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仕様書 

   

１．件名 

  平成２７年度消費税の転嫁拒否等に関する調査に係るコールセンター業務 

 

２．事業目的等 

公正取引委員会及び中小企業庁は、商品又はサービス（役務）を供給している事業者

が、取引先法人事業者から消費税の転嫁拒否等の、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保

のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（以下「消費税転嫁

対策特別措置法」という。）上問題のある行為を受けていないかの実態を把握し、問題と

なる行為の是正につなげるための書面調査を実施することとしている。 

本業務は、対象事業者（公正取引委員会、中小企業庁又は税務署から調査票の郵送を

受けた又はこれら官庁のウェブサイトから調査票を入手した、法人事業者又は個人事業

者のことをいう。以下同じ。）からの電話による問い合わせ（質問、照会、苦情等の一切

をいう。以下同じ。）を受け付けるコールセンターを設置し、当該問い合わせに対する迅

速かつ的確な処理を行うためのものである。 

 

３．受託者させる業務の概要 

⑴ 業務の範囲 

対象事業者からの問い合わせの受付・処理 

 

⑵ 業務の実施期間等 

ア コールセンターの開設日（実施期間） 

平成２７年５月１日から平成２８年３月３１日までの各日とする（土日祝日及び

平成２７年１２月 29日から平成２８年１月３日の間を除く。以下「営業日」という。）。 

イ 営業日における対応時間 

各営業日の９時から 18時までとする（以下「営業時間」という。）。 

 

４．受託者させる業務の内容 

⑴ 営業時間内に法人事業者から受け付けた問い合わせの処理 

⑵ 営業時間内に個人事業者から受け付けた問い合わせの処理 

（参考）想定される問い合わせの内容 

○ 調査の趣旨、回答の要否、回答用紙への記入方法等の確認・照会 

○ 企業名、住所変更及び廃業等の申出 

○ 意見、要望、苦情等の申出 

○ 書面調査以外の問い合わせに関する窓口の案内 等 
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５．受託者に対する監督及び検査 

本業務のうち、法人事業者からの問い合わせに係る部分の受託者に対する監督及び検

査は、公正取引委員会事務総局取引部取引企画課消費税転嫁対策調査室（以下「公正取

引委員会消費税転嫁対策調査室」という。）の担当者が行い、その他の事務は中小企業庁

事業環境部消費税転嫁対策室（以下「中小企業庁消費税転嫁対策室」という。）の担当者

が行う。 

 

６．受託者させる業務の実施体制等 

⑴ 実施体制 

ア 受託者は、本業務を実施するために必要な電話設備環境等の設備及び場所を手配

し、「公正取引委員会・中小企業庁照会センター」の名称を用いて業務に当たること。

この業務は、ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社の「ひかりライン」の電話設備

を使用して行うこと。 

   

イ 受託者は、ナビダイヤル番号については中小企業庁保有のものを使用し、法人向

け調査は、０５７０－０５０－５１０を、個人事業者向け調査には、０５７０－７

８３－７３１を使用のこと。 

  なお、本業務の実施期間を通じ自動音声応答システムを導入すること。受託者は、

①営業時間内、②営業時間外の間のそれぞれについて、法人事業者からの問い合

わせに係る自動音声応答システム応対フロー及びガイダンス内容を公正取引委員

会消費税転嫁対策調査室の担当者との協議に基づき作成の上、当該内容によるガ

イダンスを行い、また、個人事業者からの問い合わせに係る自動音声応答システ

ム応対フロー及びガイダンス内容を中小企業庁消費税転嫁対策室の担当者との協

議に基づき作成の上、当該内容によるガイダンスを行うこと。 

   

ウ 受託者は、本業務を円滑かつ一元的に実施するため、営業日における営業時間中

は欠かさず、次の(ｱ)から(ｳ)の体制を維持すること（いずれもコールセンター設置場所

に常駐させる体制とする。交代制勤務可。）。また、受託者は、本業務全体を統括す

る管理責任者（以下「マネージャー」という。）を通じ、中小企業庁消費税転嫁対策

室の担当者及び公正取引委員会消費税転嫁対策調査室の担当者と緊密な連携を図ら

ねばならない。この連携が期待できないと担当者のいずれかが判断し、マネージャ

ーの変更を求めた場合は、受託者は速やかに対応しなければならない。 

(ｱ) 対象事業者からの問い合わせに直接対応し処理する者（以下「オペレーター」

という。）を、営業時間中は常時別紙１及び別紙２に記載の数置くこと。オペレー

ターは、オペレーター業務の経験を有する等問い合わせを処理できる電話対応スキ
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ルを持ち、後記７⑵の研修を経た者を充てるものとする。 

