
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会

お問合せ窓口（コールセンター）運営業務委託仕様書

１ 委託業務名

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会お問合せ窓口（コールセンター）運営業務

委託

２ 趣旨

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)

では，令和５年に開催される特別国民体育大会(燃ゆる感動かごしま国体)・特別全国

障害者スポーツ大会(燃ゆる感動かごしま大会)(以下「両大会」という。)の開・閉会

式や全国障害者スポーツ大会各競技会に関する観覧申込希望者等からの多種多様かつ

膨大な件数の電話による問合せが寄せられる。また，それに付随して，国民体育大会

の正式・特別競技についても問合せがあることから，お問合せ窓口（コールセンター）

を設置し，適切な対応を行う。

３ 両大会の概要

(1) 大 会 名 特別国民体育大会(燃ゆる感動かごしま国体)

特別全国障害者スポーツ大会(燃ゆる感動かごしま大会)

(2) 主 催 〔国体〕文部科学省，(公財)日本スポーツ協会，鹿児島県

〔大会〕文部科学省，(公財)日本パラスポーツ協会，鹿児島県他

〔国体各競技会〕(公財)日本スポーツ協会加盟団体，会場地市町村

(3) 開催期間 〔国体〕令和５年10月７日(土)から10月17日(火)まで

〔大会〕令和５年10月28日(土)から10月30日(月)まで

(4) 開催会場 白波スタジアム（鹿児島県立鴨池陸上競技場）ほか

４ 委託期間

本業務の委託期間は，契約締結日から令和５年11月６日(月)までとする。

お問合せ窓口は，同年10月30日(月)までの運営とし，同年10月31日(火)以降は残務

整理期間とする。

５ 業務内容

お問合せ窓口の運営業務を行うために必要な施設，設備，システム等の整備，実行

委員会が提供するＦＡＱ(よくある質問)(以下「ＦＡＱ」という。)の更新，本業務に

従事する要員の確保や研修の実施等一切の業務を一体として委託する。

(1) 問合せ対応業務

お問合せ窓口に入電した電話による問合せを受け付け，可能な限り回答する業務

である。回答にあたっては，ＦＡＱや実行委員会ホームページ，実行委員会が発行

したチラシ，パンフレット類，広報誌，競技会場地市町村のホームページなどに基

づいて行う。

なお，基本的な対応内容としては以下のとおりである。



ア 開・閉会式の観覧申込に関する案内

(申込方法，申込用紙の記入方法，キャンセル連絡，入場料金の振込等)

イ 申込状況確認(申込者数，抽選方法等)

ウ 当選状況(当選結果通知，落選理由等)

エ 発送状況(結果通知，入場券等)

オ 会場アクセス内容(シャトルバスの運行場所・時間，臨時駐車場の場所，交通規

制等)

力 式典内容(開始時間，出演者，テレビ中継等)

キ 競技内容・日程(組合せ，出場選手情報，入場制限・整理券の有無等)

ク 競技結果

ケ その他(本入確認書類，持込禁止物，皇族関連等)

(2) エスカレーション対応業務

(1)の対応の際に，お問合せ窓口の情報だけでは回答に不十分等，実行委員会によ

る対応(エスカレーション)が必要となる場合には，速やかに対応し連絡・調整を行

うこと。

(3) 折り返し対応業務

(1)の業務について，必要に応じて折り返し対応を行うこと。

(4) ＦＡＱ関連業務

実行委員会，受託者がそれぞれにＦＡＱを加除修正した内容を，受託者において

取りまとめること。なお，受託者が加除修正する場合は，実行委員会の確認を得な

がら業務を進めること。

(5) 運営管理業務

入電件数に応じた要員配置，対応記録の管理及び統計処理，本業務において必要

とする調整及び報告，電話応対の品質管理など，お問合せ窓口を適正に運営するた

めに必要な業務を行う。

(6) 従事要員への研修等

ア お問合せ窓口において県民・市民対応を担当するために必要なマナーや電話応

対に関する研修を実施すること。

イ 両大会の概要等の知識を習得するために必要な研修及び訓練を実施すること。

ウ すでに応対業務に従事している要員についても，定期的に研修等を実施し，応

対品質の維持向上に努めること。

(7) 報告業務

ア 月次報告

前１か月の着信件数・応答件数・応答率・応対時間(国体・大会別，日別に整理

すること。)等の数値や問合せ内容，苦情内容等を毎月10日までに報告すること。

ただし，令和５年10月分については,同年11月６日までに報告すること。

報告書は，一見して傾向等が読み取れるよう，必要に応じ棒グラフ，折れ線グ

ラフ，円グラフ等を併せて表示すること。(様式は別途協議)



