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業務委託仕様書

１ 業務委託名

児童虐待防止のためのＳＮＳ相談に関する業務委託

２ 業務の委託者

秋田県知事 佐竹 敬久 担当課：地域・家庭福祉課

３ 業務の目的

児童虐待防止の観点から、子どもや保護者の悩みをいち早くキャッチし、児童虐待に

至る手前で対応できるよう、現代の若者や子育て世代の主要コミュニケーションツール

であるＳＮＳを活用した相談窓口を開設するものです。

４ 業務委託期間

契約締結の日から令和５年３月３１日までとします。この期間における業務は次のと

おりです。

（１）児童虐待防止のためのＳＮＳ相談に関する業務（以下「ＳＮＳ相談業務」と表記

します。）開始に向けた次に掲げる準備業務

① 「７ ＳＮＳ相談業務の体制」の構築

② 「８ ＳＮＳ相談業務の設備環境構築及び相談支援システム操作方法習得」

③ 「10 ＳＮＳ相談業務の周知」の実施

相談業務の開始は令和５年４月１日を予定しています。

このため、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの契約を別途締結

する予定としています。ただし、令和５年度歳入歳出予算において本業務委託

契約に係る金額に関して減額または削除があった場合には、契約を締結しない

場合があります。この際に生じた受託者の損害の賠償はありません。

５ 経費

（１）金額

① 総額（契約締結の日から令和６年３月３１日まで）

７，９４８，１３８円以内（消費税及び地方消費税を含む）

② 契約締結の日から令和５年３月３１日まで

１，０６４，４７０円以内（消費税及び地方消費税を含む）

③ 令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

６，８８３，６６８円以内（消費税及び地方消費税を含む）

（２）経費見積書は「（１）① 総額」に示す金額を上回らない範囲で積算してください。
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６ ＳＮＳ相談業務

ＳＮＳ相談業務は次のとおりです。

（１）ＳＮＳ相談業務で利用するシステム

厚生労働省が構築した「虐待防止のためのＳＮＳ相談支援システム」（以下、「相

談支援システム」と表記します。）を利用し実施します。

（２）相談者

秋田県内にお住まいの児童及びその保護者や関係者となります。

（３）相談内容

① 主として、児童虐待に関する相談または児童虐待につながるおそれのある子育

てに関する相談となります。

② ただし、育児や子育ての不安、しつけ、不登校など、子育て家庭における相談

全般についても対応してください。

（４）相談期間及び相談時間

① 月曜日から土曜日(日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、８月１

３日から８月１５日まで、及び１２月２９日から１月３日までを除く）の、毎日

午前９時から午後６時までとします。

② 相談時間内に開始した相談は、原則として相談が終了するまで対応することと

します。

（５）相談期間外及び相談時間外（以下「時間外」と表記します。）の対応

時間外にあった相談については、直後の相談開始時に速やかに対応してください。

なお、時間外には自動応答によりその旨が相談者へ通知されます。

（６）相談実施場所等

① 相談内容が外部に漏れることのないよう適切な部屋を用意してください。

② 実施場所の所在地は日本国内とします。（秋田県内である必要はありません。）

（７）相談への対応

① 児童相談所運営指針（旧厚生省通知）第５節「職員の資格・研修等」の３「職

員の専門性」に示されている事項を参照し、特に次の点に配慮してください。

（ア）相談者に安心感を持ってもらえる態度や言葉遣いを意識し、今後に向けての

不安を解消できるよう、丁寧に説明することを心がけてください。

（イ）子どもの安心・安全のために何をすべきかを常に考え、子ども最善の利益を

優先してください。

（ウ）継続的な支援が必要と思慮されるときは、相談者が適切な機関と繋がりを持

てるよう誘導に努めてください。

② 児童虐待の疑いのある相談を受けたときは、相談者を１８９（児童相談所虐待

対応ダイヤル）へ誘導し、速やかに児童相談所へ繋げるよう努めてください。
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７ ＳＮＳ相談業務の体制

