
川崎市新型コロナウイルスワクチン

接種予約管理・案内業務委託

仕様書



１ 委託期間

令和３年２月 15 日から令和３年３月 31 日まで

２ 委託業務内容

(1) 市民からの問合せ対応

(2) 市民からの予約の受付

(3) 予約情報の管理

(4) 接種記録の管理

(5) VOC 分析

(6) 定期報告

３ 運用日及び運用時間

(1) コールセンター

  ア 運用日：全日

  イ 運用時間：８時３０分から１８時００分まで

  ウ 運用開始：令和３年３月１日開始とし、２月中は本市及びコールセンター内の研修期間とする。

(2) オンライン予約

  ア 運用日：原則として毎日

  イ 運用時間：原則として２４時間

  ウ 運用開始：令和３年３月上旬開始とし、２月中は本市及びコールセンター内の研修期間とする。

    ※詳細な運用開始日は別途本市と協議の上決定する。

    ※保守のための運用停止が必要な場合はあらかじめ本市と協議し、市民に影響のないようにする

こと。

４ 業務内容の詳細

(1) 市民からの問合せ対応

  ア 予約方法

  イ 予約状況の確認

  ウ 接種会場及び時間

  エ ワクチンの特性及び接種間隔

  オ ワクチンの有効性及び安全性

  カ クーポン券の再発行

  キ その他、例外的な対応に関すること

なお、対応内容については、本市担当者と受注者が協議の上、受注者が作成する運用マニュアル及び

FAQ に従うものとする。運用マニュアル及び FAQ 記載以外の問合せについては、本市に報告の上対

応を依頼すること。ただし、本市が対応内容を決定の上、コールセンターから回答するよう指示する

場合がある。なお、運用マニュアル及び FAQ は必要に応じて改善していくものである



(2) 市民からの予約の受付

  ア 電話による予約受付

    市民からの入電により、接種の予約を受け付けること。

  イ オンラインによる予約受付

市民及び管理権限を保有する者（コールセンター、本市職員及び接種会場の従事者）がパソコン

及びスマートフォンのブラウザから接種を予約できる仕組みを構築し、運用すること。キャンセル

及び予約変更の取扱いについては、本市と協議の上、決定する。

なお、市民からのアクセス数が急増した場合でも、コールセンター業務に影響が無いよう対策を

講じること。

(3) 予約情報の管理

  ア 予約枠の管理

    各会場／日時ごとの予約枠を管理できる仕組みを構築すること。なお、管理者のみ予約可能な予

約枠（市民には表示されない枠とする）を設けること。

    また、本市から提供されたデータにより、一括して予約を登録する仕組みを設けること。

  イ 予約状況の管理

    市民の予約状況を管理し、状況を照会できる仕組みを構築すること。

  ウ オンラインによる予約状況照会

    市民、コールセンター、本市職員及び接種会場の従事者がパソコン及びスマートフォンのブラウ

ザから、接種の予約状況を確認できる仕組みを構築すること。

    なお、市民からのアクセス数が急増した場合でも、コールセンター業務に影響が無いよう対策を

講じること。

  エ 予約一覧の作成

    各会場／日時ごとに予約状況の一覧を出力し、本市及び接種会場へ提供すること。

    ※提供の方法は本市と協議の上、決定する。

  オ 個人識別子の利用

   予約情報の管理に用いる個人識別子は本市と協議の上、本市が作成した個人情報を含まないもの

（数字 10 桁のログインＩＤと数字８桁のログインパスワードを想定）、又は本市が提供するデータ

を基に受注者において作成したものを用いる。

  カ 初回ログイン時に必ずログインパスワードを変更させ、市民が任意の値を設定できるようにする

こと。また、その後もログインパスワードは市民が随時変更できるような仕組みにすること。

キ ログインパスワードは管理権限を保有する者（コールセンター、本市職員及び接種会場の従事者）

が任意の値を設定し、上書きできるようにすること。これは随時設定可能とする。

(4) 接種記録の管理

  ア 接種記録の登録

