
 

 

 

 

令和３年度保険料軽減特例の見直しに関するお知らせリーフレット作成等業務委託仕様書 

 

１ 業務の名称 

 令和３年度保険料軽減特例の見直しに関するお知らせリーフレット作成等業務委託 

 

２ 業務委託期間 

  業務委託期間 契約締結日から令和３年６月１４日まで 

 

３ 業務委託内容 

（１）リーフレット作成 

  ① 委託者の提供するデータを基に、受託者がレイアウトやデザインを修正し、原案を作成する。 

  ② 原案を基に校正は２回以上行う。 

  ③ 作成部数は２８６，０００部とする。 

（２）リーフレットの納品 

  ① 納品先は、委託者が指定する数量、予定納品先（別紙）で区分けして納品すること。 

② 受託者は、業務完了後すみやかに完了報告書を作成の上、期限内の納品が確認できる資料（担当者

による受領証）を準備の上、広域連合において完了検査を受けるものとする。 

 

４ リーフレットの仕様 

（１）大きさ：Ａ４判サイズ（片面印刷） 

（２）紙 質：マットコート紙、７０kg 

（３）カラー：フルカラー 

（４）その他：印刷完了後、折なしで納品 

 

５ 留意事項 

（１）関係法令を始め、特許等において配慮すべき点が存在する場合は、受託者により調整し、その責を負

うこと。 

（２） 本業務の開始にあたっては、業務が整然かつ速やかに進行するように万全の体制を整え実施すること。 

（３）受託者は、本業務で作成する各リーフレット等について破損等事故のないよう適正に管理すること。

万一、事故が生じたときは直ちに委託者に報告し、指示に従うこと。 

   後日、その状況等を書面により報告すること。 

（４）本仕様書に明示なき事項及び疑義が生じた場合は、委託者受託者双方の協議により業務を進めるもの

とする。 
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令和３年度保険料軽減特例の見直しに関するお知らせリーフレット納品一覧表 (別紙)

