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件名
地域商業活性化推進事業業務委託

２

事業の目的
区では、新しい日常における生活応援を図るとともに、デジタルの力を活用
した地域経済の活性化を目的として、キャッシュレス決済（ＱＲコード決済等）
によるポイント還元やプレミアム付商品券（紙商品券）の発行を行う。

３

履行期間
契約締結の翌日から令和４年３月３１日（木）まで

４

履行場所
区指定の場所

５

基本事項

（1） ＱＲコード決済ポイント還元事業
①還元原資 最大 6 億円
②ポイント還元率 25％
※ポイント還元にかかった費用の支払について、還元ポイントに有効期
限がある場合は、別紙「還元ポイントに有効期限がある場合の取扱い」
に基づき算定する。
③キャンペーン期間 １か月間
④ＱＲコード決済事業者は１社以上とする。
⑤１回あたりの決済額及び１人あたりの還元上限額は上記①～④を加味し
た上で提案すること。
⑥還元対象者は区内取扱店を利用した者とし、区内在住者（区民）である
ことを問わない。
⑦取扱店は中小事業者店舗を基本とするが、上記⑤の提案内容に基づき、
区と協議の上、対象店舗を広げることも可とする。
※ポイント還元原資の支払上限額は６億円とし、１か月間キャンペーン
を実施することを基本とする。キャンペーン期間中に予算超過が見込
まれる場合は、区との協議のうえ、キャンペーンを終了することがで
きる。
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※キャンペーン期間中に、キャンペーンを途中終了する場合には、その
旨、取扱店及び利用者に対して速やかに周知を行うとともに、ヘルプ
デスク（仮称）においても、遅滞なく対応できる体制を整えること。
※区は、支払上限額を超える予算超過分については、一切支払わない。
（2） プレミアム付商品券事業
①発行額 6.25 億円（うちプレミアム原資 1.25 億円）
②プレミアム率 25％
③商品券発行枚数 1,250,000 枚（25 枚×50,000 冊）
④１枚あたり額面
500 円
⑤１枚あたり販売額 400 円（差額のプレミアム分 100 円は区が負担）
⑥１人あたり、販売単位 1 冊 25 枚（12,500 円分）を 10,000 円で販売する。
※販売対象者については、区内在住者とし、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、郵送での事前申込抽選制とする。
⑦取扱店 本事業に賛同した小売、飲食、サービス業等の店舗
※店舗所在地が、区内または区との隣接地であること。
※取扱店舗数として、1,000 店舗を目標とすること。
６

