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１ 委託名 

千葉市役所本庁舎窓口案内業務委託 

 

２ 概要 

本庁舎窓口案内カウンター（以下「案内カウンター」という。）において、市民・事業者

（以下「来庁者」という。）に対して本庁舎の案内を行う。また、即答可能な問い合わせにつ

いては回答を行う。 

 

３ 委託期間 

構築期間：令和４年９月１日～令和４年１１月３０日 

運用期間：令和４年１２月１日～令和９年１１月３０日 

 

４ 執務場所 

〒260-8722 千葉市中央区千葉港 1番 1号 千葉市役所本庁舎内 

 

５ 運用規模 

 業務毎の想定量に関しては、「別紙１_本庁舎窓口案内業務量実績（H29～R3）」を参照 

 

６ 業務内容 

 本委託業務の範囲は以下のとおりとする。 

（１）全体管理業務 

本委託全体の作業進捗状況等の整理及び指導・監督等を行うとともに、発注者への報告・

議事録の作成等を行う。 

ア 業務担当者 

 全体管理業務は必ず受託者が行うこととし、第三者に委託することは許可しない。 

イ プロジェクトマネジメント 

作業進捗状況等の監理及び各作業の指導・監督等を本委託契約期間中にわたって行うこ

と。 

ウ 業務実施計画の立案 

作業着手にあたり、稼働までの業務実施計画を立案すること。 

①委託契約締結後、速やかに業務実施計画書（以下「計画書」という。）を作成し、発注

者の承認を得ること。 

②本委託案件に関するスケジュールを作成し、計画書に記載すること。本仕様書の項目

別に各作業の内容及びスケジュールを明確にするとともに、作業間の相互関係を明示

すること。 

③本委託案件に関する運用体制を定め、計画書に記載すること。各業務の責任者を定

め、それぞれの連絡先（電話番号、メールアドレス、緊急連絡先）を明示すること。 
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④計画書作成・提出後、同計画に変更を加える必要がある場合には、発注者の承認を得

たうえで計画を変更し、当該計画書を再提出すること。 

エ 進捗状況の報告 

「８報告要件」のとおり、作業進捗状況の報告を行うこと。 

オ 打ち合わせ管理及び打ち合わせ記録の作成 

①発注者と打ち合わせを行う際には、打ち合わせを円滑に進行できるよう、各業務の専

門家でなくても理解ができる分かりやすい資料の作成、および効率的な司会進行に努

めること。 

②発注者との打ち合わせ後には、打ち合わせでの決定事項・宿題事項などをまとめた議

事録を速やかに提出し、発注者の了承を得ること。 

カ 課題管理 

①業務中・打ち合わせ等で発生した検討課題は、課題管理表を作成し適切に管理するこ

と。 

②課題管理表には、課題内容、検討すべき事項、担当者、締切等を明記することとし、

その書式は受託者が案を作成のうえ、発注者と協議し決定すること。 

 

（２）本庁舎窓口案内業務等 

受託者は、本庁舎受付カウンターにオペレータ及びスーパーバイザー（以下「応対要員」

という。）を配置し、以下のとおり業務を行うこと。 

ア 案内カウンターでの来庁者案内対応 

 応対言語は原則、日本語とする。なお、外国語話者が来庁した場合は、公益財団法人千

葉市国際交流協会とのインターネット通話等による三者通話による案内を実施すること、

又は千葉市国際交流協会に通訳支援を依頼すること。 

イ 即答可能な問い合わせへの回答 

 FAQサイト、市政だより等（以下「応対情報源」という。）の範囲内で、即答可能な

問い合わせについては回答を行う。 

ウ 拾得物の一時保管及び発注者への引き渡し 

エ 案内カウンター周辺の配架物（チラシ、パンフレット等）の管理 

オ その他、案内カウンターにおける雑務 

 

７ 運用要件 

（１）運用日・運用時間及び人数 

ア 運 用 日 令和４年１２月１日～令和９年１１月３０日まで 

（土日・祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３日）は除く） 

イ 運用時間 午前８時３０分から午後５時３０分まで 

ウ 配置箇所 １か所 

※新庁舎移転に伴い、令和５年２月２７日～５月１９日（予定）は現行庁舎及び新庁

舎の並行運用期間として２か所に増設 

エ 配置人数 
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 各所、応対要員を原則２名以上配置すること。スーパーバイザーはオペレータとの兼

