
令和元年度フロア案内員等派遣業務委託仕様書 

 

１ 件名 

  令和元年度フロア案内員等派遣業務 

 

２ 勤務場所 

  右京区役所１階 市民窓口課及び保険年金課等付近 

  （京都市右京区太秦下刑部町１２番地 サンサ右京内） 

   

３ 勤務形態 

（１）派遣期間 

フロア案内員及び福祉窓口担当 令和２年２月※１～令和２年３月３１日 

フロア案内員 日曜開所実施日※２ 

   ※１ 開始日は予定であり，詳細な日については後日決定する。 

   ※２ 日曜開所実施日については，３月下旬～４月上旬の日曜日（８時３０分から１２時ま

で），市民窓口課のみ窓口を臨時開所しており，詳細の日は後日決定する。 

※ 令和２年度分の予算の確保により，契約期間を令和３年３月３１日まで延長する予定であ

る。 

（２）就業日 

   前号の派遣期間のうち，土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休日（ただし，

日曜開所実施日を除く。）を除く日とする。 

（３）勤務時間 

   ７時間３０分（８時３０分から１７時まで） 

   日曜開所時は３時間（９時から１２時まで） 

※ 休憩時間は，業務に支障がないようローテーションにより対応する。 

※ 勤務時間については，本市と協議のうえ変更（延長）する場合がある。 

 

４ 業務内容 

総合受付窓口（仮称）※の設置に伴い，右京区役所１階の市民窓口課及び保険年金課付近等にお

いて，来庁者の支援や職員の業務をサポートする。 

 

※ 総合受付窓口（仮称）のイメージについては，以下を参照のこと。 

・本市ホームページ内「京都市区役所窓口サービス向上プランの策定について

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000233876.html」 

・別紙１「イメージ図」 

 

 

 



（１）フロア案内員 

・ 来庁者に声掛けし，適切な窓口や必要な手続を案内する業務 

・ 市民窓口課来庁者のうち，住民異動や戸籍等，ライフイベントに伴う届に来られた方に，簡

単な聞き取りを行い，チェックシート（関連手続の有無を判断する書類）に記入する業務 

・ 来庁者に，申請書等の記載が整っているか，必要な添付書類が揃っているか等を確認する業

務 

・ 窓口支援システム（発券機）の操作案内及び訪問する窓口の追加や削除の入力 

・ 書類の整理やコピー等，市民窓口課及び保険年金課等の窓口及びバックヤードで行っている

業務補助 

（２）福祉窓口受付担当 

・ ライフイベントに伴う介護保険の資格取得等の受付（資格喪失は除く） 

・ ライフイベントに伴う児童手当及び子ども医療費支給制度の受付 

・ ライフイベントに伴う福祉関係の窓口案内 

・ 窓口支援システム（発券システム）での呼出し操作や訪問する窓口の追加及び削除の入力 

※ 福祉窓口で取り扱う業務はライフイベントに伴う定型的で比較的簡易な内容の受付のみ

としており，来庁者からの相談業務等が生じる場合は，区役所内別フロアにある業務所管課

窓口を案内する。 

※ 福祉窓口で受付を行う際，内容確認のため業務用システムを閲覧することがある。 

   ※ 福祉窓口担当者は１名を想定しており，フロア案内員を兼ねるものとする。 

 

５ 業務従事者の条件 

   業務従事者のうち，１名を業務リーダーとし，残りを業務従事者とする。業務リーダー及び業

務従事者は，以下の要件を満たした者とする。 

（１）業務リーダー 

業務全体のリーダーとして，業務管理，進捗管理，各種調整事務，リスク管理等，業務の運

用調整を行う。次号に掲げる業務従事者の要件に加え，以下の条件を備えていること。 

・ 業務リーダーは，業務従事者の中から選定し，フロア案内員等として右京区役所に配置す

ること。 

・ 週５日のフルタイム勤務が可能であり，継続的に業務に従事できること。 

・ 本業務と類似性の高い業務（コールセンターを含む電話対応業務・事務業務・窓口業務）

に携わった実績があること。 

・ 業務全般を統括・掌握し，かつ，本市側との調整を行い，本業務全般を指揮監督できるこ

と。 

（２）業務従事者 

業務従事者は，業務リーダーや派遣先の指示を受け，担当業務を適切に処理すること。派遣

元は，担当業務の遂行上，必要な知識や技術を有し，円滑に業務を遂行できる者として，以下

の条件を満たす者を配置すること。 

・ 基本的なビジネスマナーを身に着け，市民に対する円滑な応対ができること。 



・ 来客対応等，接遇を含む業務の経験が１年以上あること。 

・ 当該業務内容について適正に理解し，遂行できる者であること。 

  ・ パソコンの初歩的な操作技術，経験があること。 

  ・ 出来るだけ，同一者が継続的に従事すること。 

・ コンプライアンスに関する高い意識を持ち，個人情報保護についての知識を有すること。 

※ 本業務又は類似業務の経験者の派遣が可能な場合は，優先的に配置すること。 

 

