
（様式６） 

企画提案書 

実施体制及び管理体制について 

（１） 実施体制、派遣労働者の安定的な配置、欠員等の対応 

本業務を受託するに当たっての実施体制についての基本的な考え方、構築手順、知識と経験を

有する派遣労働者の具体的な確保策、配置計画（スケジュール）等を記載してください。 

また、急な休暇や退職等による欠員時の対応について記載してください。 

◆業務実施体制について 

 本業務履行にあたり、記載の通り、各役割を定義し、責任を明確にいたします。派遣元業務担

当者は営業担当とさせていただき、仕様書での「本業務を遂行するに当たり、業務の円滑な実施

を図り、業務全体を総合的に把握し、調整することができるよう責任者」とさせていただきます

が、令和 4年度は運用体制の強化として、弊社社員を１名芝地区総合支所のリーダーとして配置

させていただき、貴区職員様との連絡・調整及び業務に近しい位置での派遣労働者のフォローを

実施させていただき、職員様の業務負担の軽減を実現いたします。また、弊社の他自治体で取り

入れているラウンダースタッフを配置いたします。貴区専任のラウンダースタッフを配置する事

により、欠勤が出た際の補填対応、退職が出た際の補填も即座に対応可能となります。 

 



 ■採用方針について 

本事業においては、必要要件をそなえた業務従事者を確実に確保できる計画と採用手法、また

その実現性が重要であると捉えております。弊社は人材会社の強みを活かし様々な媒体への広告

掲載を行い、候補となる登録スタッフの母集団を形成しており、周辺エリアにおける要員確保の

実績がございます。特に自治体様における豊富な業務実績を持つ弊社には、自治体様での勤務を

希望される優秀な登録スタッフが多数在籍しております。 

 

 

  

 



◆採用スケジュール 

 

◆欠員時の対応について 

 本業務履行にあたり、常駐管理責任者(芝地区総合支所のリーダー)の他に、ラウンダースタッ

フを配置いたします。役割といたしましては、営業担当、常駐管理責任者と連携を取りながら、

主に芝地区以外の支所への定期巡回を実施し、派遣労働者の勤怠確認、指導、フォロー、メンタ

ルケア等をメインとして実施いたします。また、急な欠勤や、退職者が出た際は、すぐに現場補

填要員として配置させていただき、業務に支障が出ない体制を実現いたします。ラウンダースタ

ッフにつきましては、貴区への派遣契約をさせていただきますが、仕様書以上の人件費や移動費

用の負担は弊社側にて行います。即戦力となる応援を実現したく考えておりますので、弊社での

事前研修、テストを合格し、接遇対応においても問題がない者を配置いたします。 

 

 

 

※ 印刷はＡ４サイズとしてください。文字のサイズは原則として 11ポイント以上とします。 

 



（様式６） 

企画提案書 

実施体制及び管理体制について 

（２） 派遣労働者の教育 

配置前、配置後の派遣労働者への教育の考え方及び具体的な実施計画（スケジュール）につい

て記載してください。 

◆配置前事前研修について 

入職時の導入研修では、大きく分けて基礎研修(共通)と実務研修の二部構成にて実施します。 

新規採用の派遣労働者におきましては、座学研修にて基礎研修 1日、実務研修 1日間(1日 7時間)

計 14時間を想定しており、各研修項目毎に逐一確認テストを実施いたします。 

これまでのマイナンバーカード交付関連の委託業務にて行ってきたノウハウを活用し、個人応報・

コンプライアンスだけでなく、マイナンバー制度概要や業務概要等、交付関連業務における基礎知

識の研修を行います。継続となる派遣従事者におきましても、制度概要、業務概要を除く下記カリ

キュラムを 1日間(1日 7時間)実施いたします。  

 

※ 印刷はＡ４サイズとしてください。文字のサイズは原則として 11ポイント以上とします。 

 

 



（様式６） 

◆業務開始後について 

3 か月に１度、常駐管理責任者とラウンダーによる派遣労働者への接遇サービス状況のチェック

を実施します。評価状況を営業担当と常駐管理責任者にて派遣労働者へフィードバックを実施し、

接遇意識を形骸化させないようにいたします。 

 

 

 

 

 

◆本事業を踏まえたその他研修 

 

 

 

 

 

 