(ｲ) 主体的に又はオペレーターからの相談、エスカレーション（以下、エスカレー

ションという。）等に応じ的確な指示・指導を行う者（以下「スーパーバイザー」

という。）を、営業時間中は常時別紙１及び別紙２に記載の数置くこと。スーパー

バイザーは、苦情処理を含むオペレーター業務の経験が豊富にあり、後記７⑵の

研修を経た者を充てるものとする。 

なお、スーパーバイザーは、調査対象事業者からの問い合わせへの直接対応は

原則として行わないものとする（オペレーターにおいて対応困難な苦情処理をす

る場合を除く。）。 

(ｳ)  営業時間中は常時マネージャー１名を置くこと。マネージャーは、本業務と同

程度のコールセンター業務のマネージャーとしての経験を有し、主体的に又はスー

パーバイザーからの相談等に応じ的確な指示・指導を行う等、本業務を円滑に遂

行・管理できる者であって、後記７⑵の研修を経た者を充てるものとする。 

  なお、マネージャーは、調査対象事業者からの問い合わせへの直接対応は原則

として行わないものとする（スーパーバイザーにおいて対応困難な苦情処理をす

る場合を除く。）。 

エ(ｱ) オペレーターは、問い合わせに対して、正確、迅速かつ丁寧に対応し、問い合

わせを受け付ける都度、受付日時、企業番号（法人事業者からの問い合わせを受

け付ける着信専用電話番号で受け付けたものに限る。）、問い合わせ者の氏名及び

電話番号、問い合わせ内容、回答内容等の概要を対応記録簿に記録しなければな

らない。ただし、オペレーターで処理できないものについては、オペレーターの

応対の詳細を対応記録簿に記録した上で、スーパーバイザーに即時相談し又は対

応等を求め（以下「エスカレーション」という。）なければならない。 

 

(ｲ) スーパーバイザーは、オペレーターからの相談又はエスカレーションには即時

対応し、的確に処理し、当該処理の内容を対応記録簿に記録しなければならない。

ただし、スーパーバイザーで処理できないものについては、スーパーバイザーの

応対の詳細を対応記録簿に記録した上で、マネージャーに即時相談し又はエスカ

レーションをしなければならない。 

 (ｳ) マネージャーは、スーパーバイザーからの相談又はエスカレーションには即時対

応し、的確に処理し、当該処理の内容を対応記録簿に記録しなければならない。た

だし、マネージャーで真に処理できないものについては、対応記録簿の内容を転記

するなどしてエスカレーション案件受付票を作成し、対応記録簿及びエスカレーシ

ョン案件受付票にマネージャーの応対の詳細を記録した上で、同受付票を添付した

メールを送付する方法により、法人事業者向けの着信専用電話番号で受け付けたも

のについては公正取引委員会消費税転嫁対策調査室の担当者に、また、個人事業者
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向けの着信専用電話番号で受け付けたものについては、中小企業庁消費税転嫁対策