ＳＮＳ相談業務を円滑に実施できる体制を次のとおり構築してください。

（１）スタッフの配置及び役割

① 業務責任者

（ア）ＳＮＳ相談業務を円滑に実施・運営するため、業務遂行に必要となるスキル

（相談対応、業務管理、連絡調整、研修企画等）を有し、かつ、次に掲げる児

童福祉法第１３条第３項各号のいずれかに該当する方を１人以上配置してくだ

さい。

（ⅰ）都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成す

る学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を

修了した方

（ⅱ）学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教

育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業

した方（当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程

を修了した方を含む。）であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以

上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行

う業務に従事したもの。

（ⅲ）医師

（ⅳ）社会福祉士

（ⅴ）精神保健福祉士

（ⅵ）公認心理師

（ⅶ）社会福祉主事として二年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚生労

働大臣が定める講習会の課程を修了したもの。

（ⅷ）前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚

生労働省令で定めるもの。

（イ）業務責任者は、業務遂行に支障のない範囲内で他の事業を兼務しても構いま

せん。

（ウ）業務責任者は、実施・運営の総括、下記②に記載の相談員に対する指導・助

言、委託者や関係機関との連絡調整を適切に行ってください。

② 相談員

（ア）ＳＮＳ相談業務に適切に対応できるスキルを有し、かつ、次に掲げる児童福

祉法第１３条第３項各号のいずれかに該当する方を１名配置してください。

（ⅰ）都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成す

る学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を

修了した方
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（ⅱ）学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教

育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業

した方（当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程

を修了した方を含む。）であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以

上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行

う業務に従事したもの。

（ⅲ）医師

（ⅳ）社会福祉士

（ⅴ）精神保健福祉士

（ⅵ）公認心理師

（ⅶ）社会福祉主事として二年以上児童福祉事業に従事した者であつて、厚生労

働大臣が定める講習会の課程を修了したもの。

（ⅷ）前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚

生労働省令で定めるもの。

（イ）相談員は、常勤かつ専任とします。

（ウ）相談員は、相談者からの相談に適切に遅滞なく返信を行ってください。

（エ）相談員は、ＳＮＳ等を活用した相談または電話相談の知識と経験を有する方

とします。

（オ）相談員の就業時間（週４０時間）を超える日時または休暇等により相談員不

在となる日時には、業務責任者または相談員と同等のスキルのある方により対

応してください。

（２）スタッフ名簿等の提出

相談業務開始日の１５日前となる令和５年３月１７日までに人選を終え、経歴書

とともにスタッフ名簿を提出してください。

８ ＳＮＳ相談業務の設備環境構築及び相談支援システム操作方法習得

（１）ＳＮＳ相談業務を円滑に実施するうえで必要となる設備や環境を次のとおり構築

してください。受託者自ら構築することが困難な場合は、１１「再委託」（２）に

より第三者に再委託することができます。

① 相談支援システムにアクセスできるパソコンをリース方式等により用意して

ください。

相談支援システムは Microsoft 社の PowerApps で構築しているため動作環境は

《用語解釈》

常勤…週４０時間の就業時間を通じ、常にＳＮＳ相談業務業務に従事します。

専任…ＳＮＳ相談業務従事中は、他業務との掛け持ちをせずＳＮＳ相談業務のみに

従事します。
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PowerApps に準拠となります。PowerApps の動作環境は次のとおりです。