主な事業実施スケジュール（予定）
実施予定日・期間

内容

6 月～

取扱店募集開始（区による先行募集）

7 月中旬

委託契約締結

8 月～

コールセンター稼働開始

8 月末

商品券冊子納品

9 月～（１か月間）

ＱＲコード決済ポイント還元キャンペーン

9 月～

新宿区プレミアム付商品券購入申込開始

10 月～

抽選結果に基づき、購入引換券発送

10 月中旬 ～2 月 28 日

商品券販売期間

10 月 20 日～2 月 28 日

商品券利用期間

11 月～3 月頃

換金処理期間

3月

事業費精算

７

委託業務内容
委託業務の内容は、次のとおりとし、それぞれの要件を満たすものとする。
（1） ＱＲコード決済ポイント還元事業
①キャンペーンの企画及びＰＲ業務及び各種印刷物の企画・作成
ア:決済事業者の特徴や取扱店数を踏まえ、還元原資を最大限、利用者に
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還元できるような１回あたり還元額及び期間あたり還元上限額を設
定し、利用者及び取扱店にとって魅力的なキャンペーンとすること。
イ:区内街頭ビジョンやＨＰで閲覧可能なスポット映像（15 秒程度）の
作成を行う。
（当該街頭ビジョンの放映手配等は、区が行うものとし、
放映手配等の委託業務は本事業の提案に含めない。）その他、複数
のメディアを用いた効果的なＰＲを企画すること。
ウ:店舗利用者にとって、キャンペーン実施の意図が分かる効果的な販促
物を企画・作成し、取扱店等へ配布し、その後の掲示状況の確認など、
認知度向上に努めること。
エ:キャンペーン開始時には、キャンペーンを途中終了する場合も予め想
定した上で、店舗利用者及び取扱店が混乱のないよう、周知を工夫す
ること。
②＜利用者向け＞ＱＲコード決済のヘルプデスク（仮称）の設置・運営
ＱＲコード決済を初めて利用する区民等の利用者に対し、利用方法及び
問合せ内容に回答するコールセンター、スポット等を設置し運営する
こと。
③＜事業者向け＞ＱＲコード決済のヘルプデスク（仮称）の設置・運営
ＱＲコード決済を初めて導入する事業者等の取扱店に対し、利用方法及
び問合せ内容に回答するコールセンター等を設置し運営すること。
④本キャンペーン取扱店の募集及びとりまとめ（事務局）
ア:既存のＱＲコード決済取扱店だけに留まらず、利用者が、利用しやす
いよう幅広い業種を募ること。また、新宿区商店会連合会と連携し、
商店会加盟店に対し本事業への積極的な参加を促すこと。
イ:取扱店については、利用者が専用ホームページ等で確認できるように
すること。
⑤取扱店に対する換金業務
当該キャンペーン実施分について、責任を持って対応すること
⑥コールセンター業務
上記②③に関連し、以下を踏まえて遅滞なく対応することともに、受託
者の既存設備等のインフラを活用することも可とする。
ア:開設は令和 3 年 8 月から令和 4 年 3 月までの期間内とし、開設日は
平日（祝日を除く）とする。開設日、時間、配置人数については、事
業全体を踏まえ、過不足なく最適なものを提案すること。
イ:コールセンターの開設日、時間、配置人数については、問い合わせ状
況に応じて、改めて区と協議できることとする。
ウ:コールセンターでは、以下の内容について対応すること。個人情報に
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係る事項については、区に引き継ぐ。
ⅰ）利用者（区民）からの問い合わせ
・本キャンペーンの制度概要
・利用可能取扱店、利用方法
・意見、苦情等対応 等
ⅱ）事業者（取扱店）からの問い合わせ
・本キャンペーンの精度概要
・取扱店登録状況、換金手続 等
エ:区と協議の上、想定されるＦＡＱを作成する。ＦＡＱは必要に応じ、
適宜見直しを行うものとする。
オ:電話対応者に対しては、十分な教育及び研修を行う。
カ:電話対応者は、ＦＡＱをもとに、区民からの質問に対して、丁寧に対
応するとともに、ＦＡＱにない新たな質問などがあったときは、区に
報告し、ＦＡＱの改善を図る。
カ:電話には、自動応答、保留など業務に必要な機能を備える。
キ:問い合わせ状況に応じた柔軟な対応が可能な体制を整えること。
（2）プレミアム付商品券事業
①取扱店一覧冊子の企画・作成
ア:取扱店の一覧は、抽選申込開始時に区内各施設で配布できるよう冊
子形式を取るものとする。冊子には、抽選申込用のハガキ（以下、
ハガキ）を添付した上で、10 万部程度発行するものとする。
イ:ハガキは料金受取人払の処理を施し、受取先は事務局とすること。
ウ:本冊子は、商品券販売時用として、上記アとは別に 1 万部程度作成
し、販売所に配布すること。（抽選申込用ハガキの添付は不要）
②ハガキの受付、内容確認及び抽選作業