室の担当者に、遅滞なく相談し又はエスカレーションをしなければならない。 

   (ｴ) 本業務を円滑に実施するため、マネージャー、スーパーバイザー及びオペレー

ター間の情報伝達の迅速化・共有化を図り、本業務の受託期間中を通じノウハウの

向上に努めること。   

オ 中小企業庁消費税転嫁対策室の担当者は、受託者に対し、調査票又は督促状の発

送日及び発送数を、確定（変更）次第随時連絡するものとする。受託者は、この決

定内容に異議を述べることはできない。 

カ 受託者が各営業日において設置すべき回線数、置くべきオペレーターの数及びス

ーパーバイザーの数は、別紙１及び別紙２のとおりとする。ただし、うち「担当者

と協議」とあるものについては、入札説明会で教示する過去実績及び、本業務開始

後のナビダイヤルのトラヒックレポート（以下「トラヒックレポート」という。）の

状況を参考としつつ、可能な限り放棄呼率を低減すること及び１週間の応答率（営

業時間内におけるナビダイヤル着信数から放棄呼数を減じた数をいう。以下同じ。）

の平均が 90パーセント以上となることを目標値とし、この目標値の達成が見込める

だけの体制を整備するものとする。この整備に当たっては、法人事業者からの問い

合わせに係る体制については公正取引委員会消費税転嫁対策調査室の担当者と、ま

た、個人事業者からの問い合わせに係る体制については中小企業庁消費税転嫁対策

室の担当者と事前に協議すること。 

また、受託者は、問い合わせ件回線数が急増し又は急増が見込まれる場合には、

法人事業者からの問い合わせに係る体制については公正取引委員会消費税転嫁対策

調査室の担当者と、また、個人事業者からの問い合わせに係る体制については中小

企業庁消費税転嫁対策室の担当者と協議の上、回線数又はオペレーター及びスーパ

ーバイザーの数を速やかに増加させるなど、前記目標値を達成できるよう都度柔軟

に対応しなければならない。 

キ 受託者は、当週末営業日の前日までに翌週各営業日の回線、オペレーター及びス

ーパーバイザーの数を記入した業務体制表を作成し、法人事業者からの問い合わせ

に係る体制については公正取引委員会消費税転嫁対策調査室の担当者に、また、個

人事業者からの問い合わせに係る体制については中小企業庁消費税転嫁対策室の担

当者に、当週末営業日までに了解を得ておかなければならない。 

ク 受託者は、各営業日の正午を目処に、前日分のトラヒックレポートを入手し、前

営業日の回線数、オペレーター及びスーパーバイザーの数、ナビダイヤル着信数、

放棄呼数、応答率、自動音声応答システムのガイダンス内容別処理件数、オペレー

ターの応答数（応答記録簿の件数）及びエスカレーション案件受付票の作成件数を

取りまとめて日報を作成し、法人事業者からの問い合わせ分に係るトラヒックレポ

ート、日報及び応答記録簿については公正取引委員会消費税転嫁対策調査室の担当
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者及び中小企業庁消費税転嫁対策室の担当者に、また、個人事業者からの問い合わ

せ分に係るトラヒックレポート、日報及び応答記録簿については中小企業庁消費税

転嫁対策室の担当者に、メール等の方法を用いて速やかに提出すること。 

ケ 受託者は、前週初営業日から同週末営業日までの日報をとりまとめて週報を作成

し、法人事業者からの問い合わせ分に係る週報については公正取引委員会消費税転

嫁対策調査室の担当者に、また、個人事業者からの問い合わせ分に係る週報につい

ては中小企業庁消費税転嫁対策室の担当者に、メール等の方法を用いて当週初営業

日に提出すること。 

コ 受託者は、前月初営業日から同月末営業日までの日報をとりまとめて月報を作成

し、法人事業者からの問い合わせ分に係る月報については公正取引委員会消費税転

嫁対策調査室の担当者に、また、個人事業者からの問い合わせ分に係る月報につい

ては中小企業庁消費税転嫁対策室の担当者に、メール等の方法を用いて当月初営業

日にメール等の方法を用いて提出すること。 

サ 受託者は、前記コの月報の全てをとりまとめて累計報告書を作成し、法人事業者

からの問い合わせ分に係る累計報告書については公正取引委員会消費税転嫁対策調

査室の担当者に、また、個人事業者からの問い合わせ分に係る累計報告書について

は中小企業庁消費税転嫁対策室の担当者に、メール等の方法を用いて履行期限内に

提出すること。 

 

７．研修等 

⑴ 公正取引委員会消費税転嫁対策調査室の担当者及び中小企業庁消費税転嫁対策室の

担当者は受託者に対し、本業務の参考となる資料等の提供及び消費税転嫁対策特別措

置法、書面調査及び本業務の概要等を説明する。 

なお、この説明はマネージャーが受けることが望ましい。 

⑵ 受託者は、前記⑴の説明を受けた後速やかに、オペレーター、スーパーバイザー及

びマネージャーに対し、本業務従事前に研修を行い、本業務を円滑に実施するために

必要な知識・技術等を付与しなければならない。 

この研修に当たっては、業務の実施場所、マネージャーの氏名及び連絡先を含む業

務体制表（ひな形）及び応対マニュアルを含む研修資料を作成し、法人事業者からの

問い合わせ分に係る分については公正取引委員会消費税転嫁対策調査室の担当者に、

また、個人事業者からの問い合わせ分に係る分については中小企業庁消費税転嫁対策

室の担当者に提出し、あらかじめ了解を得ておかなければならない。 

⑶ 受託者は、本業務の実施過程において応対マニュアルの内容を変更・追加する場合

は、あらかじめオペレーター、スーパーバイザー及びマネージャーに対し、当該変更・

追加する内容を、あらかじめ周知しなければならない。 

この周知に当たっては、追加マニュアル等を作成し、法人事業者からの問い合わせ
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分に係る分については公正取引委員会消費税転嫁対策調査室の担当者に、また、個人