務が可能であり、各所１名は必ずスーパーバイザーを配置すること。 

 

（２）応対要員等 

本業務を円滑に運用するための必要な能力をもっている応対要員を適切に配置すること

とし、発注者が業務に支障があると認めた場合には、改善を求めることができるものとす

る。 

ア オペレータ 

（ア）役割 

案内カウンターにおいて、以下の業務を行うこと。 

・来庁者案内対応 

・応対情報源を利用し、即答可能な問い合わせに回答 

・拾得物の一時保管および発注者への引き渡し 

・案内カウンター周辺の配架物（チラシ、パンフレット等）の管理 

・その他、案内カウンターにおける雑務 

（イ）必要とする能力 

以下の能力を身につけていることを必須とする。 

・一般常識を有すること 

・応対業務に必要な能力（応対マナー、日本語の語学力、説明能力、協調性等）を有

すること 

・パソコン及びタブレット端末等の操作に習熟していること 

（ウ）以下の業務経験が通算で１年以上あることを必須とする。 

・対面による案内業務の実務経験 

 

イ スーパーバイザー 

（ア）役割 

以下の業務を行うこと。 

・来庁者への一時対応、本市の取り扱い業務及び各局部課等の案内 

・本業務の統括・連絡・調整 

・発注者との連絡・調整 ・オペレータの応対状況の管理・監督、応対困難な案件の対

応 

・応対サービスの品質保持のための、オペレータ要員の教育・研修の実施 

・（上記業務に支障ない範囲において）日報の記入や集計等の簡易な事務作業 

（イ）必要とする能力 

以下の能力を身につけていることを必須とする。 

・オペレータに必要とされる能力全て 

・運用管理業務に必要な能力（教育・研修・応対品質管理・業務進行管理等） 

（ウ）必要とする業務経験 

以下の業務経験が通算で１年以上あることを必須とする。 
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・対面による案内業務のスーパーバイザー、もしくは管理者の実務経験 

  

ウ 業務管理者 

（ア）役割 

円滑な業務運用を行うための管理業務全般を行うこと。 

・委託内容の理解及びそれに基づく業務状況の管理・監督、要員の指導 

・作業計画の作成、目標設定と、それに対する進捗管理 

・各種報告書の作成管理、提出 

・発注者との連絡及び調整 など  

（イ）必要とする能力 

以下の能力を身につけていることを必須とする。 

・プロジェクト管理に関する知識と、それを実現できる能力 

 

（３）通信環境等 

本業務を実施するうえで必要な通信環境を用意すること。また、本業務の円滑な運用に

必要となる以下の機器を用意すること。 

ア 応対情報源が容易に検索可能であるなど、本業務の円滑な運用及び発注者との連絡調

整に必要となる機器 

イ 来庁者への案内対応に必要となるタブレット端末等 

 

（４）運用管理 

ア 人員配置 

・業務に従事する人員配置を定めた「人員配置表」及び、日々のシフトを定めた「シフト

表」を月ごとに提出すること。 

・「人員配置表」及び「シフト表」は、前月の２５日までに作成し、発注者に提出するこ

と。 

・特段の事情により人員の配置・シフトが変更となった場合には、速やかに変更理由及び

変更後の人員を報告すること。 

イ 応対情報源の維持管理 

・本業務に必要となる応対情報源を適切に保持するため、常に最新の情報を取得するよう

努めること。 

ウ 情報収集 

発注者から提供する応対情報源のほか、以下の情報収集を行うこと。 

・新聞各紙等で重要性の高いものを定期購読（必要な情報が収集できれば、電子版等でも

可。） 

・千葉市が発信するメール（安全安心メールなど）や各種SNS 

・千葉市に関するホームページやニュース等 

・千葉市ホームページのトピックスや新着情報欄を随時確認 

・FAQサイトの更新内容を毎日確認 
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・その他本業務を行ううえで必要となる情報を収集できる体制整備を行うこと。 

 

（５）服装 

受託者負担にて、制服を準備し着用すること。また、名札を着用すること。制服は来庁す

る市民の応対するうえで、市民に不快感を与えないため、節度のあるものを選定し、事前に

発注者に了承を得ること。なお、発注者から別途本市をホームタウンとするスポーツチーム

のユニフォーム等（本市にて準備）着用の指示があった場合には、それに従うこと。 

 