イ 随時報告

誤案内や問題が発生した場合など，実行委員会への報告が必要と判断される事

項について速やかに報告すること。

ウ 報告の様式

報告物の提出にあたっては，ＰＤＦおよび実行委員会においても編集可能な形

式とすること。特に表および文章データにおいては，以下のソフトウェアにより

編集可能な形式とすること。

また，ファイル名はその内容を示すわかりやすいものとし，ファイルリストも

添付すること。

表・文章データ：MicrosoftOfficeExcel2010以降

MicrosoftOfficeWord2010以降

(8) お問合せ窓口設備の管理

お問合せ窓口の運営のため受託者側で用意した設備については，業務に支障が出

ないよう受託者が責任をもって管理すること。

お問合せ窓ロシステムに障害が発生した場合には，速やかに実行委員会に報告を

行うとともに，障害の解決に向け必要な作業を行い，２週間以内に書面により実行

委員会にてん末の報告を行うこと。

なお，障害の性質等により報告期間に報告できないと思われる場合には，その理

由を書面により提出するとともに実行委員会の指示を仰ぐこと。

６ 情報セキュリティ

本業務の実施にあたっては，以下に挙げる機密保持のための措置を講じること。

(1) 誓約書の提出

業務従事要員に対して，守秘義務に関する『誓約書』の提出を義務付けること。

(2) 守秘義務研修の受講

業務従事要員に対しては，業務開始時を含め，守秘義務研修の受講を義務付ける

こと。

(3) 貸与資料等の持ち出し禁止

業務上の必要があり，実行委員会から資料等の貸与があった場合には，業務実施

場所以外への持ち出しを行わないこと。

(4) 資料の保管又は廃棄

業務上使用した資料等については，実行委員会の指示に従い保管又は廃棄を行う

こと。

(5) 入退室管理

本業務の業務区画における入退室管理を行うこと。なお，入退室について表１の

とおり制限が行われていること。

表１ お問合せ窓ロ業務区画の入退室制限

入 退 室 制 限

入室を許可 実行委員会担当，要員，責任者，その他実行委員会の許可を得ているもの

入室を制限 上記以外のもの



(6) 個入情報保護対応の実施

業務の実施においては「JIS Q I5001 個人情報マネジメントシステム」又はこれ

と同等の規格の要求事項に適合した個人情報保護のための応対を実施すること。

７ 運営場所

お問合せ窓口の運営場所は，費用対効果を勘案した上で受託者が設置すること。実

行委員会のある鹿児島県鹿児島市から遠隔地にある場合は，実行委員会と密に連絡を

取れる体制を整備すること。

８ 運営期間及び運営時間

(1) 令和５年５月８日から令和５年８月31日まで：平日９時から18時

(2) 令和５年９月１日から令和５年10月30日まで：毎日９時から18時

なお，(2)の期間中，下記の１日間については，開会式会場開場１時間前から18時

までとする。開場時間は，今後変更となる可能性がある。

令和５年10月28日(土)：７時30分開場(大会開会式)