事業者からの問い合わせ分に係る分については中小企業庁消費税転嫁対策室の担当者

に提出し、あらかじめ了解を得ておかなければならない。 

⑷ 受託者は、業務体制表（ひな形）の内容を変更する必要が生じた場合は、変更の内

容及びその必要性、業務の引継が確実に行われること等を明記した書面を作成し、法

人事業者からの問い合わせ分に係る分については公正取引委員会消費税転嫁対策調査

室の担当者に、また、個人事業者からの問い合わせ分に係る分については中小企業庁

消費税転嫁対策室の担当者に提出し、あらかじめ了解を得ておかなければならない。 

 

８．納入物 

⑴ 法人事業者からの問い合わせに係る分 

業務完了報告書（前記６及び７で作成、記録又は入手した全ての紙媒体及び当該紙

媒体を格納した電子媒体〔CD-ROM〕を含む。）…２式 

⑵ 個人事業者からの問い合わせに係る分 

業務完了報告書（前記６及び７で作成、記録又は入手した全ての紙媒体及び当該紙

媒体を格納した電子媒体〔CD-ROM〕を含む。）…１式 

 

９．納入場所 

⑴ 法人事業者からの問い合わせに係る分 

 公正取引委員会消費税転嫁対策調査室及び中小企業庁消費税転嫁対策室 

⑵ 個人事業者からの問い合わせに係る分 

   中小企業庁消費税転嫁対策室 

 

10．履行期限  平成 28年３月 31日 

 

11．特記事項 

⑴ 本業務の実施に当たっては、消費税転嫁対策特別措置法、下請代金支払遅延等防止

法及び労働関係法令を遵守すること。 

⑵ 本業務の実施に当たっては、秘密の保持に留意し、漏洩防止のため万全の策を講じ

ること。その方策については、中小企業庁消費税転嫁対策室の担当者と事前協議を行

うこと。 

 

 

 

以上 
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発送回 

（参考１参照） 
期間 

設置すべき 

回線数 

営業時間中常時配置すべき数 

オペレーター スーパーバイザー 

法人第１回 

（調査票） 

Ａ期間   6回線以上   5名以上 

 1 名以上 Ｂ期間   4回線以上   3名以上 

Ｃ期間 担当者と協議 担当者と協議 

法人第２回 

（調査票） 

Ａ期間  18回線以上  15名以上  2 名以上 

Ｂ期間  10回線以上   8名以上 
 1 名以上 

Ｃ期間 担当者と協議 担当者と協議 

法人第３回 

（調査票） 

Ａ期間  24回線以上  20名以上  2 名以上 

Ｂ期間  12回線以上  10名以上 
 1 名以上 

Ｃ期間 担当者と協議 担当者と協議 

法人第４回 

（調査票） 

Ａ期間  96回線以上  80名以上  8 名以上 

Ｂ期間  48回線以上  40名以上  4 名以上 

Ｃ期間 担当者と協議 担当者と協議 担当者と協議 

法人第５回 

（調査票） 

Ａ期間 120回線以上 100名以上 10 名以上 

Ｂ期間  60回線以上  50名以上  5 名以上 

Ｃ期間 担当者と協議 担当者と協議 担当者と協議 

法人督促① 

＜督促状＞ 

Ａ期間 108回線以上  90名以上  9 名以上 

Ｂ期間  54回線以上  45名以上  5 名以上 

Ｃ期間 担当者と協議 担当者と協議 担当者と協議 

法人督促② 

＜督促状＞ 

Ａ期間 108回線以上  90名以上  9 名以上 

Ｂ期間  54回線以上  45名以上  5 名以上 

Ｃ期間 担当者と協議 担当者と協議 担当者と協議 

法人第６回 

（調査票） 

Ａ期間 120回線以上 100名以上 10 名以上 

Ｂ期間  60回線以上  50名以上  5 名以上 

Ｃ期間 担当者と協議 担当者と協議 担当者と協議 

法人督促③ 

＜督促状＞ 

Ａ期間 108回線以上  90名以上  9 名以上 

Ｂ期間  54回線以上  45名以上  5 名以上 

Ｃ期間 担当者と協議 担当者と協議 担当者と協議 

 

（注） 表中「期間」欄における「Ａ期間」とは各発送日の翌営業日から３営業日までの期間、

「Ｂ期間」とは各発送日の４営業日から６営業日までの期間、「Ｃ期間」とは各発送日の

７営業日から翌発送日（法人第６回にあっては平成 28 年３月 30日）までの期間をいう。 

 なお、表中「担当者」とは、公正取引委員会消費税転嫁対策調査室の担当者のことを

いう。 

別紙１ 

法人事業者からの問い合わせに係る受託者の体制 

 



8 

 

 

 

 