６ 予定価格と数量 

（１）予定価格 

派遣料金については１時間当たりの単価契約とし，業務リーダー及び業務従事者の単価は別

とする。それぞれ上限となる単価は次のとおりとする（消費税及び地方消費税を含めた合計額を

予定価格とする）。 

 業務リーダー 業務従事者 

派遣労働者 1 人１時間当たり

の派遣料金単価上限 
２，５００円 ２，０００円 

・ 臨時開所も含め，超過勤務が発生した場合の単価については，以下により算出する。 

       超過勤務分（２２時まで）通常勤務分単価の１００分の１２５ 

      深夜超過勤務分（２２時以降翌朝５時まで）通常勤務分単価の１００分の１５０ 

      祝祭日超過勤務分（２２時まで）通常勤務分単価の１００分の１３５ 

      祝祭日深夜超過勤務分（２２時以降翌朝５時まで）通常勤務分単価の１００分の１６０ 

  ・ 令和２年４月以降の契約期間延長を考慮し，同一労働同一賃金を勘案した単価設定を実施す

ること。 

（２）予定員数及び数量 

派遣期間 業務リーダー 業務従事者 
（参考）予定数量 

業務リーダー 業務従事者 

令和２年２月３日～ 

３月１６日 
１名 ２名 

２１７時間 

３０分 
４９５時間 

令和２年３月１７日～ 

３月３１日 
１名 ３名 ７５時間 ２４０時間 

日曜開所実施日 １名 １名 ３時間 ３時間 

・ 日曜祝日等の休み明け及び３月３１日は業務従事者を１名追加とする。 

・ その他，区役所の繁閑により，必要に応じて本市と協議のうえ増減する場合がある。 

 

７ 派遣代金の支払 

１時間当たりの単価契約とし，本市の承認を受けた就業確認書（タイムシート等）に基づき，毎

月末日で締切り，月単位で精算する。 

 

８ 個人情報保護，守秘義務等 



（１）業務遂行上，知り得た業務上の機密，個人情報等は，派遣業務期間中及び終了後も他に漏ら

してはならない。特に個人情報の取扱いについては十分注意し，漏えい，滅失，き損の防止，

その他適切な管理に努め，個人情報保護のための必要な規定の整備，派遣労働者教育等個人情

報を保護するための適切な措置を講ずること。 

（２）市の所有する全ての情報資産を取り扱う際は，京都市情報セキュリティポリシーを遵守しな

ければならない。また，市の所有する全ての情報資産は持出しを禁止する。 

（３）本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては，京都市個人情報保護条例等の例規及

び別記「個人情報保護取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

なお，本項の遵守に関して，派遣労働者は本市に対して，誓約書を提出しなければならない。 

 

９ 派遣先責任者等 

統括管理責任者  文化市民局地域自治推進室 番号制度・窓口改革担当課長  

管理責任者   右京区区民部市民窓口課長  

管理副責任者 文化市民局地域自治推進室 市民窓口企画課長 

管理副責任者 右京区健康福祉部保険年金課長  

業務責任者 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課担当課長 

右京区健康福祉部健康長寿推進課長 

 

１０ 福利厚生 

（１）服  装 制服は貸与しないが，腕章等を着用し，市民からフロア案内員と判断できるよう

にすること。相手方に不快感を与えないように清潔感のある服装に努め，身だしな

みを整えること。 

（２）安全衛生  労働安全衛生法の趣旨に沿い，快適な環境保持に努めること。 

（３）事務機器  本市所有の電話，ＦＡＸ，プリンター，コピー機を貸与する。ただし，本市職員

と共用とする。 

（４）そ の 他 交通費は支給しない。本市保有の駐車場，駐輪場は利用不可とする。 

 

１１ 事前研修 

派遣期間開始までに，本市と調整のうえ，市民窓口課担当業務（証明書発行，住民異動，戸籍，

マイナンバーカード申請交付），保険年金課担当業務（国民健康保険，後期高齢者医療制度，国民

年金の各制度），福祉窓口担当業務（介護保険，児童手当，子ども医療費支給制度），特定個人情報

に関する事項，マイナンバー制度・マイナンバーカードに関する事項，個人情報保護及びコンプラ

イアンスに関する事項等の研修を行うこと。 

 