ア:受託者は、区民から届いたハガキを遅滞なく確認し、申込データを
作成する。申込データは、新宿区情報セキュリティポリシー及び新
宿区個人情報保護条例に基づき、パスワード等設定し厳重に扱うと
ともに、ハガキは併せて整理保管し、区に引き渡すまで鍵付キャビ
ネット等で管理する。
イ:申込データに基づく抽選作業を行う際には、区職員が立ち会うもの
とする。
③商品券購入引換券ハガキの発送作業
抽選結果に基づき、購入引換券ハガキを作成する。作成後、区による検
品の後、発送作業を行う。
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④商品券の企画・発行
ア: 新宿区オリジナルの商品券であることが明確であるとともに、偽造
や不正防止対策がなされていること。商品券は 25 枚綴りを１冊と
し、切り取りやすいようミシン目等の工夫がなされていること。
・１枚あたりサイズ：150mm×70mm を目安とする
・１枚ごとに偽造防止加工及びシリアル№を付番する
・その他、提案事項を加えた上で区との協議の上、決定する
イ: 販売開始日までに間に合うよう、納品時期・納品場所、区による検
品方法について、区との協議の上、決定する。
⑤商品券の販売
ア: 販売所は、郵便局等の区民にとって利便性が高く、金券及び現金
管理を行うに足る施設で行う。施設の配置については、本庁舎及び
特別出張所所管区域を基準とし、11 箇所以上の販売所を設けるこ
と。
イ: 販売時期は、全体スケジュール及び抽選券の発送状況を加味した上
で、最適な期間を提案すること。
ウ: 販売時間は、平日、午前９時から午後５時までを基本とする。土日
の販売についても別途考慮のうえ、提案すること。
エ: 販売方法は、対面販売を基本とし、購入引換券の提示を要件とし、
販売時に日付印の押印等を行うことで、購入引換券の消込を行い、
回収は不要とする。決済手段は、現金のみとする。
オ: 販売管理について、販売実施日、販売所ごとに商品券販売枚数、売
上金の管理をおこなうとともに、商品券在庫状況とあわせ、適宜、
区に報告すること。なお、販売時において商品券と現金との数量相
違が発生した場合、原因究明を行い、責任を持って対応すること。
カ: 販売残の商品券の取扱いについて、最終的な販売残の商品券在庫は、
受託者が責任をもって管理し、区の立ち合いのもと、最終残数を確
定するものとする。確定後の商品券の取扱いについては、区との協
議の上、決定する。
⑥商品券取扱店の募集、とりまとめ及び問い合わせ対応（事務局）
ア: 新宿区商店会連合会と連携し、商店会加盟店に対し本事業への積極
的な参加を促すこと。
イ: 取扱店の申込審査及び結果通知、取扱店一覧の作成を行うこと。
ウ: 取扱店の一覧は、(2)①に準じて対応すること。
エ: 取扱店からの事務手続き等の対応につき、コールセンター等を準備
し、責任を持って対応すること。運営方法については、
（1）⑥に準
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じて対応すること。
⑦ＰＲ業務（使用媒体の選定、販促物の企画・作成）
複数のメディアを用いた効果的なＰＲ活動を行うとともに、販促物の配
布及びその後の掲示状況の確認など認知度向上に努めること。
⑧取扱店検索のためのＷＥＢ特設サイト企画・運営
ＳＥＯ対策等認知されやすいＷＥＢサイトとなっているとともに、利用
者にとって店舗検索がしやすく、店舗所在地・店舗概要等が分かりやす
いこと。
⑨商品券換金業務
ア: 換金業務を完了するまで商品券の売上金等を適切に管理すること。
イ: 取扱店からの使用済み商品券の換金請求に対して、円滑に換金手続
きを行うと共に、取扱店の利便性を考慮すること。（最低月２回の
換金時期を設けること）
ウ: 換金時において商品券とデータとで枚数相違の場合、原因究明を行
い、責任を持って対応すること。
エ: 使用済み商品券及びデータは、安全・確実に保管すること。
⑩＜利用者向け＞コールセンターの設置・運営
本制度を利用する区民等の利用者に対し、利用方法及び問合せ内容に
回答するコールセンターを設置し、（1）⑥に準じ運営すること。
（3） 共通項目
① 受託者は、契約締結後、区と協議の上、本事業の実施に係る計画書（実
施内容、実施体制、スケジュール等）、その他必要な関係書類を提出するこ
と。
② すべての業務について研修を行い、事務作業が滞らないように事前準備
に万全の体制を整える。
③ 人材は適材適所に配置し、業務経験を有する熟練者を中心に組織する。
④ 各業務について責任者を常駐させ、業務の進捗管理、履行管理及び作業
場所の管理を行わせる。
⑤ 業務で不明な点が生じた場合は、現場で判断することのないよう、体制
を整えること。
⑥ 受託者は、不測の事態が起きたときは、責任者は、すぐに区に報告し、
適切な処置をとる。
８