（６）研修 

応対要員に対し、本仕様書に定義された業務内容実施のために必要となる研修を実施する

こと。運用開始前に限らず、運用開始後も業務スキル維持のために適切な研修を実施するこ

と。 

 

ア 配置前研修の実施 

業務を円滑に行うため、業務従事者に対して、次の事項に留意した事前研修を行うこ

と。研修は、各業務についての知識を有する者が行い、運用開始後においても、常に業務

従事者の技能的向上に努めること。 

（ア）守秘義務、個人情報保護を理解させること。 

（イ）業務の重要性を理解させること。 

（ウ）必要な知識を習得させること。 

（エ）あらゆる人権に配慮した接遇を身につけさせること。 

（オ）事務処理手順を理解させること。 

（カ）クレーム対応についてのスキルを身につけさせること。 

 

【参考】研修内容の目安 

現行業務において実施されている研修は以下のとおりである。 

 

・配置前研修 

研修名 対象者 

応対サービス研修 オペレータ 

行政サービス研修 オペレータ 

情報セキュリティ研修 オペレータ 

運用研修 オペレータ 

マネジメント研修 業務管理者・スーパーバイザー 

情報システム研修 オペレータ 

業務知識確認テスト（シミュレーション形式） オペレータ 

 

・配置後研修 

研修名 対象者 
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スキルアップ研修 オペレータ 

モチベーション維持・向上研修 オペレータ 

 

イ 業務知識確認テスト 

オペレータ全員に対し、業務知識確認テストを実施する。 

業務知識確認テストは、発注者が行う市民役に応対するシミュレーション方式で最低 2

回行い、採点も発注者が行う。テスト結果が満足できるものではない場合、改善のための

各種研修を受託者にて行い、再度業務知識確認テストを行うこととする。 

なお、市職員が業務知識確認テストを行うのは運用開始前のみとし、運用開始後の新メ

ンバーに対しては、受託者にて同様のテストを実施することとする。 

 

（７）現庁舎及び新庁舎の並行運用期間に伴う対応 

 令和５年２月下旬の市役所新庁舎開庁に伴い、令和５年２月２７日～５月１９日（予定）

まで各部署の段階的移転を予定していることから、本業務では、当該期間中の現庁舎及び新

庁舎の並行運用を実施する。当該期間においては、「７（１）運用体制」に相当する要員を配

置するとともに、「７（２）操作端末」に相当する機器を準備し、「10 サービスレベル要件

（SLA）」の目標値を達成するよう努めること。 

 

８ 報告要件 

（１）構築時の報告要件 

構築作業の進捗状況を説明する報告書（以下「進捗状況報告書」という。）を作成し、適

宜、発注者と打ち合わせを行い説明すること。 

ア 進捗状況報告書の提出時期や形式等については、発注者と協議のうえ、決定すること。 

イ 進捗状況報告書には、実施計画書に記載した各業務スケジュールを基に、進捗状況を分か

りやすく記載すること。 

 

（２）運用時の報告要件 

以下に示す報告を発注者に対して行うこと。また、発注者からの依頼があった場合には、

随時報告及び打ち合わせが行える体制を整えること。 

なお、「ア 週報告」「エ 応対に関わる報告」は電子データ、その他は電子データ及び紙

媒体（２部）で報告書類を提出すること。電子データは都度電子メール等で提出をするほか、

年度ごとに全データをメディアに格納のうえ提出すること。また、打ち合わせ時に必要な資

料（紙媒体）を別途準備することとし、部数等は都度発注者と協議すること。  

ア 週報告 

週に１回、「別紙 2_報告内容」に示す統計データ等を電子データで提出すること。報告書

式などの詳細は発注者と協議のうえ決定するが、原則Microsoft Excel（以下「Excel」とい

う。）を用いることとする。 

イ 月報告 

月例報告のための定例会を毎月１回開催すること。定例会の方法は対面でもオンライン形
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式でも構わない。なお、対面の場合は、本市施設（本庁舎・中央コミュニティセンター・千

