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うるま市窓口等業務委託仕様書 

         

第１章：委託業務の概要 

１．委託業務名称                                                                                                      

うるま市窓口等業務委託 

 

２．委託の目的                                    

民間の有する多様な専門性と機動性・ノウハウを活かし、質の高い市民サービスの提 

供を目的とし市民の雇用創出を図るものとする。 

 

３．業務実施場所                                  

実施場所は次のとおりとする。 

・うるま市市民部市民課      うるま市みどり町一丁目１番１号 

・石川出張所           うるま市石川石崎一丁目１番 

・勝連出張所           うるま市勝連平安名３０４７番地 

 

４．実施期間 

 契約予定日   ：  令和２年１０月  日 

 業務準備期間  ：  契約日から業務開始日まで 

 業務開始日   ：  令和２年１２月 １日 

 業務終了日   ：  令和５年１１月３０日 

 

５．窓口開設時間帯及び休暇等                                 

（１）窓口開設時間 

  窓口開設時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

   ※昼窓開設 

 正午から午後１時までの昼食時間は交替制で、昼食時間を調整して業務を行うこと。 

（２）休日等 

  勤務を要しない日は、うるま市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年 

条例第２９号）第３条及び第９条の規定を準用する。 

（３）上記（１）、（２）の定めに関わらず、発注者と受注者の協議の上、窓口開設日 

及び時間等の変更を双方が承認した場合はこれらを変更することができるものとする。 

 

６．業務受託の前提条件 

（１）個人情報等の保護の徹底 

  受注者は本業務の実施にあたり、「個人情報の保護に関する法律」、「うるま市個人情報

保護条例」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

並びに「その他関連法令等」を遵守するとともに、すべての情報について厳格に管理で

きる体制を整備し、契約期間中並びに契約終了後であっても当該情報を第三者に漏らし
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てはならない。 

（２）委託業務における指揮・命令等 

本業務における現場従事者への指揮・命令・管理・監督及び指導・育成は、本業務の

範囲の一環として受注者が責任をもって実施すること。 

（３）信用失墜行為の禁止 

本業務を履行するにあたり、発注者の信用を失墜する行為を行ってはならない。 

（４）現場従事者の服装等 

 本業務に従事する現場従事者は業務に適した服装を定め、その身分を明確にするため

の名札を必ず着用させるものとする。これらにかかる費用は受注者の負担とする。 

（５）資料等の適正な保管 

 発注者から提供を受けた本業務に関する資料及びこの仕様書に基づく帳票類等は、受

注者の責任において適切かつ厳重に管理すること。 

（６）危機管理への対応 

 日常的な機器障害への対応だけでなく、突発的に起こる様々な障害、事故、災害時の

緊急事態を想定し、業務の履行に支障をきたすことがないように十分な対応策と来庁者

の安全確保のための緊急時の体制整備を図ること。 

（７）再委託の禁止 

  受注者は、受託した業務を再委託してはならない。 

（８）制度改正・組織変更等に伴う仕様等の変更  

委託業務の内容において、制度改正や取扱方法などの変更（住民基本台帳法など関係

規程の改正や本市制度の見直し等による取扱の変更、業務システム等の導入及び変更な

ど）や組織変更等により、仕様等の変更が生じる場合は、発注者と受注者が協議のうえ、

仕様等の変更を行う事とし、受注者は発注者に協力すること。この場合、費用等の変更

が生じる場合においても発注者と受注者が協議を行うこととする。 

（９） 損害賠償  

受注者が本仕様書に定める業務を履行しないために発注者に損害が生じた場合、又は

受注者の責による理由で本契約を解除したことにより発注者に損害が生じた場合は、発

注者は受注者に対しその損害の賠償を求めることができる。  

（１０）第三者賠償 

①受注者が業務を行うにあたり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の

賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担すること。 

②個人情報の取扱いをはじめとした業務上の各種リスクを勘案し、不測の事態が発生

し、第三者に賠償を行わなければならない事態が発生した際に対応できるよう受注者

は保険に加入すること。 

 

 

第２章 委託業務の詳細 

１．業務内容                                       

・市民課 【本庁・各出張所】 
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（１）住民票の写し等の交付に関する業務について 