 

no ⑴できている ⑵できていない ⑵-①⑵の氏名 ⑵-②、①出来ていない理由 ⑵-③、②解決策 ⑵-③、②実行スケジュール

a 住民の方への挨拶

a 職員様及びスタッフ等への挨拶

a マスクの着用

a
職場に相応しい装い（髪色は暗めの色）
男性：髪は短く整えている 女性：髪が長い場合は後ろで束ねる

a 就業中ネックストラップ（名札・ジャンバー）の装着

a 業務スペースでの私語は慎んでいる

a 就業時間中、携帯の操作をしていない

a 業務スペースに携帯は置いていない

a 携帯電話はマナーモードにしている

a 業務時間中は私用の電話はしていない

a 私物は全てカバン等に収納している

a 備品と私物を一緒に管理していない

a 業務スペースは整理整頓できている

a
コロナ（感染症）対策
※除菌シートの活用・スペースの確保（待合含め）等

a
必要備品等の把握し、管理ができている
※住民説明ツール、消耗品関連、マニュアル関連等

a 各スタッフさんは開始5～10分前を目安に出勤できている

a タイムシートは終業時に日々記入している

a 職員さんから問い合わせ等ありますか

a その他

項目

接
遇
及
び
ハ
ウ
ス
ル
|

ル

管
理
者
SV

※本チェック項目は弊社履行中の委託現場にて行っている 

 内容となります。貴区業務用にカスタマイズし、実施いたします。 



※ 印刷はＡ４サイズとしてください。文字のサイズは原則として 11ポイント以上とします。 

（様式６） 

企画提案書 

実施体制及び管理体制について 

（３） リーダー及びサブリーダーの配置及び育成 

芝地区総合支所の派遣労働者の業務を取りまとめ、港区との連絡、調整を行うことができるリ

ーダー及びサブリーダーの配置について、考え方、配置計画及び育成方法について記載してくだ

さい。 

◆チーム派遣の導入 

他自治体マイナンバー関連業務でも実績のある、チーム派遣を提案いたします。個別に要員を

派遣するだけではなく、貴区に指揮命令系統を残したまま、業務を丸ごとでも一部ずつでも弊社

のリーダーに業務指示を代行させることが可能です。今回、仕様に記載の芝地区総合支所でのリ

ーダーにおきましては、弊社で他自治体の委託にてマイナンバーの業務を経験した社員 1名を常

駐として配置させていただき、実務と併せて、実務に則した派遣労働者へのフォローや継続教育

を実施します。常駐社員におきましては、業務の立ち上げから教育、運用を経験した者になりま

すので、貴区と協議の上、貴区の特性に合わせた運用を即時実施することが可能となります。 

サブリーダーにおきましては、派遣労働者の労務管理以外のリーダー業務を担わせ、業務がより

円滑に運用できるような体制を実現させます。 

 

◆リーダーの役割(想定) 

 



◆役割定義 

 各役割と業務分掌を定義し、責任範囲を明確化いたします。 

 

 

◆育成について 

人材育成におきましては「教育」と「評価」の 2本を柱として継続的に実施し、従事者のスキ

ルアップ、就業意欲の向上を目的とし、長期定着と業務の高品質化を目指します。 

サブリーダー、派遣労働者の継続的な育成については常駐管理責任者兼リーダーの役割とし推進

いたします。 

 

※ 印刷はＡ４サイズとしてください。文字のサイズは原則として 11ポイント以上とします。 



（様式６） 

企画提案書 

実施体制及び管理体制について 

（４） 区との連絡体制、派遣労働者との連絡体制、情報伝達方法 

本業務を遂行するに当たっての区との協議、調整方法について記載してください。また、派遣

元から各派遣労働者までの統括体制、情報伝達方法等を記載してください。 

 本業務履行にあたりまして、貴区との協議、調整におきましては、営業担当と常駐管理責任者

兼リーダーの弊社社員 2名体制であたらせていただきます。現場と現場外での役割、責任範囲を

明確にし、令和 4年度より強化した体制で運用いたします。 

 

◆情報伝達方法について 

本業務関係者は、コミュニケーションツール「Slack（スラック）」を導入し、より迅速な情報

の連携、共有を実現させます。 

 

※ 印刷はＡ４サイズとしてください。文字のサイズは原則として 11ポイント以上とします。 

 

 



（様式６） 

企画提案書 

実施体制及び管理体制について 

（５） 緊急時の対応、苦情・トラブルへの対応 

業務における事故・苦情・トラブル発生時の対応についての考え方、対応策及び区への報告体

制等を記載してください。 

◆現場実務のフォローアップ体制 

チーム派遣の体制により、現場実務についても派遣労働者はフォローを日常的に受ける事がで

きます。常駐管理責任者からの日時、定期の巡回によるフォローアップにより、日常のコミュニ

ケーション量を増やし、労務トラブルの未然防止をしてまいります。 

 

