） 事務局及びコールセンターは、業務マニュアルや応対マニュアル、FAQ（よくあ

る質問とその回答集）などを作成し、円滑に業務遂行を行うこと。 

（ウ） 申請内容が適当であるか審査・認定を行うこと。 

（エ） 令和４年７月１５日までに専用のホームページを作成すること。また、令和４

年９月１日までにインターネット申請に対応すること。なお、作成後のホーム

ページは、各種情報を随時更新すること。 

（オ） 申請にかかる書類の様式を定め、必要部数を準備・送付などを行うこと。 

（カ） 市民に広く周知するため、発注者と協議の上、広報物を準備すること。また、

専用のホームページや SNS など、様々な広報媒体を活用した効果的な広報を行

うこと。 

（キ） 事業開始前に、発注者と協議の上、家電販売店などへ制作物の送付を行うとと

もに、事業の周知を行うこと。 

（ク） 市民に広く周知するため、発注者と協議の上、広報物を準備すること。また、

本事業に関する新聞広告を行うこと。 

（ケ） 事務費を差し引いた予算の範囲内（３億円規模）において、全国で使用できる

商品券（以下「商品券」という。）を調達すること。ただし、調達にあたっては

申請状況を踏まえ、発注者と協議の上、段階的に調達すること。 

（コ） 認定された者のうち、商品券を希望した者に対し、確実に商品券を送付するこ

と。 

（サ） 認定された者のうち、電子商品券を希望した者に対し、電子商品券を付与でき

るよう、発注者の指示のもと、別途市が発注する者と連携すること。  

（シ） 発注者は、必要であると認めるときは、受託者に対し、本委託業務の処理状況

について資料の提出又は報告などを求めることができること。 

６ 審査・認定業務 

本事業に関する審査・認定業務を行うため、事務局を令和４年９月１日（木）から開

設する。

（１） 当該制度の対象となる者は、以下のとおり。 

ア 北九州市民であること。また、事業者でなく個人であること。 

イ 北九州市内の店舗で購入していること。また、インターネットで購入していないこ

と。 



ウ 省エネ法に基づく、最新の省エネ基準達成率 100％を達成した対象家電（エアコ

ン、冷蔵庫、テレビ）であること。 

エ １品目につき、１回の申請であること（対象家電 3品目購入であれば、1回ずつ申

請可能）。 

（２） 審査に必要な書類は、以下のとおり。 

  ア 申請書の原本 

イ 本人確認証の写し（運転免許、パスポート、各種健康保険証、各種年金手帳、官公

庁が発行した各種福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、共済組合員証、住民

基本台帳カード、マイナンバーカードなど） 

  ウ レシートの写し（購入品の明細が分かるもの） 

  エ メーカー発行の保証書の写し 

  ※審査に必要な書類は、円滑な事業の実施のために、必要に応じて追加する場合があ

る。 

（３） 申請にあたっては、以下の項目を審査し、認定を行う。 

 ア 申請者が北九州市民（個人）であること。 

  イ 購入店舗が北九州市内であること。 

  ウ 対象製品であること。（※１） 

  エ 購入した対象製品の価格区分。（※１） 

  オ 希望する商品券の区分。（※１） 

  カ 1 人 1 品目 1回の申請であること。 

  キ 必要項目及び添付書類に漏れがないこと。 

 （※１） 

対象製品 

（本体価格） 

価格区分 

（1台） 
商品券の区分 

エアコン 

（室外機含む）

50,000 円未満 商品券 5,000 円分又は電子商品券 6,000 円分 

50,000 円以上 商品券 10,000 円分又は電子商品券 12,000 円分

冷蔵庫 50,000 円未満 商品券 5,000 円分又は電子商品券 6,000 円分 

50,000 円以上 商品券 10,000 円分又は電子商品券 12,000 円分

テレビ 50,000 円未満 商品券 5,000 円分又は電子商品券 6,000 円分 

50,000 円以上 商品券 10,000 円分又は電子商品券 12,000 円分

（省エネ法に基づく、最新の省エネ基準達成率 100％を達成した対象家電であることが必要） 

（４） その他留意事項 

  ア 事務局での審査にあたり、業務マニュアルなどを作成し、適宜、実施状況に即した

ものに改訂すること。なお、作成や改訂にあたっては、発注者の承認を得ること。 



イ 申請者のうち、認定者、補正を求めた者、却下となった者の一覧を作成し、事務 

処理を行うともに、コールセンターと常に情報共有を行い、問い合わせに円滑に対

応すること。 

ウ 希望する商品券の区分が電子商品券である場合は、電子商品券を付与するために 

必要な項目を含め、認定者の一覧を作成すること。一覧を送付する際は、個人情報 