発送回 発送日 発送数 

法人第１回 

（調査票） 
平成 27 年４月 30 日  約 50,000 部 

法人第２回 

（調査票） 
平成 27 年５月 29 日  約 150,000部 

法人第３回 

（調査票） 
平成 27 年６月 19 日  約 71,500 部 

法人第４回 

（調査票） 
平成 27 年７月 24 日  約 759,000部 

法人第５回 

（調査票） 
平 成 27 年 ９ 月 １ 日 約 974,000部 

法人督促① 

＜督促状＞ 
平成 27 年 11 月６日  約 864,000部 

法人督促② 

＜督促状＞ 
平成 27 年 12 月４日  約 878,000部 

法人第６回 

（調査票） 
平 成 28 年 １ 月 ８ 日 約 982,000部 

法人督促③ 

＜督促状＞ 
平成 28 年３月 11 日 約 882,000部 

 

（注）１ 法人第３回（調査票）の回に限り、別件調査票を同封する。当該別件調査票の

問い合わせに係るコールセンターは、本業務とは別に設ける。 

   ２ 法人事業者向け調査票の回答期限は、各発送日の約１か月後である。 

なお、法人事業者向け調査票は、公正取引委員会及び中小企業庁のウェブサイ

トに、法人第１回（調査票）発送日頃以降年度末まで一式掲載する。 

   ３ 法人事業者に対しては督促状を発送する（督促状による回答期限は特に定めな

い。）。 

４ 法人事業者向け調査票・督促状の各発送日及び各発送数は変動することがある

が、柔軟に対応すること。 

（参考） 前回同様の調査（法人事業者向け書面調査）を行った際の発送数に対するコー

ルセンター対応率は、約 1.8 パーセントであった。 

 

 

参考１ 

法人事業者向け調査票・督促状の発送予定 
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発送回 

（参考２参照） 
期間 

設置すべき 

回線数 

営業時間中常時配置すべき数 

オペレーター スーパーバイザー 

個人第１回 

（調査票） 

Ａ期間 １００回線以上 １００名以上 １０名以上 

Ｂ期間  ６０回線以上  ５０名以上 ５名以上 

Ｃ期間 担当者と協議 担当者と協議 担当者と協議 

個人第２回 

（調査票） 

Ａ期間 １００回線以上 １００名以上 １０名以上 

Ｂ期間  ６０回線以上  ５０名以上  ５名以上 

Ｃ期間 担当者と協議 担当者と協議 担当者と協議 

個人第３回 

（調査票） 

Ａ期間 １００回線以上 １００名以上 １０名以上 

Ｂ期間  ６０回線以上  ５０名以上  ５名以上 

Ｃ期間 担当者と協議 担当者と協議 担当者と協議 

個人第４回 

（調査票） 

Ａ期間 １００回線以上 １００名以上 １０名以上 

Ｂ期間  ６０回線以上  ５０名以上  ５名以上 

Ｃ期間 担当者と協議 担当者と協議 担当者と協議 

（注） 表中「期間」欄における「Ａ期間」とは各発送日の翌営業日から３営業日までの期間、

「Ｂ期間」とは各発送日の４営業日から６営業日までの期間、「Ｃ期間」とは各発送日の

７営業日から翌発送日（個人第３回にあっては平成 28 年３月 30日）までの期間をいう。 

    なお、表中「担当者」とは、中小企業庁消費税転嫁対策室の担当者のことをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 

個人事業者からの問い合わせに係る受託者の体制 
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発送回 発送日 発送数 

個人第１回 

（調査票） 

平成 27年９～12月頃 

（日程調整中） 
約 900,000部 

個人第２回 

（調査票） 

平成 27年９～12月頃 

（日程調整中） 
 約 900,000部 

個人第３回 

（調査票） 

平成 27年９～12月頃 

（日程調整中） 
 約 900,000部 

個人第４回 

（調査票） 

平成 27年９～12月頃 

（日程調整中） 
 約 900,000部 

（注）１ 個人事業者向け調査票の回答期限は、各発送日の約１か月後である。 

なお、個人事業者向け調査票は、公正取引委員会、中小企業庁及び国税庁のウ

ェブサイトに、個人第１回（調査票）発送日頃以降年度末まで一式掲載する。 

   ２ 個人事業者に対しては、督促状を発送しない。 

３ 個人事業者向け調査票の各発送日及び各発送数は変動することがあるが、柔軟

に対応すること。 

（参考） 前回同様の調査（個人事業者向け書面調査）を行った際の発送数に対するコー

ルセンター対応率は、約 1.3 パーセントであった。 

 

参考２ 

個人事業者向け調査票の発送予定 

 