数量

ﾘｰﾌﾚｯﾄ
A4片面：1枚

郵便番号 担当課 住所

1 鹿児島市 84,680 〒891-0122 株式会社プロゴワス 鹿児島市南栄三丁目一番四
2 鹿屋市 16,870 〒865-0023 トッパン・フォームズ西日本(株)九州工場 熊本県玉名市大倉四三六番地
3 枕崎市 4,650 〒898-8501 枕崎市役所　健康課 枕崎市千代田町二七番地
4 阿久根市 5,170 〒899-1696 阿久根市役所　健康増進課 阿久根市鶴見町二〇〇番地
5 出水市 9,670 〒899-0292 出水市役所　市民生活課 出水市緑町一番三号
6 指宿市 8,870 〒865-0023 トッパン・フォームズ西日本(株)九州工場 熊本県玉名市大倉四三六番地
7 西之表市 3,250 〒891-3193 西之表市役所　健康保険課 西之表市西之表七六一二番地
8 垂水市 3,620 〒891-2192 垂水市役所　市民課 垂水市上町一一四番地
9 薩摩川内市 17,210 〒865-0023 トッパン・フォームズ西日本(株)九州工場 熊本県玉名市大倉四三六番地
10 日置市 9,390 〒899-2592 日置市役所　健康保険課 日置市伊集院町郡一丁目一〇〇番地
11 曽於市 8,550 〒899-8692 曽於市役所　保健課 曽於市末吉町二之方一九八〇番地
12 霧島市 18,510 〒899-4394 霧島市役所　保険年金課 霧島市国分中央三丁目四五番一号
13 いちき串木野市 5,850 〒896-8601 いちき串木野市役所　健康増進課 いちき串木野市昭和通一三三番地一
14 南さつま市 8,060 〒897-8501 南さつま市役所　保健課 南さつま市加世田川畑二六四八番地
15 志布志市 6,210 〒899-7492 志布志市役所　保健課 志布志市有明町野井倉一七五六番地
16 奄美市 6,670 〒865-0023 トッパン・フォームズ西日本(株)九州工場 熊本県玉名市大倉四三六番地
17 南九州市 8,380 〒897-0215 南九州市役所　健康増進課 南九州市川辺町平山三二三四番地
18 伊佐市 6,290 〒895-2511 伊佐市役所　市民課 伊佐市大口里一八八八番地
19 姶良市 13,060 〒899-5492 姶良市役所　保険年金課 姶良市宮島町二五番地
20 三島村 80 〒892-0821 三島村役場　民生課 鹿児島市名山町一二番一八号
21 十島村 110 〒892-0822 十島村役場　住民課 鹿児島市泉町一四番一五号
22 さつま町 5,200 〒895-1803 さつま町役場　保健福祉課 薩摩郡さつま町宮之城屋地一五六五番地二
23 長島町 2,160 〒899-1498 長島町役場　町民保健課 出水郡長島町鷹巣一八七五番地一
24 湧水町 2,360 〒899-6192 湧水町役場　健康増進課 姶良郡湧水町湧水町木場二二二
25 大崎町 2,860 〒899-7305 大崎町役場　保健福祉課 曽於郡大崎町仮宿一〇二九番地
26 東串良町 1,500 〒893-1693 東串良町役場　福祉課 肝属郡東串良町川西一五四三番地
27 錦江町 2,080 〒893-2392 錦江町役場　保健福祉課 肝属郡錦江町城元九六三番地
28 南大隅町 2,210 〒893-2501 南大隅町役場　町民保健課 肝属郡南大隅町根占川北二二六番地
29 肝付町 3,780 〒893-1207 肝付町役場　健康増進課 肝属郡肝付町新富九八番地
30 中種子町 1,920 〒891-3692 中種子町役場　町民保健課 熊毛郡中種子町野間五一八六番地
31 南種子町 1,220 〒891-3792 南種子町役場　保健福祉課 熊毛郡南種子町中之上二七九三番地一
32 屋久島町 2,290 〒891-4404 屋久島町役場　健康長寿課 熊毛郡屋久島町小瀬田八四九-二〇番地
33 大和村 360 〒894-3192 大和村役場　保健福祉課 大島郡大和村大和浜一〇〇番地
34 宇検村 440 〒894-3392 宇検村役場　保健福祉課 大島郡宇検村湯湾九一五番地
35 瀬戸内町 1,760 〒894-1592 瀬戸内町役場　保健福祉課 大島郡瀬戸内町古仁屋船津二三番地
36 龍郷町 1,180 〒894-0192 龍郷町役場　町民税務課 大島郡龍郷町浦一一〇番地
37 喜界町 1,520 〒891-6292 喜界町役場　保健福祉課 大島郡喜界町大字湾一七四六番地
38 徳之島町 1,780 〒891-7101 徳之島町役場　健康増進課 大島郡徳之島町亀津七二〇三番地
39 天城町 1,160 〒891-7692 天城町役場　けんこう増進課 大島郡天城町平土野二六九一番地一
40 伊仙町 1,430 〒891-8293 伊仙町役場　地域福祉課 大島郡伊仙町伊仙一八四二番地
41 和泊町 1,250 〒891-9192 和泊町役場　保健福祉課 大島郡和泊町和泊一〇番地
42 知名町 1,220 〒891-9295 知名町役場　保健福祉課 大島郡知名町知名三〇七番地
43 与論町 1,070 〒891-9301 与論町役場　町民福祉課 大島郡与論町茶花三二番地一

44 広域連合 100 〒890-0064 鹿児島県後期高齢者医療広域連合事務局
鹿児島市鴨池新町七番四号
(鹿児島県市町村自治会館二階)

286,000

№ 市町村名

納品先

計 ※納品箇所…44箇所(納品先は、変更する場合がある）
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