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仕  様  書 

１ 業務の名称 

札幌市動物管理センター狂犬病予防法に基づく畜犬登録情報等のデータ入力業務 

２ 発注課 

保健福祉局保健所動物管理センター 

〒063-0869 札幌市西区八軒9条東 5丁目 1番 31号 

TEL：011-736-6134 FAX：011-736-6137 

３ 業務概要及び業務履行場所 

(1) 概要 

札幌市内の犬の所有者等が、4 月から 12 月にかけて届け出た登録情報の変更及び実

施した狂犬病予防注射（注射免除情報を含む。）の情報について、別に定めるデータ受

け渡し日ごとの納期限までに、入力等を実施する。 

(2) 業務履行期間 

契約日から平成31年 3月 8日まで 

(3) 履行場所 

札幌市動物管理センター2階事務室及び受託事業者執務室 

（業務の種類によって別途指定する。） 

４ 業務内容 

(1) 「犬の登録申請書・注射済票交付申込書」の仕分け作業 

ア 業務実施場所 

受託業者執務室内。個人情報を含むデータであることから、作業場所には本業務

を管理する者又は従事する者以外が立ち入らないこと 

イ 業務内容 

委託者から渡される「犬の登録申請書・注射済票交付申込書」（以下、「個票」

という。）を次表の区分に従って分類を行う。 

区分 個票の内容 備考 

Ａ

登録番号欄に 5 桁以内の登録番号が

記載されているもの 

稀に 5 桁の左に当該年度を表す 30-の 3 文

字が記入されているものがあるが、その場

合は、Ｄ区分とする。 

登録番号の例：00123、0123、123 

Ｂ

登録番号欄に平成29年度以前の登録

を表す2桁―5桁の登録番号が記載さ

れているものであって、朱書き等で

変更内容が記載されているもの 

登録番号の例：29-01235、28-01236など 

Ｃ

登録番号欄に平成29年度以前の登録

を表す2桁―5桁の登録番号が記載さ

れているものであって、変更内容の
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記載がないもの 

Ｄ
登録番号欄が、空欄、未確認又は30-

の文字が記載されているもの 

ウ  参照マニュアル等 

別紙１ 仕分け整理作業マニュアル 

(2) 区分Ｄの個票の登録番号検索及び再仕分け 

ア  業務実施場所 

札幌市動物管理センター２階事務室 

イ  業務内容 

区分Ｄの個票について、データベースに登録がないか検索作業を行う。 

検索の結果、登録番号が判明した個票については、青ボールペンで個票に登録

番号を記入し、再度、Ａ～Ｃに仕分けを行う。 

なお、登録番号が判明しなかった個票については、青ボールペンで個票に「検

索したが不明」と記載の上、区分Ａとして取り扱う。 

ウ  参照マニュアル、その他 

別紙１ 仕分け整理作業マニュアル 

(3) 仕分け済み個票のデータ入力 

ア  業務実施場所 

札幌市動物管理センター２階事務室 

イ  業務内容 

上記(1)～(2)で仕分けした個票のうち、区分Ａ及び区分Ｂのデータベースへの

入力を実施する。なお、毎週の作業初日の業務開始前及び作業最終日の業務終

了後は、畜犬登録台帳システムのデータファイルが最新のものであることを、

動物管理センター職員の立会のもと確認し、双方で記録すること。 

ウ  作業時間 

祝日を除く、火曜日から金曜日までの午前 8時 45 分から午後 5時 15 分まで。

ただし、月曜日が閉庁日の場合は、翌火曜日は作業できない。 

（別添 予定表のとおり） 

エ  作業環境 

委託者は、デスクトップパソコン 2 台を受託業者専用に配置する。作業可能人

員数は最大2名 

オ  参照マニュアル等 

別紙２ 畜犬システム入力マニュアル（委託業者用） 

(4) 注射実施済みデータファイル作成 

ア  業務実施場所 

受託業者執務室内。個人情報を含むデータであることから、作業場所には本業

務を管理する者又は従事する者以外が立ち入らないこと 

イ  業務内容 

上記(1)～(2)で仕分けした個票のうち区分Ｃについて、畜犬登録台帳システムに
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差し込むためのデータファイルの作成を行う。データ入力の際は、入力者と確認