を含むためセキュリティ対策を万全に講じた送付方法で送付すること。 

  エ 各種報告書（日次報告、月次報告など）を作成し、残予算を含め、事業の執行状況

を報告すること｡ 

７ 問い合わせ対応について 

（１）基本事項 

ア 本事業に関する問い合わせに対応するため、コールセンターを令和４年７月１５日

から開設する。 

（２）業務内容 

ア 市民や販売店などからの問い合わせ応対業務全般に対応すること。 

イ 対象製品一覧を作成及び改訂し、発注者の承認を得ること。 

ウ 応対マニュアル、FAQ（よくある質問とその回答集）を作成し、適宜、実施状況に即

したものに改訂すること。作成や改訂にあたっては、発注者の承認を得ること。 

エ 各種報告書（日次報告、月次報告など）を作成すること。 

オ 混雑時・時間外時に流すガイダンス設定を行うこと。 

カ その他必要な事項を行うこと。 

キ 電話番号はナビダイヤルを利用し、電話回線等は受注者で用意すること。 

ク 市民と応対でトラブルが発生した際は発注者へ報告し、速やかに対応すること。 

（３）開設時間 

   午前９時から午後５時までとする。※土日祝日も対応すること。 

（４）人員配置 

   コールセンター運営に支障がない適正な人数を配置すること。専用回線も同様とす

る。なお、申請受付開始時期や年末のボーナス商戦時など、問い合わせが多くなると

予想される時期は、人員を増員するなど柔軟な対応ができる体制を構築すること。 

（５）留意事項 

コールセンターにかかる電話料金については、原則、発信者が負担するものとす

る。 



８ 申請書様式及び広報物の準備・配布について 

（１） 以下の申請書及び広報物を準備すること。 

ア 申請書の仕様 

色 数 ・白黒 

原 稿 ・内容に合致したデザイン案を発注者に提出 

・デザイン案は発注者が決定 

校 正 ・文字校正、色校正は必要回（必ず複数回実施すること） 

その他 ・申請書は専用ホームページにも掲載し、紙での申請も可能とすること 

・電子申請に対応すること 

・申請書の部数、納入時期、配布方法などについては、事業の効果が最

大限となり得るようにすること 

イ 広報物の仕様 

色 数 ・フルカラー 

原 稿 ・内容に合致したデザイン案を発注者に提出 

・デザイン案は発注者が決定 

校 正 ・文字校正、色校正は必要回（必ず複数回実施すること） 

その他 ・広報物は専用ホームページにも掲載すること 

・広報物の部数、納入時期、配布方法などについては、事業の効果が最

大限となり得るようにすること 

（２）その他、市民に対して幅広く周知を行うため、専用のホームページや SNS など、

様々な広報媒体を活用した効果的な広報を行うこと。 

（３）（１）にて準備した申請書及び広報物は、市内店舗等に対して、制度の説明も行っ

た上で、配布をすること。 

ア 配布対象店舗 

   対象製品を販売する市内の家電量販店及び小売店など 

イ 配布物 

  申請書及び広報物 

９ 商品券の調達、保管、発送 

（１） 商品券の調達（電子商品券を除く。） 

 ア 基本事項 

（ア） 商品券は、全国の店舗で使えるものであること（例：JCB ギフトカード、JTB ナ

イスギフトなど） 

（イ） 商品券１枚あたりの額面が 1,000 円であること。 



（ウ） 調達に必要な費用は受託者が負担すること。 

（エ） 令和４年９月１日までに商品券を準備すること。 

イ 業務内容 

（ア） 事務費を差し引いた予算の範囲内（３億円規模）において、全国で使用できる

商品券（以下「商品券」という）を調達すること。ただし、調達にあたっては

申請状況を踏まえ、発注者と協議の上、段階的に調達すること。 

（２）商品券の保管・発送（電子商品券を除く。） 

ア 基本事項 

（ア） 商品券は現金と同様の取り扱いが必要なため、十分なセキュリティを講じるこ

と。 

（イ） 商品券以外に作成したものを含め、期日を尊守し、安全かつ確実に送付するこ

と。 

イ 業務内容 

（ア） 商品券は厳重に管理し、管理状況などを定期的に報告する。 

（イ） 認定された者のうち、商品券を希望した者に対して、商品券及び広報物を確実

に送付する。 

（ウ） 送付に必要な費用は受託者が負担する。 

（３）その他留意事項 

（ア） 現金との引き換えは行わない。 

（イ） いかなる場合も再送付は行わない。 

（ウ） 盗難、紛失、滅失又は偽造、模造などに対して、発注者は責を負わない。 

10 提出する成果物及び納入期限 

（１） 本委託業務の成果品及び納入期限は以下のとおりとする。 

成果品 納入期限 納入部数 

事業報告書 令和 5年 2月 28 日 1 部 

事業報告書（データ） 令和 5年 2月 28 日 1 部 