    各接種会場において、従事者が接種記録を登録できる仕組みを構築すること。

  イ 接種記録の連携

    接種記録のデータを日時連携により本市へ受け渡せる仕組みを構築すること。



  ※ア及びイの具体的な運法方法を本市へ提示し、あらかじめ了承を得ること。

(5) VOC 分析

市民から寄せられた問い合わせ、要望、苦情等を分析し、月次報告会で報告すること。ただし、緊急

を要する内容については、速やかに本市へ報告すること。

また、案内に誤りや不足があった場合は、６(2)で定める管理者にて本市へ報告及び入電者へ訂正案内

を実施すること。必要に応じて通話ログを確認し、オペレーターにフィードバックを行うこと。

(6) 定期報告

ア 日次報告

 当該日の翌運用日午前中までに次の内容を一覧にまとめ、電子メールにて本市へ報告すること。

また、エスカレーションしたものは、それが正しく行われたかを本市職員に確認し、日次報告に含

めることとする。

(ｱ) PBX 着信数

(ｲ) 応答数

(ｳ) 応答率

(ｴ) その他報告が必要と判断される事項

イ 月次報告

   月次報告書を作成の上、月に１回報告会を開催し、次の内容を報告すること。

(ｱ) 月間 PBX 着信数、応答数、応対品質低下時の改善策

(ｲ) サービス管理指標

(ｳ) FAQ 追加、変更内容

(ｴ) VOC 分析

ウ 月次報告会の概要

月に１回月次報告会を開催し、本市に対して必要事項の報告、情報共有を行うこと。

(ｱ) 月次報告会は、原則として本市が指示した場所で行うこと。

(ｲ) 月次報告会の開催時期は別途本市と協議の上決定する。

(ｳ) 本市職員からの質問に対して的確に回答できるよう、スーパーバイザー以上で対応すること。

５ 想定入電数等

  ３月上旬に約 30 万人に対して予防接種に必要な接種券の発送を行うこと及び１か所当たり１日約

300 人の接種を行うことのできる会場を７か所以上設置予定であることから、１日 2,000 件以上の入電

が想定される。

６ 要員要件

(1) コールセンター運営要員

ア コールセンター運営要員は、オペレーター、スーパーバイザー及びこれらを統括する管理者を配



置すること。スーパーバイザーと管理者は兼務不可とする。

イ オペレーターの配置は想定入電数に対して、「８(1) サービス管理指標」に示すサービス管理指標

の目標値を達成するよう、必要な人員（最低 80 席以上）を確保すること。なお、入電数が想定件数

の 10％以内の増加であれば柔軟な対応ができるような体制を構築すること。

ウ スーパーバイザーは常時１名以上を配置すること。ただし、休憩時間等は管理者が代行するもの

とする。

エ 体制構築にあたっては、災害、交通遅延、疾病等による突発的な要因の欠員が発生した場合でも

業務に支障をきたさない体制を構築すること。

オ 管理者、スーパーバイザーを含めた本業務を遂行する要員の名簿を提出すること。なお、退職・採

用等による要員の変更があった場合は、速やかに報告すること。

(2) コールセンター運営要員に求める能力

ア オペレーター

(ｱ) 電話応対の実務経験が１年以上あること。

(ｲ) 一般常識を持って行動できること。

(ｳ) 電話応対マナーが優れていること。

(ｴ) 電話応対業務に必要な能力（対話力、説明力、協調性、文書作成力等）を有していること

(ｵ) 業務に必要な機器、PC を十分操作できること。

(ｶ) 過去の応対履歴を踏まえた上で電話対応ができること。

イ スーパーバイザー

(ｱ) 次のいずれかを満たすこと。

a コールセンターでのスーパーバイザーの実務経験 １年以上

b コールセンターでのスーパーバイザー補佐業務 ２年以上

(ｲ) 管理業務に必要な能力（センター運営管理、指導育成、関係構築力等）を有していること。

ウ 管理者

(ｱ) コールセンターの管理者実務経験が１年以上あること。

(ｲ) 本業務及び設備の管理、オペレーター、スーパーバイザーの管理監督を行うに必要な知識・経

験を有すること。

(ｳ) 本市との調整、連絡業務を行うに必要な知識・経験を有すること。

(3) 業務知識の事前習得