電気設備の法定点検等によるサービス時間の変更は認めないので留意すること。

９ 電話番号

実行委員会が指定するフリーダイヤル番号を使用すること。また，実行委員会から

お問い合わせ窓口への番号移管にかかる費用は委託費に含むこととする。

なお，フリーダイヤル番号は，令和５年４月12日までに決定すること。（期限につい

ては，今後前後する可能性がある。）

10 必要規模

(1) 想定受付件数

「(別紙)先催県稼働実績」を参考に本運営期間における電話受付件数の想定を行

うこと。

(2) 必要席数

お問合せ窓口の運営にあたっては，オペレーター（電話応対する者），スーパーバ

イザー(電話応対，オペレーターの管理及び指導等を担う者)等の必要な各要員にお

いて，上記「(1)想定受付件数」に対応できる席数を確保すること。

なお，期間ごとにおける要員配置数は表２を基本とし，月間応答率85%以上を担保

すること。費用対効果に優れた方法(チャットボット等）により要員数を抑制しつつ，

応答率を向上することを推奨する。なお，実施にあたっては，事前に実行委員会と

協議すること。



表２ 月別要員配置数

期間 開設日から 令和５年９月１日から 令和５年10月31日から

令和５年８月31日まで 令和５年10月30日まで 令和５年11月６日まで

ＳＶ １ １ １

ＯＰ １ ５ ０

※ ＳＶ：スーパーバイザー，ＯＰ：オペレーター

11 要員要件

(1) 要員体制

お問合せ窓口の設置にあたっては，オペレーター，スーパーバイザー等の必要な

要員を確保し，これらを統括する責任者（兼務でも可。受託会社としてその責任を

担うものとする。）を確保すること。要員配置は平均通話時間や後処理時間，労働衛

生管理面での不可等を考慮したうえで，一人あたりの対応可能件数を算出し，時間帯

に応じた適切な配置を行うこと。

(2) バックアップ体制

病気や交通機関の遅延などの理由により，突発的にオペレーター等が出勤できな

い場合においても，業務に支障をきたすことなく運営できる体制を整えること。

(3) 職務要件及び必要とする能力

ア オペレーター

(ｱ) オペレーターは，問合せを受け付け，ＦＡＱを主とした情報源を元に迅速か

つ的確に応対を行い，必要に応じ，実行委員会の業務所管担当に連絡の上，折

り返しの電話連絡を行うこと。

(ｲ) オペレーター業務を行うために必要とされる能力（オペレーター機器類を操

作するために必要な業務知識及び技能，基本的な電話応対スキル，応対フロー

の理解（応対記録の記入方法等))を有すること。

イ スーパーバイザー

(ｱ) オペレーターで対応できない案件について，適切に対応すること。

(ｲ) オペレーターと同様の知識及び技能に加え，オペレーターへの教育及び研修

能力，お問合せ窓口の運営管理能力などを有すること。

(ｳ) スーパーバイザーの業務実績を３年以上有すること。

ウ その他必要な体制

(ｱ) 実行委員会との調整及び実行委員会の要請に迅速に対応すること。

(ｲ) 各要員の業務内容及び役割を適切に定めてお問合せ窓口の品質確保に向けた

必要な措置を講ずること。

(ｳ) オペレーター機器類の保守，管理，手続等を行うために必要な専門的知識

及び技能を有すること。

12 施設等の要件

(1) 建物

ア 部外者の不正な侵入等を防ぐため，建物出入り口での入館管理を行うこと。



イ 災害時を考慮し，鉄筋コンクリート構造等で十分な耐震性を有する建物である

こと。

(2) 執務スペース

ア 部外者の不正な侵入等を防ぐため，物理的に仕切られた業務区画であること。

イ 騒音等が応対業務の妨げにならないよう，防音に配慮した設備環境であること。

ウ 応対要員の机，椅子，パソコン(インターネットに接続できる環境であること)，

プリンタ(実行委員会からの提供データを紙で出力するため)等を用意すること。

エ 電力の瞬断に備えた設備（無停電電源装置等）を備えていること。

(3) 通信設備

ア 受託者において，必要な光電話回線，電話機，インターネット回線，通信端末

を用意すること。なお，機器の故障等による利用不能を防ぐため，要員の配置数

以上の数量を備えること。

イ 電話機は，多機能電話機とし，再ダイヤル，外線保留，通話録音・再生などが

容易に行えること。

ウ 電話機には，ヘッドセットなどを付加し，応対時に手が塞がらないようにする

こと。

エ 着信した電話がオペレーターに対して均等に分配され，効率的な応対が行える

こと。

オ 応対にあふれた着信に対して，混雑アナウンスを流し，オペレーターの空いた

順に着信させる機能を有すること。

力 受付時間外には，あらかじめ録音した受付時間外の旨を案内する音声アナウン

スを流す機能を有すること。

キ 応対要員が応対の後処理を行っている最中や休憩等で離席した際には，当該電

話機には着信させない機能を有すること。

ク インターネット環境に接続される端末は，外部からの不正アクセスや攻撃など

に対して，ファイアウォール等のセキュリティ対策を講じるとともに，ホームペ

ージ等の画面表示の応答性が高く，閲覧性に優れているものとすること。

(4) その他

ア プライバシーマークや，ISO 27001(情報セキュリティ)等，個人情報の適切な保

護や，情報セキュリティに関する認証等を受けていること。

イ 過去５年以内(平成30年３月１日から令和５年２月28日まで)に国体・全国障害

者スポーツ大会における一般からの問合せ等の業務の受託実績があること。また

は，繁忙期月3,000件程度(月平均では1,400件程度)の着信を受ける類似業務にお

いて応答率85%以上を達成した受託実績があること。

13 お問合せ窓ロ運営費用に関する要件

(1) 運営施設，設備，システム等の整備に要する全ての費用は，本委託費に含めるこ

ととする。

(2) お問合せ窓口運営場所から，実行委員会や観覧申込者等への折り返し対応等によ

る通信費用は，委託費に含めることとする。



(3) 要員に要する費用は，委託費に含めることとするが，実際の受付件数が，想定受

付件数を超え，電話応対の品質管理の維持が困難となる場合には，実行委員会と受

託者がオペレーターの増員や運営時間の延長等について別途協議する。

(4) 必要な消耗品，光熱費等は，本委託費に含めることとする。

14 両大会の中止等が決定した場合の対応

(1) 両大会又は国体，大会のどちらかを中止，一部中止，規模縮小等した場合の業務

内容及び委託額等の取扱いについては，実行委員会と受託者が協議の上，決定する

こと。

(2) 実行委員会が本業務委託の精算に係る事務を行う際の参考とするため，受託者は

実行委員会から中止等が決定した旨の連絡があるまでの間に実施した業務に係る費

用について精算したものを，実行委員会の指定する日時までに提出すること。

15 その他

本仕様書に明示のない事項や本仕様書により難い事項については，その都度実行

委員会と受託者が協議の上進めることとする。