葉ポートサイドタワー、千葉市総合保健医療センター等）または受託者が会議室を準備（本

市本庁舎から徒歩５分以内）し実施すること。 

定例会では、「別紙 2_報告内容」に示す統計データとともに、本業務の円滑な運用管理に

おいて必要な報告等を行うこと。報告書式などの詳細は発注者と協議のうえ決定するが、原

則 Excelを用いることとする。 

ウ 年報告 

年度毎に一回、月報告の内容を年度分で集計し、提出すること。報告書式・報告内容の詳

細などは発注者と協議のうえ決定するが、原則 Excelを用いることとする。 

なお、初年度分は現受託者からの月例報告内容（４月～１１月分）を発注者から提供する

ので、その内容を合算して年度報告とすることとし、最終年度分は契約終了月分までの提出

をもって年度報告とすること。 

エ 応対に関わる報告 

（ア）利用者との応対でトラブル等が発生した場合は、速やかに発注者に報告すること。 

（イ）同様のトラブルを同一人物が複数回発生させた場合は、受託者の判断で再教育や窓口対

応業務から外す等の対応を検討すること。 

 

９ マニュアル要件 

円滑な運用のため、受託者はマニュアル類を作成のうえ、発注者の承認を得ること。 

また、内容の更新が必要となった場合には発注者に事前に相談のうえ、更新を行うこと。 

 

10 サービスレベル要件（SLA） 

（１）各業務の管理指標 

定性的評価を行うこととし、その指標名及び達成確認方法ならびに目標値について、発注

者の了解を得たうえでマニュアルに記載すること。 

 

（２）業務改善 

受託者は、上記（１）により提案したサービスレベル管理指標の目標値について、同項目

を２か月連続して達成できなかった場合には、その原因を調査し、改善策を発注者に提示し

了解を得るとともに、受託者の責任において改善を図ること。なお、目標値に関しては原則

変更しない。 

 

11 次期運用に向けた業務引継ぎ 

令和９年１２月以降の本業務の受託者（以下「次期受託者」という。）へ、本業務で作成した

各種マニュアル、本業務のノウハウ等、本業務に必要な事項を引き継ぐこと。 



平成29年度～令和3年度  業務量実績　（本庁舎窓口案内業務）

年度別受付件数（単位：件）

区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

合計/月 3,127 2,489 2,897 2,817 2,537 2,445 2,684 2,608 2,499 2,350 2,357 3,038 31,848

平均/日 148.9 138.3 131.7 139.8 120.8 122.3 127.8 130.4 125.0 130.6 130.9 138.1 132.1

合計/月 3,883 2,216 3,107 2,936 2,686 2,586 2,840 2,461 2,502 2,311 2,393 3,520 33,441

平均/日 184.9 123.1 141.2 139.8 134.3 129.3 129.1 129.5 125.1 121.6 132.9 153.0 138.2

合計/月 3,883 3,462 3,522 3,809 3,123 3,013 3,433 3,392 3,148 3,433 3,096 3,867 41,181

平均/日 194.2 182.2 176.1 173.1 148.7 158.6 163.5 169.6 157.4 180.7 172.0 184.1 171.6

合計/月 4,154 3,938 3,925 3,983 3,986 3,435 4,166 4,234 3,484 3,523 3,672 4,221 46,721

平均/日 207.7 196.9 186.9 189.7 173.3 190.8 189.4 201.6 183.4 185.4 193.3 211.1 192.3

合計/月 3,905 3,572 3,888 3,459 3,726 3,745 4,160 3,924 3,869 3,763 3,858 4,633 46,502

平均/日 195.3 178.6 176.7 173.0 169.4 187.3 198.1 196.2 193.5 198.1 203.1 220.6 190.6

令和2年度

令和3年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

別紙1



報告内容

項番 区分 項目 報告内容

1 週報 受付数合計（日単位） 数値、折れ線グラフ

2 週報 連絡事項等 自由記述

3 月報 サービス管理指標の達成状況 数値

4 月報 1日あたりの平均受付件数 数値

5 月報 性質別平均受付件数 数値

6 月報 案内先 上位10件

7 月報 よくある問い合わせ 上位5件

8 月報 利用者からの要望 自由記述

9 年報 サービス管理指標の達成状況 数値

10 年報 1日あたりの平均受付件数 数値

11 年報 性質別平均受付件数 数値

12 年報 案内先 上位10件

13 年報 よくある問い合わせ 上位5件

別紙2