コールセンター運営要員については、実際の業務に従事する前に、次に示す知識を習得できるよう

に教育を実施すること。なお、事前に教育計画（教育内容、スケジュール）を本市に報告し、了解を

得ること。

７ コールセンターの運用場所、施設、設備及び機器の条件

(1) 設備、什器、備品を含め受注者側で用意する。受注者が用意する施設、設備及び機器は、受注者の責

任で保守・管理及び故障対応すること。

(2) 音声ネットワーク環境

ア 電話設備



(ｱ) コールセンターの電話番号として、転送される川崎市名義の受付番号「044-200-****」を着信

すること。****は本市から別途提供する。

(ｲ) コールセンターから市民、医療機関へ発信する場合は、相手方のナンバーディスプレイに本市

が用意した電話番号、又は受注者が取得したナビダイヤル電話番号が表示されるように設定し、

その番号で着信ができること。なお、ナビダイヤル電話番号を使用する場合は、速やかに本市へ

取得した電話番号を報告すること。

(ｳ) 電話機は必要な座席数分用意すること。

(ｴ) 電話機は多機能電話機とし、ヘッドセットを付加すること。

イ 電話交換設備

(ｱ) PBX を設置すること。他業務との兼用は可とするが、他業務の影響を受けない構成とすること。

(ｲ) PBX の設置に当たっては耐震等の防災設備を完備すること。

(ｳ) 混雑時及び時間外においては、所定のガイダンスを送出すること。

(ｴ) チャンネル数（回線数）は想定入電数及び必要な人員数（最低 80 席以上）を鑑みて必要分を確

保すること。

(ｵ) 通話内容をリアルタイムにモニタリングする機能を有すること。

(ｶ) 電話応対研修への利用、不審電話対応等のために、通話録音機能を有すること。

(ｷ) 各種統計データ、応答状況データを収集できること。

(ｸ) 災害発生、機器故障、回線異常等により着信が困難になった場合、他の拠点に呼を振り代える

機能を有すること。

(4) 情報システム環境

ア 応対履歴システム環境

(ｱ) 応対履歴システムを用意すること。

(ｲ) 応対履歴情報は、受付番号、受付日時、内容分類、性質分類、問合せ・回答内容、処理状況等を

記録する。

イ ネットワーク環境

コールセンターのネットワーク環境を予め本市へ提示し了承を得ること。

８ コールセンターの応対品質要件

(1) サービス管理指標

ア 本業務遂行にあたっては、月間平均応答率を管理指標とし、その算出式は次のとおりとする。な

お、月間平均応答率の目標は 85%とする。ただし、感染症の流行に伴う着信数の急増があった場合

はその限りではない。

※算出式：PBX に着信した呼のうち、オペレーターが応答した呼の割合（応答件数÷PBX 着信件数）

イ 受注者は、本目標値を達成するよう業務を実施すること。

ウ 本指標について応対品質低下した場合は改善策を講ずること。

エ サービス管理指標については、本市へ定期報告すること。



(2) 応対品質

市民サービス向上のために応対品質に関する指標を設定し、応対品質の管理、向上を行うこと。

９ 予約受付・管理及び接種記録管理業務に用いる情報システムの要件等

業務に用いる情報システムの機能、性能及びネットワーク環境等の仕様について、業務を開始する前

に本市へ提示し、了承を得ること。

10 個人情報の収集について

  予約の受付及び管理に必要な個人情報を収集する場合には、あらかじめ必要な個人情報及び収集、保

管方法を本市と協議の上、収集する際には本人の同意を得ること。

11 セキュリティ対策・個人情報保護要件

川崎市個人情報保護条例及び川崎市情報セキュリティ基準等、本市が定める規定、その他関係法令等

に基づき、必要なセキュリティ対策・個人情報保護対策を講じること。

12 非常事態への対応

災害、事故、機器故障、回線異常、要員の出勤不能等の非常事態が発生し、業務運営に影響を及ぼす

場合は、速やかに本市へ状況、影響範囲等を報告し、対策を協議すること。また、影響を最小限にとど

める対策、復旧作業等を実施し、極力業務を継続実施するよう努めること。

13 本業務の運営に必要な費用

  本委託契約に係る委託費用は、次の(1)～(4)に示す本委託業務の契約期間中の一切の費用の総額とす