 ①住民票の写し等の交付請求（申出）の受付、作成、引渡しに関する業務 

  ②代理人の本人確認及び代理権限の確認に関する業務 

 ③郵送等による請求時の本人確認及び発送業務 

（２）住民異動届（戸籍届に伴う異動を含む）に関する業務について 

  ①住民異動届の受付に関する業務 

  ②住民票への記載に関する業務（在留カード等への異動事項券面記載を含む。） 

  ③転出証明書の作成、引渡しに関する業務 

  ④転出証明書を郵便等により送付する場合の受付、作成、発送業務 

（３）戸籍謄抄本等の交付に関する業務について 

  ①戸籍謄抄本等の交付請求の受付、作成、引渡しに関する業務 

（４）戸籍の各種届出の受付に関する業務について 

  ①異動受付審査票・戸籍謄本抄本等の出力  

（５）戸籍の附票の写しの交付、附票の記載に関する業務について 

  ①戸籍の附票の写しの交付については（１）と同様に取り扱うものとする。 

  ②戸籍の附票の記載に関する業務 

（６）印鑑の登録・証明及び廃止等に関する業務について 

 ①印鑑の登録及び廃止等の受付に関する業務 

②印鑑の登録及び廃止等の記載に関する業務 

③印鑑登録証の作成に関する業務 

④印鑑登録証の引渡し及び廃止・回収に関する業務 

⑤印鑑登録証の一時停止に関する業務  

（７）市民カードに関する業務について 

  ①市民カードの登録及び廃止等については（６）と同様に取り扱うものとする。 

（８）住民基本台帳カードに関する業務について（統合端末の操作以外の業務） 

①住民基本台帳カード各種申請受付業務（カード券面への異動事項記載を含む。） 

（９）住居表示変更証明書の交付に関する業務について 

①住居表示変更証明の受付、作成、引渡しに関する業務 

・市民課 【本庁のみ】 

（１０）自動車臨時運行許可に関する業務について 

  ①自動車臨時運行許可申請書の受付に関する業務 

  ②自動車臨時運行許可証及び臨時運行番号票の返納がない場合における電話等による

督促業務 

（１１）一般旅券発給申請受付及び交付に関する業務について 

①一般旅券発給申請受付業務（電話対応含む。） 

  ②一般旅券交付業務 

  ③旅券センターへの申請書等送付にかかる各種書類作成業務 

一般旅券発給申請受付及び交付に関する業務については、一般事務処理（処理基準）

及び関係法令に基づき処理するものとする。（端末の操作を含む。） 
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・税関係課 【本庁・各出張所】 

（１）税務証明書等の交付に関する業務について 

  ①税務証明書等交付請求（申請）の受付に関する業務（別表「税務証明一覧表」参照） 

  ②税務証明書等交付請求（申請）受付時における届出者の確認に関する業務 

③税務証明書等の作成、引渡しに関する業務 

  ④税務証明書等を郵便等により送付する場合の発送業務 

 

・税関係課 【各出張所のみ】 

（２）市税の発行納付書に関する業務について 

①市税の再発行納付書の受付に関する業務 

②市税の再発行納付書受付時における届出者の確認に関する業務 

③市税の再発行納付書の作成、引渡しに関する業務 

④市税（固定資産税・市県民税・軽自動車税）の口座振替依頼の受付に関する業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国民健康保険課 【本庁のみ】 

（１）住民異動届・戸籍届に伴う国民健康保険関係届に関する業務について 

①国民健康保険関係届出の受付業務 

  ②国民健康保険証の入力、作成及び引渡し業務 

別表 「税務証明一覧」 

【納税課関係証明書等】 

納税証明書（個人・法人・継続車検用） 

完納証明書（滞納処分の無い証明・酒類等販売許可用は除く） 

納付証明書（確定申告用） 

【市民税課関係証明書等】 

所得証明書 

課税証明書 

所得・課税証明書 

所得証明書（児童手当用） 

扶養証明書 

【資産税課関係証明書等】 

公課証明書 

資産（無資産）証明書 

評価証明書 

固定資産名寄帳兼課税台帳 

償却資産申告証明書 

償却資産証明書 
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 ③出産育児一時金、葬祭費の申請受付業務 