◆苦情を未然に防ぐ 

苦情の原因の 9割は、誤った知識のまま、区民様に対し誤った説明をしてしまうことから発生

すると考えます。これを回避するには対応する派遣労働者の業務知識の深い習得が必要となりま

す。弊社では事前研修をはじめ、定期的なフォロー研修、常駐管理責任者からの指導を繰り返す

ことで、まずは苦情を未然に防ぐことが最大の抑止という認識をもって業務に従事いたします。 

 

◆事故・苦情・トラブル発生時の対応 

苦情を未然に防げなかった場合、最小限の対応に留めるために迅速に対応します。一次対応し

た派遣労働者から対応困難と判断された場合は、すぐに常駐管理責任者兼リーダーもしくはサブ

リーダーへ相談し、状況を把握いたします。その後、直ちに常駐管理責任者兼リーダーもしくは

サブリーダーは、職員様へご報告、エスカレーションを実施し、対応方針のご相談をさせていた

だき、原則常駐管理責任者兼リーダーにて対応させていただき、職員様の対応は最小限となるよ

う努めます。 

 

◆事故・苦情・トラブル内容の共有・立案 

 職員様の負荷を軽減、『苦情は、サービス品質向上の最大のヒント』であると考え、即時対応、

即時改善を行い、さらなる品質向上に努めます。頂いた苦情に関しては、全派遣労働者へ内容を

共有するとともに、苦情を頂くに至った原因・経緯・再発防止策をまとめた報告書を翌営業日ま

でに貴区へご提出致します。他支所で発生した苦情におきましても、営業担当と芝地区の常駐管

理責任者兼リーダーへ報告が上がる体制を整えます。 

 

◆小さなトラブル（ヒヤリハット）の管理、集約、対策の共有体制 

本業務は貴区の業務の一部・情報の一部をお預かりして業務を履行する為、小さなトラブルや

ミスから学び、大きなトラブルに発展してしまうことを未然に防ぐことが重要であると考えてお

ります。全支所において、小さなトラブル事象（ヒヤリハット）を常駐管理責任者兼リーダーに

てｌ集約をし、定期的に全派遣労働者へ共有し、危機意識を醸成し、事故・トラブル防止に努め

てまいります。 

 

 

※ 印刷はＡ４サイズとしてください。文字のサイズは原則として 11ポイント以上とします。 

（様式７） 



企画提案書 

個人情報保護・情報セキュリティ対策、特定個人情報の取扱について 

守秘義務を含めた個人情報保護、情報セキュリティ対策の考え方及び具体的な対策等について

記載してください。また、マイナンバーを含む特定個人情報を取り扱うに当たっての基本的考え

方、安全管理措置及び具体的な対応策等を記載してください。 

なお、プライバシーマーク以外に、個人情報保護に関する資格がある場合は、記載してくださ

い。 

◆情報セキュリティ対策の基本方針 

 弊社はこれまで、多くの自治体様にて委託・派遣両面での、個人情報・特定個人情報等を取扱

う業務を履行してきております。弊社の個人情報保護への取組み及び貴区情報セキュリティ基本

方針並びに情報セキュリティ対策基準に則り、スタッフへの教育を講じることをお約束いたしま

す。 

◆個人情報保護・コンプライアンス体制 

 弊社では、様々な自治体業務において日々、特定個人情報・個人情報・機微情報に接する業務

を運用しており、全社体制で情報管理することにより、その信用を損なわず事業を継続しており

ます。今回の事業において「個人情報」を取扱う事を想定し、万全な体制で臨んでまいります。 

◆弊社の個人情報保護方針 

 

 



◆本事業特性を踏まえた教育（個人情報保護・コンプライアンス） 

 本事業では、個人情報等を扱うこと、コンプライアンスについて、業務従事者の深い理解が必

要であると認識しております。今回、派遣案件との認識の下、できうる限りの支援体制として、

事前研修を提供いたします。また、併せて弊社委託案件で講じる「人的安全管理措置」に準じる

基準で採用・研修・啓蒙を実施してまいります。 

 

 

◆個人情報・コンプライアンス順守に関する誓約書 

弊社では業務開始前の派遣スタッフに対して、個人情報・コンプライアンス順守に関する動画

視聴及びに誓約書の記入を行っており、誓約内容（一部抜粋）は下記になります。 

 