る。

(1) 使用機器及びネットワークに関する費用

(2) 設備及び要員に要する費用

(3) 光熱費等本業務運営に必要な光熱費、消耗品、運用施設の使用料など、本業務に必要なすべての費用

は本委託費に含めること。

(4) 本業務運営に向けた準備に要する費用

 本業務開始前の準備期間に発生する全ての費用（設計費、通信費、要員費、研修費、光熱費、運営施

設費等）は本委託費に含めること。

14 支払方法

上記 13(1)～(4)に示す費用については、各月の業務終了後、翌月 10 日までに受注者が業務完了届を本

市に提出し、本市で業務完了届の検査確認を行い、適当と認めたとき、請求日から 30 日以内に受注者

に支払うものとする。

15 作業全般における要件

(1) 本市の条例、規則などを順守し、本市にとって適切な成果及び納品物が得られるよう、本市の立場に

立ち業務を遂行すること。また、必要な事項については積極的に提案すること。



(2) 作業に着手する時点で体制図を提出し、随時最新版に更新を行うこと。
(3) 作業に着手する時点で詳細なスケジュールを提出し、随時、最新版に更新を行うこと。さらに、本作
業の進捗状況について定期的に本市に報告するとともに、その進め方、手法について本市と協議の上、

定めること。

(4) 現地調査等を実施するときは、本市関係部署と連携を取ること。
(5) 受注者が作業するための環境（作業場所、機器等）は原則として提供しないが、本市との会議を行う
ための会議室は、本市と協議の上決定すること。

(6) その他、業務の実施に必要な事項、この仕様書に特に定めのない事項については、本市と受注者で協
議の上、定めること。

(7) 受注者は、この契約に基づく業務を処理するため、本市から引き渡された原票、資料、貸与品等を、
本市の許諾なくして複写または複製しないこと。

(8) 受注者は、目的物の納入前に事故が発生した時は、その理由にかかわらず、ただちにその状況、処理
対策等を本市に報告し、応急措置を加えた後、書面により本市に詳細な報告及びその後の方針案を提

出すること。

(9) 契約期間終了後、本仕様による成果及び納品物について、本市がインターネットを含む、対外的な発
表を行うこと、複製、翻訳、翻案、譲渡及び貸与することに関して、受注者は一切の異議を申し立てな

いこと。

(10) 本仕様による成果及び納品物の一切の権利は本市に属するが、一部に受注者に属する著作権、特許
権、肖像権等が残存する場合においては、その内容を納品時にすべて明示し、その権利を行使する場合

には、その一切について、書面による本市の承諾を要するものとする。

(11) 本仕様書による全ての作業において、本市が提供した業務上の情報を指示目的外の使用及び第三者
に開示または漏洩しないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。ただし、本市の書面による

承諾を得た場合はこの限りでない。

(12) 受注者は、本仕様による成果及び納品物において、本市以外の者に属する著作権、特許権、肖像権
等の権利を侵害しないことを確約すること。

(13) 受注者は、業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に委託してはならない。受注者は業務の
一部（主要な部分を除く）を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ再委託者の住所、商号、氏

名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額等について記載した書面を本市へ提出し、その承

諾を受けなければならない。また、受注者は、この契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に

伴う再委託者の行為について、本市に対してすべての責任を負うものとする。

(14) 本契約の終了後は、本業務の電話番号について、次期の受託者等へ円滑に電話回線を引き継ぐため
に必要な対応をとり、市民生活に影響が及ばないようにすること。