者を分け、確実に行うこと。作成したファイルは、委託者（発注課）から渡され

るＵＳＢメモリーに記録し、納期ごとに提出すること 

ウ  データファイルの形式 

(ｱ) ファイルの形式 

個票 1件当たり、半角英数32文字のテキストファイル 

(ｲ) テキストフォーマット 

登録番号 注射年月日 注票番号 獣医師番号 空白 

半角 7文字 半角 8文字 半角 5文字 半角 3文字 半角 9文字 

例：2901234 例：20180401 例：00001 例：000  

エ  参照マニュアル等 

別紙３ 畜犬登録台帳システムへの注射データ差込みについて 

(5) コールセンター受付死亡届入力 

ア  業務実施場所、作業時間及び作業環境 

上記(3) 仕分け済み個票のデータ入力に同じ 

イ  業務内容 

札幌市コールセンターで受け付けた登録済み畜犬の死亡処理を、畜犬登録台帳シ

ステムを操作して行う。 

ウ  参照マニュアル 

別紙２ 畜犬システム入力マニュアル（委託業者用）「死亡処理」 

(6) 入力済み個票等の返却 

ア  業務内容 

仕分け済み個票については、注射を行った担当獣医師番号ごとに束ね、動物管理

センター職員に返却すること。その他の紙媒体の書類については、動物管理セン

ター職員が渡した状態で返却すること。 

イ  返却の時期 

入力済みの個票等は、データ入力等に必要な期間が終了し次第、遅滞なく返却

すること。 

(7) 業務予定件数 

ア  予定件数 

約 65,830件（4月～12月分） 

イ  月別予定件数 

（件） 

4月分 19,690 5月分 20,900 6月分 12,850 

7月分 4,000 8月分 1,850 9月分 1,390 

10月分 1,240 11月分 2,620 12月分 1,290 

※個票仕分けの予定数量については、別紙４ 予定件数内訳参照 

※この予定数量は、過去の実績から算出したもので、本業務の履行に当たり保障す

るものではありません。 

５ 納期の厳守 

受託者は、受託した業務を委託者の指示する実施計画書、作業指示書等に基づき、指

定された期日までに完了しなければならない。 
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データ渡し予定日及び納期限 

データ データ渡し日 データ納期限 

4月分 6月中旬 7月 31日（火） 

5月分 6月下旬 8月 31日（金） 

6月分 7月下旬 9月 28日（金） 

7月分 8月下旬 10月 31日（水） 

8月分 9月下旬 11月 30日（金） 

9月分 10月下旬 12月 14日（金） 

10月分 11月下旬 1月 18日（金） 

11月分 12月下旬 2月 28日（木） 

12月分 1月中旬 3月 8日（金） 

６ 業務責任者 

(1) 業務責任者の選任

受託者は、受託業務を担当する従業員を指示監督し、業務遂行に関して委託者（発

注課）との連絡調整にあたる従業員を、業務責任者及び業務補助者として、受託業務

を担当する従業員の中から選任しなければならない。

(2) 業務責任者の報告 

受託者は、業務責任者を選任したとき又は変更した場合は、委託者（発注課）に対

し書面をもって報告するものとする。 

７ 業務報告及び業務完了届 

受託者は、業務内容のうち４(3)及び(5)の業務について、業務を実施した日ごとに「業

務報告書（様式1～3）」を提出すること。 

また、月ごとに業務完了届を提出すること。 

８ 業務未完了の報告 

受託者は、指定された期日までに業務が完了しないことが明らかになった場合は、遅

滞なくその旨を委託者（発注課）に報告し、指示を受けなければならない。 

９ 委託料の算出と支払 

各契約単価に入力件数を乗じ、各々算出された金額を合計した金額を、当該月分の委

託料とする。その際、１円未満の端数は、各算出額を合計した後に切捨てるものとする。 

ただし、受託者が前項の完了届を提出し、委託者（発注課）の完了検査に合格したと

き、受託者は支払請求書を提出できるものとする。 

10 データ（個人情報等）の管理 

(1) 目的外利用、第三者への提供の禁止 

受託者は、データ（個人情報等）の管理を徹底して行い、受託業務の目的以外に使

用、または第三者に提供してはならない。 

(2) 複製等の禁止 

受託者は、委託者（発注課）から預託されたデータ等を、委託者（発注課）の指示
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なく無断で複写し、または複製してはならない。 

(3) データの保護及び管理に関する覚書の作成 

データの保護及び管理については、別途覚書にてこれを定める。 

11 瑕疵担保の特約 

(1) 受託者は、成果物の検査終了後、90 日以内において成果物に瑕疵が判明した場合、

委託者の指定する期間内に業務のやり直し、または補正その他の措置を講じなけれ

ばならない。 

(2) 成果物の瑕疵により、委託者（発注課）がやむを得ずその費用を負担し、業務のや

り直し、または補正その他の措置を講じた場合には、受託者は委託者（発注課）に

対して損害賠償を支払わなければならない。 

12 環境負荷の低減 

業務の遂行に当たって、札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、紙の使用量の削

減、再生紙の利用促進等環境負荷の低減及び従業員の周知教育に努めること。 

13 協議

この仕様書に定めていない事項については、双方協議のうえこれを決定すること。 