１２ その他派遣元の責務 

（１）派遣元は，本市が提供する資料に基づき，本業務の遂行に必要な手引書等を必要に応じて作

成し，的確かつ円滑な業務遂行に努めること。 

（２）派遣元は，派遣労働者が，派遣先の指揮命令に忠実に従い，職務の規律，秩序及び施設管理の



諸規則，業務の心得等を厳守し，就業規則に違反しないよう，教育指導等を適切に行うこと。特

に，上記８に記載のとおり，個人情報保護の遵守については十分な措置を講じること。 

（３）派遣労働者は，病気等やむを得ない事情による欠勤，遅刻，早退をする場合は，速やかに派遣

先に連絡するものとする。また，欠員が生じる場合は，派遣元が責任をもって，業務に支障が生

じないよう速やかに代替要員の確保を図ること。 

（４）派遣元は，派遣労働者の就業に当たり，当該派遣労働者の氏名及び類似業務の経験や資格等

を書面により報告し，毎月２５日までに，翌月のシフト表を派遣先に提出すること。 

（５）原則として，派遣期間を通して同一の労働者を派遣すること。予め休暇等で不在となること

が判断できる場合や，人員交代を行う場合は，就業予定３日前までに派遣先にその旨を連絡し，

代替要員の補完を行うこと。 

（６）派遣元は，業務の処理方法等について，改善する必要が生じた場合は，派遣先と協議のうえ

改善策を実施すること。 

 

１３ 派遣労働者からの苦情の処理体制 

派遣元において，苦情の申出を受ける責任者を定める。派遣元又は派遣先において，派遣労働者

からの苦情の申出を受けた時は，直ちに各々の責任者へ連絡するものとし，派遣元及び派遣先の当

該責任者が連携・協力して誠意をもって事情処理を図ることとする。 

 

１４ 関係法令の遵守 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律その他関係法令を遵

守すること。 

 

１５ その他 

（１）派遣労働者に交代がある場合は，円滑な引継ぎを行えるよう派遣元事業者の責任において必

要な引継期間を設けること。 

（２）派遣業務遂行上発生した事故等については，派遣先の原因により生じたものを除き，派遣元

が責任を負うこと。 

（３）派遣労働者の業務態度や能力等について派遣先が不適当と認めた場合には，派遣元と協議の

うえ，当該派遣労働者を交代することができるものとすること。 

（４）業務遂行時において疑義が発生した場合，双方協議のうえ業務に支障をきたすことのないよ

う履行すること。 

（５）この仕様書に定めのない事項については，本市及び受託者が協議のうえ，適切に処理するも

のとする。  



（別記） 

 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

１ 派遣元事業者は，個人情報の保護の重要性を認識し，派遣業務の実施に当たっては，地方公務員

法第３１条の「守秘義務」規定及び京都市個人情報保護条例（平成５年４月１日京都市条例第１号）

を遵守して取り扱う責務を負い，以下の事項を遵守し，個人情報の漏えい，滅失，き損の防止その

他個人情報保護に必要な万全の措置を講じ，これを維持しなければならない。 

 

（秘密の保持） 

２ 派遣元事業者は，派遣業務中に本件業務に関して知りえた個人情報を他に漏らしてはならない。

これは業務時間外や本件業務が終了した後についても同様とする。 

 

（利用及び提供の制限） 

３ 派遣元事業者は，本市の指示がある場合を除き，派遣業務に関して知りえた個人情報を派遣業務

の目的以外のために利用し，又は本市の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

 

（複写又は複製の禁止） 

４ 派遣元事業者は派遣業務を処理するために本市から提供された個人情報が記録された資料等を，

本市の承諾なしに複写し，又は複製してはならない。 

 

（資料等の返還等） 

５ 派遣元事業者は，派遣業務を処理するために本市から提供を受け，又は自らが作成した個人情報

が記録された資料等は，業務完了後直ちに本市に返還し，又は引き渡すものとする。 

 

（派遣労働者への周知） 

６ 派遣元事業者は派遣労働者に対して，在職中及び退職後において，この派遣業務による事務に関

して知りえた個人情報を他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはならないこと等，個人情報の

保護のために必要な事項を周知するとともに遵守させなければならない。 

 