著作権の取扱い
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本委託で作成したすべての印刷物の著作権（著作権法第２７条及び２８条の
権利を含む。）は、区に譲渡すること。受託者は著作者人格権の行使をしないも
のとする。この規定は、受託者の従業員及び本委託遂行に当たり再委託を行っ
た場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用
する。
第三者から著作権、特許権、その他の知的財産権の侵害の申立てを受けた場
合、受託者の責任と費用を持って処理すること。
９

支払方法

（1） ＱＲコード決済ポイント還元原資
① 上記５（1）に記載のＱＲコード決済ポイント還元原資の半額（3 億円）を
還元キャンペーン開始予定日（9 月 1 日）までの概算払とする。
② 残額については、ポイント還元状況を加味し、必要額、支払時期を区と協
議した上で概算払とする。
③ 還元ポイントに有効期限がある場合は、別紙「還元ポイントに有効期限が
ある場合の取扱い」に基づき算定した上で、金額を支払うものとする。
④ ①②いずれも受託者からの請求書の提出を受けて口座振替払とする。
（2） プレミアム原資について
① 上記５（2）に記載のプレミアム原資の半額（6,250 万円）を商品券利用開
始予定日（10 月 20 日）までの概算払いとする。
② 残額については、商品券の状況を加味し、必要額、支払時期を区と協議し
た上で概算払とする。
③ ①②いずれも受託者からの請求書の提出を受けて口座振替払とする。
（3） その他の経費について
① 原則、委託契約終了後の一括払いとするが、区との協議の上、概算払での
対応も可とする。
② 一括払い、概算払のいずれも受託者から請求を受理した日から起算して 30
日以内に支払うものとする。
（4） 商品券販売に伴う売上金のうち、換金されなかった売上金など本委託事業
により得た収入は区に納入すること。
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概算払分に関する精算
上記９(1)（2）(3)の概算払分について、受託者は、ポイント還元付与分及び
使用済み商品券の実績を記載した精算書を、事業終了後速やかに区に提出しな
ければならない。
区は、精算書に基づき、まとめて精算を行うものとする。
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受託者は、精算残金が生じたときは、速やかに当該精算残金を区に返納しな
ければならない。
11 特記事項
(1) 一括再委託の禁止
受託者は、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するこ
とができない。ただし、区の承諾を得たときは、この限りでない。
(2) 個人情報の保護
受託者は、本事業の履行に当たって個人情報を取り扱うときは、新宿区個
人情報保護条例（平成１７年新宿区条例第５号）等に基づき、その取扱いに
は十分注意し、漏洩、滅失又は毀損の防止その他個人情報の保護に最大限の
配慮をもって行うこと。
また、個人情報の管理にあたりクラウドサービスを利用する場合は、他案
件のデータと隔離した管理を行うとともに、サーバ監視を行っていることを
確認すること。
(3) 守秘義務
受託者は、本事業の履行に当たっては、業務上知り得た秘密を漏らし、又
は自己のために利用してはならない。本事業終了後も、同様とする。
(4) 受託者が事業の実施にあたり、前記各号の規定に反した場合には、区は、
委託契約額の一部又は全部を返還させる権利を有するものであること。
(5) 契約の履行にあたっては、「新宿区における障害を理由とする差別の解消
を推進するための職員対応要領」にある障害者への配慮等の実践に努めるこ
と。
(6) 契約の履行にあたっては、新宿区環境マネジメントの取り組みに協力する
こと。
(7) 委託契約締結後に不正行為が明らかになったときは、契約を解除する。
(8) 受託者は、事業の実施にあたり、新型コロナウイルス感染症防止のため、
最大限の注意を払うとともに、感染防止策を徹底すること。
(9) 区は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、必要があると認めると
きは、受託者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止さ
せることができる。この場合において契約金額を変更するときは、その実情
に応じ、区との協議の上、契約変更金額を定めるものとする。
(10) 本仕様書に定めのない事項や、疑義の生じた事項については、双方協議の
上、決定するものとする。
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