・国民健康保険課 【各出張所のみ】 

（２）国民健康保険資格・賦課関係各種届出書・申請書の受付に関する業務について 

①届出者・申請者の確認に関する業務 

②記載事項の確認に関する業務 

③添付書類確認及び入力作業に関する業務 

（３）国民健康保険被保険者証等に関する業務について 

①再発行届出書の受付及び届出者の確認に関する業務 

 ②作成、入力作業及び引渡しに関する業務 

（４）国民健康保険税納付書等に関する業務について 

①受付及び受付時における届出者の確認に関する業務 

②作成及び引渡しに関する業務 

③口座振替依頼及び送付先変更届の受付に関する業務 

（５）国民健康保険税の納付証明・完納証明に関する業務について 

①納付証明・完納証明書交付請求（申請）の受付及び届出者の確認に関する業務 

②納付証明・完納証明書の作成、引渡しに関する業務 

（６）国民健康保険給付関係各種届出書・申請書等の受付に関する業務について 

①届出者・申請者の確認及び記載事項の確認に関する業務 

②添付書類確認及び入力作業に関する業務 

③証明書等の引渡し業務 

（７）後期高齢者各種届出書・申請書の受付から入力に関する業務について 

①届出者・申請者の確認及び記載事項の確認に関する業務 

②添付書類確認及び入力作業に関する業務 

（８）後期高齢者の納付書の再発行に関する業務について 

①受付及び受付時における届出者の確認に関する業務 

②再発行納付書の作成及び引き渡しに関する業務 

  ③口座振替依頼及び取消依頼書の受付に関する業務 

（９）後期高齢者の納付証明・完納証明に関する業務について 

①交付請求（申請）時の受付及び届出者の確認に関する業務 

②納付証明・完納証明書等の作成及び引き渡しに関する業務 

（１０）後期高齢者医療被保険者証等の引渡しに関する業務について 

①被保険者証等引渡し時の届出書受付及び確認に関する業務 

  ②被保険者証等の引渡し業務 

 

・介護長寿課 【各出張所のみ】 

（１）介護保険各種届出書・申請書の受付に関する業務について 

①届出者・申請者及び記載事項・添付書類の確認に関する業務 

（２）介護保険被保険者証等（再交付）に関する業務について 

①受付及び受付時における届出者の確認に関する業務 
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②作成及び入力作業に関する業務 

③引渡しに関する業務 

（３）介護保険料の納付証明書等に関する業務について 

①交付請求（申請）の受付及び届出者の確認に関する業務 

②納付証明書等の作成及び引渡し関する業務 

（４）介護保険料の納付書等に関する業務について 

①受付及び受付時における届出者の確認に関する業務 

②再発行納付書の作成及び引渡しに関する業務 

③口座振替依頼書及び還付請求書の受付に関する業務 

（５）高齢者福祉に関する業務について 

 ①高齢者紙おむつ支給（廃止）手続きに関する業務 

 ②敬老祝金支給申請書受取に関する業務 

③在宅介護者手当廃止に関する業務 

 ④在宅介護者手当現況届出書受取に関する業務 

 

・障がい福祉課 【各出張所のみ】 

（１）身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳交付申請書の受付に関する 

業務について 

①申請者及び記載事項・添付書類の確認に関する業務 

 ②入力作業及び引渡しに関する業務 

（２）重度心身障害者（児）医療関係各種届出・申請の受付に関する業務について 

①届出者・申請者及び記載事項・添付書類の確認に関する業務 

 ②入力作業に関する業務 

 ③受給資格者証の引渡しに関する業務 

（３）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律関係各種届出書・ 

申請書の受付に関する業務について 

①申請者及び記載事項・添付書類の確認に関する業務 

（４）各種軽減申請に関する業務について 

①届出者及び記載事項・添付書類の確認に関する業務 

  ②入力作業に関する業務 

 

・児童家庭課）【各出張所のみ】 

（１）住民異動届・戸籍届に伴う児童手当関係届出書・申請書の受付に関する業務 

（２）住民異動届・戸籍届に伴うこども医療費助成関係届出書・申請書の受付に関する 

業務 

 

（共通業務） 【本庁・各出張所】 

（１）交付手数料の徴収及び収納に関する業務について（両替含む。） 

（２）券売機及び自動交付機に関する業務について（両替含む。） 
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①券売機、自動交付機及び多機能端末機（マルチコピー機）の操作及び説明に関す