《参考》相談者側の動作環境

② 用意するパソコンは、相談内容が外部に漏れることのないようセキュリティ対

策を講じてください。

③ 相談支援システムとのデータ送受信に支障の無い通信環境を用意してくださ

い。

④ 相談支援システムとの接続に必要となるログインＩＤ取得等の手続きは委託

者が行いますので、接続確認及び動作確認を実施してください。

（２）相談支援システムの操作方法を次の方法により習得してください。

① 委託者が用意する操作説明に関する資料熟読及び動画視聴

② 委託者が指定する先行実施自治体等へ出向き実践状況を視察

※視察先は東北管内で１名派遣を予定

９ ＳＮＳ相談業務の記録及び報告

ＳＮＳ相談業務の記録及び報告を次のとおり行ってください。

（１）一日単位で次の内容を記した業務日誌を翌日までに委託者へ提出してください。

① 相談時間（延べ）

② 相談件数（実人員）

③ 相談回数（延べ）

④ 児童虐待相談対応件数（実人員）

⑤ その他特記事項

（２）全期間にわたる相談記録を、業務委託最終日に委託者へ提出してください。

ＯＳ Windows10

※Windows11 では動作環境は保障されていません。

Ｗｅｂブラウザ Google chrome96 以降

Microsoft Edge96 以降

モニター解像度 1920×1080 を推奨

拡大縮小とレイアウト 100％を推奨

ブラウザの表示 100％を推奨

ＯＳ ios13 以降

Android7 以降

ブラウザ Safari

Google chrome96

ＳＮＳアプリ LINE
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① 日別相談時間（相談時間は延べ時間）

② 日別相談件数（実人員）

③ 日別相談回数（相談回数は延べ回数）

④ 日別児童虐待相談対応件数（実人員）

⑤ 主な相談事例

⑥ 相談内容の分析（ＳＮＳ相談業務の課題とそれに対する提言）

⑦ その他特記事項

10 ＳＮＳ相談業務の周知

ＳＮＳ相談業務の周知を、次の手法を用い実施してください。受託者自ら実施するこ

とが困難な場合は、１１「再委託」（２）により第三者に再委託することができます。

（１）Google または Yahoo によるＷｅｂ広告その他の効果的な手法を用い、相談者へ周

知してください。

周知のポイントは次のとおりです。

① 令和５年４月１日から相談業務開始

② 相談支援システムの利用方法を解りやすく視覚的に伝える

11 再委託

（１）受託者は、「６ ＳＮＳ相談業務」に掲げる業務、「７ ＳＮＳ相談業務の体制」

に掲げる人員配置、及び「９ ＳＮＳ相談業務の記録及び報告」の業務について、

第三者に再委託し、又は請け負わせてはいけません。

（２）受託者は、（１）に掲げる業務以外の業務について第三者に再委託することがで

きますが、その場合は再委託先の概要と責任者を明記し、再委託する業務の内容を

事前に書面にて提出して委託者の承認を得てください。

（３）受託者は、（２）により再委託する場合には、秋田県内に主たる営業所を有する

ものの中から再委託先の相手方を選定するよう努めてください。

12 業務の履行に関する措置

（１）委託者は、本業務委託（再委託した場合を含む）の履行について、著しく不適当

と認められるときは、受託者に対してその理由を明示した書面を求め、必要な措置

をとるべきことを要求する場合があります。

（２）受託者は、（１）の要求があったときは、当該要求に係る事項について決定し、

その結果を要求のあった日から１０日以内に、委託者に書面で提出するものとしま

す。
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13 権利の帰属

（１）本業務委託の遂行により生じた著作権（著作権法第２７条及び第２８条に定めら

れた権利を含む。）及び所有権は、すべて委託者に帰属するものとします。

（２）受託者は委託者の承諾無しに、デザインを他に流用することができないものとし

ます。

14 機密の保持

（１）本業務委託（再委託した場合も含む）を実施するにあたり、業務上知り得た情報

の開示、漏洩、又は本業務以外の用途に使用してはなりません。また、そのための

必要な措置を講じてください。

（２）受託者の責任に起因する情報の漏洩等により損害が発生した場合は、それに伴う

弁済等の措置はすべて受託者が負担することとします。

（３）この項目について、受託者は、契約期間終了後においても同様とします。

15 個人情報の取り扱い

（１）本業務委託の実施にあたり、相談者のプライバシーが十分保護されるよう配慮し

てください。

（２）相談者の個人情報保護に十分配慮してください。

（３）ＳＮＳ相談業務で使用するパソコンや出力した帳票等は、相談実施場所から持ち

出してはいけません。

16 その他

（１）本業務委託が完了するまでの間、進捗状況の報告や発生する課題の協議・解決等

に関し必要の都度、双方協議しながら進めますので、常に協議可能な体制を整えて

ください。

（２）その他、この仕様書に定めのない事項については、双方協議の上、決定するもの

とします。