申請者等一覧 

（申請者、補正を求めた者、認定者）

随時 - 

認定者一覧 

（認定者のうち、電子商品券希望者）

随時 - 

執行状況報告書 随時 - 

コールセンター応対記録 随時 - 

（２） 成果品の納入先は、北九州市環境局グリーン成長推進課とする。 



（３） 本委託業務で作成し、更新したマニュアル等の成果物、FAQ ファイル、応対記録等

に関する権利は発注者に帰属するものとする。 

（４） 受託者は、自らの責に帰すべき理由により成果品の不良箇所などが発見された場合

は、速やかに訂正又は補正を行うものとする。 

11 個人情報の保護 

（１）受注者は、本市の定める個人情報保護条例に基づき、その保護の重要性を認識し、

本委託業務の実施（処理）にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよ

う、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（２）受注者は、本委託業務の実施（処理）により知り得た個人情報の漏えい、滅失又は

毀損の防止、その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければな

らない。 

（３）受注者は、本委託業務を実施（処理）するために個人情報を取得する場合は、その業

務の目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段で取得しなければな

らない。 

（４）受注者は、本委託業務の実施（処理）により知り得た個人情報の内容をみだりに他

人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

（５）受注者は、委託業務を実施（処理）するにあたって個人情報が記録された文書、磁気

ディスクその他これらに類するものを、発注者の承諾なしに複写し、又は複製しては

ならない。 

（６）受注者は、本委託業務の実施（処理）上得た個人情報が記録された文書、磁気ディ

スクその他これらに類するものについて、業務完了後直ちに発注者に返却するか又

は発注者の立会いのもとに廃棄しなければならない。 

（７）受注者は、本委託業務の従事者に対し、条例第６６条及び第６８条に定める罰則の

適用について周知するとともに、個人情報の漏えい防止等個人情報の保護に関し必

要な事項の周知を徹底させなければならない。 

（８）受注者は、個人情報に関し事故が発生したとき又は発生するおそれのあることを知っ

たときは、速やかに発注者に報告しなければならない。 

（９）受託者は、12（６）の規定により本委託業務を発注者の承認を受けて第三者に再委

託する場合は、当該受注者に対し、（１）から（８）の規定を順守させなければな

らない。

12 その他留意事項 

（１）業務履行に必要な機材等は受託者が準備すること。 

（２）受託者は、品質要求項目達成のために会議に出席を求められたときは必ず出席する

こととし、業務内容に関する説明を求められた場合は誠実に答えること。 



（３）受託者は、業務が停止するなどの不測の事態が生じた場合の、発注者への緊急連絡

体制の整備を行うこと。 

（４）受託者は、本委託業務により知り得た情報等を本委託業務においてのみ使用するこ

ととし、これらを他の目的に使用し、又は他の者に漏洩しないこと。なお、本委託

業務契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（５）受託者が、暴力団・暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していない

こと。 

（６）受託者は、受託した業務を第三者に委託し、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発注者の承認を受けた場合は、この限りではない。 

（７）商品券を不正使用しないこと。 

（８）本委託業務の履行が受託者の責めに帰すべき理由により遅滞した場合は、遅延利息

を徴収する。 

（９）受託者は、委託料の対象となる経費の支出状況が分かる帳簿等を整備するものと

し、本委託業務が完了し、又は中止し、若しくは廃止した日の属する年度の終了

後、５年間これを保存しなければならない。 

（10）本事業は令和４年度補正予算の成立を前提としたものであり、予算成立後に効力を

生じるものである。ついては、歳出予算について減額又は削減があった場合、事業

を縮小又は中止することがあり、この場合、発注者は何ら責を負わないこととす

る。 

（11）この仕様に定めのない事項については、両者協議の上、決定する。疑義が生じた事

項については双方が誠意をもって協議・決定する。 