る業務 

②券売機、自動交付機及び多機能端末機（マルチコピー機）の手数料回収及び集計

業務 

③券売機、自動交付機及び多機能端末機（マルチコピー機）の消耗品等の補充業務 

④券売機、自動交付機及び多機能端末機（マルチコピー機）の障害発生時の対応 

（３）フロアサービス業務について 

   ①各種証明書交付請求書・一般旅券発給申請等に関する記載補助業務 

   ②各種申請書等に関する記載補助業務 

   ③関係課への案内説明に関する業務 

（４）市民課及び関係課への問い合わせ業務について 

   ①市民課及び関係課業務に関する案内及び問い合わせの対応 

（５）窓口・電話ＦＡＱマニュアルの作成業務について  

  ①本仕様書、発注者が提供する資料等に基づき本業務の内容を把握し、その業務に

必要な全てのマニュアルの作成及び窓口・電話ＦＡＱマニュアルを作成し納品す

ること。  

   ②法令改正や組織変更等により業務内容の変更などがあった場合は、発注者が提供

する資料に応じて、適宜・適切に業務マニュアルを見直し、内容の修正を行うこ

と。  

   ③マニュアル作成後、業務従事者の変更がある場合はこれを滞りなく引き継ぐこと。 

（６）上記委託業務に関する庶務業務について 

   ①上記委託業務に関する集計処理及び申請書類等編綴業務 

  ②文書受付分類等に関すること。 

（７）上記委託業務に係る事実上の行為又は補助的業務について 

   上記委託業務に係る事実上の行為又は補助的業務 

 

２．発注者が提供する業務端末機等 

（１）電算等の窓口業務に関する基幹系システムは、発注者保有の端末機器等を無料貸与

する。台数については、発注者が必要と判断した数量を貸与する。 

（２）机・イス・パソコン等、基本的な機材・備品は発注者保有の機材・備品を無料貸与

する。ただし、業務遂行に必要な筆記用具等の消耗品は、受注者が準備負担するも

のとする。 

 

３．業務及び管理体制                                    

（１）現場責任者の配置 

    受注者は、業務実施場所に現場従事者を指揮監督、その他業務の遂行に必要な事務

をつかさどる現場責任者を各１名配置すること。（現場従事者を兼ねることは可能。） 

（２）業務従事者の人員配置、処理期限、資格要件等 

①人員配置 
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各配置場所における業務従事者は、業務を円滑に実施するため、必要かつ十分な人

員を確保したうえで、業務量の変動に応じた適正な人員配置を行い、効果的かつ効

率的な運営が可能な体制を構築すること。 

②処理期限 

 本業務を遂行する上で処理期限を下記のとおり定めるが、大量の申請等については、

その都度発注者と協議し決定する。 

業 務 内 容 処 理 期 限 

証明書等交付業務 即時 

窓口受付の関連業務 即時 

郵送請求処理業務 届書引渡し日の２営業日以内 

上記以外の業務 別途協議の上、決定 

③資格要件等 

・うるま市における雇用及び就業機会の創出を図るため、業務従事者は、うるま市民

を積極的に採用すること。 

・パソコン操作（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ）及び本仕様書に記載する業務を円滑に行え

る者。 

・英語対応可能な従事者を常時配置すること。 

（３）教育訓練 

①業務従事者に対して、接遇等の教育訓練を実施し、業務の遂行に支障をきたさない

よう万全を期するものとする。なお、配置後はこれらの教育訓練を定期的に実施す

ること。 

②正式配置前に、業務内容を把握するに足る期間、受注者の負担のもと、実地研修を

行うものとする。 

③業務を遂行するにあたって、公務を取り行っていることを十分認識し、迅速丁寧に

対応し、身だしなみ、言葉遣いなどにも注意すること。 

④個人情報の適切な管理、守秘義務が遵守できるよう十分な研修をすること。 

（４）定例会議の実施 

①発注者と受注者の全体を統括する責任者で毎月１回定例会議（本庁関係・出張所関

係）を開催するものとする。会議においては、作業項目ごとの進捗状況の報告及び

課題等について協議するものとする。 

②定例会議は、受注者が作成する進捗報告書に基づき、受注者の全体を統括する責任

者が報告するものとする。 

（５）管理責任等 

①上記すべての業務については、発注者の職員が常駐し、かつ発注者の職員の適切な

管理のもと委託するものとする。また、管理責任は発注者が負うものとする。 

②上記すべての業務を行なう上で、発注者は受注者の業務従事者に対して直接指示、

命令を出すことはできないものとする。業務手順の改定等により、受注者の業務従

事者に対して指示をだす必要がある場合は、受注者の現場責任者を通して行うもの
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とする。 