【エリア集約型総合受付窓口のイメージ】
凡例 バーコードリーダ等 受付操作機（タブレット）

複数の窓口を訪れる＝ワタリ

証明書・住基・戸籍等入力作業

　　　　交付用モニター

エリア内（場所未定）
に設置

フロア案内員

記載指導員

　　　　　　　発券

申請書を書いてから

発券機へ

市民用モニター
※窓口支援システムからも注意喚起！ フロア案内員

隣
接

バックヤードのフローは大

きく変えないライフ
イベントの

届出

証明書の申請 引っ越しのお届け 国保・年 福祉窓口

案内シート

００１

戸籍のお届け

【国民健康保険】
【国民年金】
【後期高齢者医療】

各証明書のお渡しマイナンバー

市民窓口課 保険年金 福祉窓口

２３４

【証明書交付】

ワタリの場合は，異動届複写，

案内シート交付

チェックシートは返却

・フロア案内員がお声掛けし，案

内
・窓口案内，持ち物確認

・発券補助（チェックシート聞取）

申請書の

記載

【住民異動届】・【戸籍届】

＋

チェックシートに漏れがないか確認

【支援システム入力】

（ワタリの場合）

チェックシートを基に入力する

チェックシート

異動届複写

チェックシート

異動届複

写 案内シート

２

３

２３４

窓口に追加や削除があ

れば，支援システム入力

健康長寿推進課
子どもはぐくみ室

相談が必要ない場合・・・・

これで完了！

相談の必要がある場合・・・

【高齢者】

【子ども】

専門性の高い

相談

より丁寧に相談

２３４

市民の発券は，ワタリではなく用件のみをシンプルに分ける。フロア案内員の聴き取りによりチェックシートを作成し，バックヤードでワタリを入力する。
市民は，同じ番号で移動できる。案内シートには行先が記載されている。
ワタリの場合，入力処理が終了したら，各窓口にて受付操作機から完了の連絡を入れる。
市民は，各窓口にたどり着いたら，案内シートのバーコードまたはQRコードをかざして到着確認をする。前の窓口で処理が終了かつ当該窓口に到着している者のみ呼出し列に入れ
る。

【福祉窓口】
福祉関係の定型的で相談の必要がない
届出のみ受付

・介護保険：相談の必要がない方の受付
・子ども：１５歳までの子どものいる世帯
※ライフイベントのみ

別紙「フロー図」参照

窓口に追加や削除があ

れば，支援システム入力

別紙１



福祉窓口受付フロー（介護保険）

健康長寿推進課 申請者 福祉窓口

市民窓口課

保険年金課 の窓口

＊資格喪失
介護認定有
再転入
施設入退所
送付先変更
滞納有
相談希望 　チェックシート 資格異動届 窓口案内シート

即日証交付 　フロア案内員が手交 複写 市窓職員が連携システムから出力

該当あり

　　チェックシート 資格異動届 窓口案内シート

複写

該当なし

　チェックシート

受付済異動届

※　当日〇時までの受付分

届出

所管課対応かどうか
介護認定がなく，被保険者証は郵送交

付。相談等もなく，介護保険料通知書

の送付についてや口振の案内など簡単

な説明で完結できる方かどうか。

確認
・世帯全員の1/1時点住所
・連絡先の確認

説明
・証は郵送交付

・保険料通知書の発送時期の説明

・保険料の支払い方法や口座振替

の案内

受付

各制度の周知案内ビラ手渡し
チェックシート手渡し

所管課窓口へ案内

・支援システム追加入力

・案内シート差し替え

・チェックシート追記

所管課にて

受理

・入力

・証発送
・MN情報連携
等賦課事務

届出（高齢介

護保険担当

で対応）

複写異動届・

チェックシート

活用

フロア案内員で聴取済だ

が念のための確認

連携システムにて到着の確認

転入
・介護認定の有無

・施設入所でないか＝端末も確認

・再転入ではないか＝端末確認

・送付先の変更がないか

・相談等がないか

住所氏名等変更
・介護認定の有無＝端末確認

・施設の入退所ではないか＝端末確認

・送付先の変更ないか＝端末も確認
・滞納の有無＝端末確認
・相談等がないか



福祉窓口受付フロー（児童手当・子ども医療）

子どもはぐくみ室 申請者 福祉窓口

市民窓口課

保険年金課 の窓口

認定請求書等

　チェックシート 窓口案内シート

　フロア案内員が手交 市窓職員が連携システムから出力 添付資料

　　チェックシート 窓口案内シート 受付票（複写の１枚）

所管課対応あり

終了

所管課対応なし

受付票（複写の１枚） 　チェックシート

※窓口案内シート回収

受付票（複写の１枚）

受付済申請書

届出
※児童手当は公務員は除く

確認
・世帯全員の1/1時点住所
・住基情報確認

説明
・子ども医療の説明，郵送方法

・児童手当の説明（支払い等）

・不備があった場合の連絡方法

各制度の周知案内ビラ手渡し
チェックシート手渡し

所管課窓口へ案内

・支援システム追加入力

・案内シート差し替え

・チェックシート追記

・各制度の周知案内ビラ手渡し

分室にて
受理
・入力
・子ども医療証
発送
・MN情報連携
等

所管課申請

（子どもはぐく

み室各担当

で対応）

連携システムにて到着の確認 福祉窓口で必要

な書類に記載
受付
・記載内容確認

・添付資料確認

・（児童手当）受付票作成

（３部複写）

実際の事務では，不備書類が多く発

生するが，図式が煩雑になるため省

略している。

（子ども医療）

即交希望のみ証作成処理

所管課対応か必要かどうか聴

取

ひとり親医療関係

保育所入所希望

ライフイベント以外の届
その他相談が必要

等