（６）公印の取扱い 

①受注者は、公印を押印する場合、前段で示されている業務のうち、発注者が認めた

範囲において使用するものとする。 

②この場合において、受注者は公印を厳正に取扱い、目的外利用、不正利用、持ち出

し等は固く禁ずるものとする。 

（７）トラブルへの対応について 

①受託業務遂行にあたり、トラブルが発生した時は、受注者は責任をもって対処する

とともに、遅滞なく発注者へ報告すること。また、内容によっては適宜対応を発注

者へ引き継ぐこと。 

②苦情等については、現状分析と解決策を講じ、発注者へ報告すること。 

 

４． 履行管理業務 

（１） 次章「第３章 サービス水準」で定めるサービス水準を満たした上で、適切な履行

管理を行うこと。以下に履行管理業務の業務区分を定義する。 

① 各種管理業務 

本業務の履行が円滑かつ効率的なものとなるように、履行に関わる事業計画(組織・ 

人員計画)を策定し実施管理するとともに、サービス水準の達成状況などの実績管理を 

すること。 

② 課題の把握と改善策の立案・実施 

本業務を履行する上での課題を把握するとともに、改善策を策定し以下のことを実

行すること。 

・業務履行上の課題の把握 

・上記課題に対する改善策の立案とその実行 

・迅速な苦情報告(発生のつど「苦情報告」としてその内容を報告) 

・個人情報の漏えいや重大なクレーム等、問題が発生した場合の緊急報告会の開催及

びその内容の発注者への迅速な報告 

・問題の原因の究明及び是正策の提示 

・発注者との協力による問題の解決 

③ 各種報告業務 

本業務の履行に関する以下の報告事項の取りまとめ及び報告書の作成を行い、報告

を行うこと。 

・業務実績及び研修内容の実績 

・サービス水準の達成状況 

・履行上の各種課題及び改善策等に関する事項 

・各種マニュアル・様式類の改善等提案 

④ 各種報告業務の周期と報告内容、期限については以下のとおりである。 

ア 随時報告 

・トラブル発生時の内容報告 
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・緊急課題の報告 

・各種マニュアル、様式等の更新報告 

・業務履行に関る協議事項の報告 

・改善策の立案・提示 

イ 月次報告(毎月７日以内)※日計報告についてはデータのみ提出 

・月間業務実績 

・月間サービス水準の達成状況 

・業務履行上の課題 

ウ 年次報告（年度終了後３０日以内） 

・年間業務実績 

・年間サービス水準の達成状況 

・研修内容及び実績 

 

 

第３章 サービス水準 

１． 基本的考え方 

本業務を履行する上で満たすべきサービス水準について定めるものである。 

 

２．満たすべきサービス水準 

サービス水準の達成度に関わる指標は次のとおりとする。 

（１）サービス水準の達成度 

①窓口受付における市職員への引継割合４％未満(月次) 

②市民満足度８０％以上(年次) 

③職員満足度８０％以上（年次） 

（２）改善提案 

①改善提案件数月１件以上（月次） 

 

３．各指標とサービス水準の算出方法等 

（１）サービス水準の達成度 

①窓口受付における市職員への引継割合 

・引継割合＝『市職員への引継件数』÷『窓口受付件数』×100 

②市民満足度 

・市民満足度はアンケートによるものとし、随時実施するものとする。 

・アンケートは受注者が作成し、その内容については発注者の承認を得る。 

・市民満足度＝『市民満足度調査の合計点数』÷『市民満足度調査有効回答数』×100

とし、その割合が８０％以上であること。 

   ③職員満足度（年次） 

   ・職員満足度はアンケートによるものとし、年１回以上実施するものとする。 

・アンケートは受注者が作成し、その内容については発注者の承認を得る。 
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   ・職員満足度＝『職員満足度調査の合計点数』÷『職員満足度調査有効回答数』×100

とし、その割合が８０％以上であること。 

（２）改善提案件数 

・各種業務履行上の改善提案件数は１件/月以上とする。 

 

４． サービス水準の評価方法 

受注者のサービス水準の達成度評価は以下のとおりとする。 

（１） 窓口受付における市職員への引継割合  

『市職員への引継件数』÷『窓口受付件数』×100  

２％未満  ５点   

４％未満  ４点   

６％未満  ３点 

８％未満  ２点 

１０％未満 １点 

１０％以上 ０点 

（２）市民満足度 

 『市民満足度調査の合計点数』÷『市民満足度調査有効回答数』×100   

９０％以上  ５点 

８０％以上  ４点 

７０％以上  ３点 

６０％以上  ２点 

５０％以上  １点 

５０％未満  ０点 

（３） 職員満足度  

『職員満足度調査の合計点数』÷『職員満足度調査有効回答数』×100 

９０％以上  ５点 

８０％以上  ４点 

７０％以上  ３点 

６０％以上  ２点 

５０％以上  １点 

５０％未満  ０点 

 

５．満たすべきサービス水準に達しない場合の勧告 

サービス水準が本章に定められた要求水準に達しない場合、発注者は受注者に対し原

因の分析、課題の抽出、改善策の策定など必要な改善措置を講じるよう勧告することが

できる。 

受注者は、発注者から勧告を受けた場合は直ちに改善措置を講じるとともに、その結

果について発注者に書面で報告しなければならない。なお、改善措置を講じる際に生じ

た各種経費は受注者の負担とする。また、勧告をしても改善の措置が見られない場合は、
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委託料の返納及び契約解除の措置を講じることとする。 

第４章 その他 

１．適切な業務の引き継ぎ 

（１）受注者は、本契約が終了した場合（契約解除により終了した場合を含む。以下同じ。）、 

本業務に関し、貸与を受けた施設、機器、資料等を遅滞なく発注者に返還しなければ 

ならない。なお、貸与物品等について損害が生じた場合、受注者は、その損害を賠償 

するとともに、施設については受注者の負担において現状に復帰させるものとする。 

（２）本業務を他の者に引継ぐ必要がある場合は、本契約期間中に引継期間を設け、円滑

に業務の引継ぎを行なうこと。その際、受注者は、発注者及び発注者の指定する者か

らの資料等の請求が受注者の不利益になると発注者が認めた場合を除き全て応じなけ

ればならない。なお、発注者が引継ぎ未完了と認めた場合は、委託期間終了後であっ

ても無償で引継ぎを行うこと。 

 

２．仕様書の遵守 

  発注者と協議して定めた業務及び受注者として果たすべき責務について、誠実に履行

すること。 

 

３．監督又は検査について  

（１）発注者は、業務の履行、サービスの質の維持・向上を確認するため、契約書及び仕

様書、その他関係書類に基づき、検査を実施する。 

（２）発注者は、必要に応じて受注者の業務内容及び管理運営について、監督することが

できる。 

（３）受注者は、発注者が実施する監督及び検査に協力するとともに、監督及び検査に必

要な資料及びデータを提供し説明を行うものとする。 

（４）受注者は、監督及び検査の結果、改善を求められた場合、改善策を提示し、発注者

と協議の上直ちにこれを実行し、その結果を速やかに発注者へ報告するものとする。 

 

４．履行確認について 

発注者は、業務の履行確認、サービスの質の維持・向上を確認するため、次表の項

目に基づき履行確認を実施する。 

【履行確認の項目】 

確認項目 評価の視点 

１．基礎的項目（公共サービスの担い手としてふさわしい取組み姿勢・体制づくり・人材

育成等の観点から評価する項目） 

① 適切な人員体制 事業実施に必要な人員確保・人員配置 

② 責任体制の確立 従事者への管理監督体制・責任体制 

③ 人材育成 従事者への研修・情報提供 
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５．疑義                                     

 本仕様書に定めのない事項は、発注者と受注者の双方の協議の上決定するものとする。 

 

  令和  年  月  日 

 

発注者 沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１号 

                   うるま市 

うるま市長 島 袋 俊 夫 

 

受注者  

 

 

④ 安全管理体制 事故の未然防止の取組み  

事故発生時の対応マニュアル・緊急連絡体制 

従事者への研修・訓練内容 

⑤ 個人情報保護 事故の未然防止の取組み  

事故発生時の対応マニュアル・緊急連絡体制  

従事者への研修・訓練内容 

⑥ 情報提供 利用者等への情報提供・説明の姿勢 

⑦ サービスの継続性 財務的状況などに基づくサービスの継続性 

２．サービスの提供に関する項目（利用者の満足度の観点から評価する項目） 

① 利用者の満足度調査 市民満足度調査※  

調査結果のフィードバック 

② サービス水準の確保 現行の業務水準の確保、業務履行の正確性及び業務

のチェック体制 

業務処理や課題解決の迅速性  

公平なサービス提供及び対応  

身だしなみや言葉遣い 

③ 計画的履行 業務実施の計画性 

④ サービスの質の向上に向けた取組

み 

個人情報保護のための対策  

利用者の利便性向上に向けた取組み  

利用者のクレームや要望に対する対処状況 

⑤ その他創意工夫 その他事業者による創意工夫 

⑥ 独自提案の実施 独自提案の取り組み 