 

◆弊社の個人情報保護に係る社内規定一覧 

 

 

◆その他弊社取得の外部認証 

 

 

※ 印刷はＡ４サイズとしてください。文字のサイズは原則として 11ポイント以上とします。 



 

（様式８） 

企画提案書 

業務の提供水準について 

（１） 住民基本台帳法、マイナンバー法、個人情報保護法等の関係法令の遵守 

 本業務を遂行するに当たって、関係法令の理解及び遵守について、考え方及び対応策等を記載

してください。 

本業務では、大量の個人情報等を扱うこと、コンプライアンスや特定個人情報等について、従

事者の深い理解が必要であると認識しております。弊社では、これまでの多数の「個人番号カー

ド交付」に関する業務を業務委託・派遣共に履行してまいりました。今回、派遣案件との認識の

下、できうる限りの支援体制として弊社委託案件で講じる「人的安全管理措置」に準じる基準で

採用・研修・牽制・啓蒙を実施してまいります。 

 

１、全従事者の採用時に、個人情報保護・コンプライアンス関連確認テスト満点の方のみ雇用致

します。 

 

２、採用時には、機密保持誓約書・身元保証書の徴収、緊急連絡先の再確認を致します。 

 

３、派遣開始前の事前研修にて、番号制度への理解・コンプライアンス・個人情報保護・情報を

取扱う場合に遵守すべき事項・関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任・貴区情報セキュ

リティ基本方針に関する知識を身につける研修及びテストを実施致します。 

 

４、派遣開始前に、従事者一覧では各情報セキュリティ研修の受講記録・テスト実施記録を確認

できるように致します。 

 

５、派遣後、月 1回の「情報管理研修」を貴区と協議の上実施します。定期研修では、短時間で

リマインド・啓蒙・禁止事項確認ができる専用動画を 5本作成しておりますので活用いたします。 

併せまして、プロジェクト本部主導での確認テストを実施します。 

 

６、フォローアップ時に、事例・ヒヤリハット・課題について認識想起を実施し、全体の安全管

理意識を向上させます。 

 

 

 

 

※ 印刷はＡ４サイズとしてください。文字のサイズは原則として 11ポイント以上とします。  



（様式８） 

企画提案書 

業務の提供水準について 

（２） マイナンバーカード交付や国の施策等への対応 

 マイナンバーカードの特性を踏まえて、申請から交付までの窓口対応及びマイナポイント事業などの

国の施策への迅速かつ柔軟な対応に重要と思われる点は何か、また、それらを派遣労働者へどのよう

に周知、教育するかを記載してください。 

令和元年 6月のデジタル・ガバメント閣僚会議におきまして、スマート公共サービスを実現し

ていくための施策として、2022 年度中までに殆どの国民が個人番号カードを保有している状況

について言及されており、『個人番号カード交付円滑化計画』が貴区におきましても推進されて

おります。令和 3年 1月にはカードを持っていない人に対してスマートフォンでも申請できる QR

コード付き申請書の発送や 10月 20日からは健康保険証利用の本格運用のスタート、マイナポイ

ント事業においても令和 3年に申込期限を 2度延長継続実施など総務省からの申請促進の取り組

みも継続されております。今後におきましては、スマートフォンへのカード機能の搭載を 2022年

度中、運転免許証とカードの一体化は 2024 年度末に実現とさらなるマイナンバーカード普及促

進や利便性向上などが求められると考えます。 

 

上記背景を踏まえ、貴区におきましても交付円滑化画の推進にあたって、申請・交付件数の増

大に対応する窓口体制の強化を実施されるご意向と思慮し、貴区職員様の交付業務等へのコア業

務への集中などの効果を見込み、業務負荷軽減の役割を担うことが受託業者の責務であると思慮

いたします。また、マイナンバーカードに関しては未だセキュリティに不安を抱かれる方もいら

っしゃる中で、交付事務を実施するにあたっては作業に関する知識のみならず、特定個人情報等

の個人情報保護・セキュリティに関して高い意識を持ち対応していく事が非常に重要であると思

慮いたします。 

 

 

本業務履行にあたり、弊社基本方針といたしましては、貴区の交付円滑化計画実行に向けた重

要な取り組みである事を理解し、今回、円滑な業務遂行に向け、個人番号カード関連の実績を豊

富に有する弊社の経験を十分に活かし実行してまいります。 

 

① 経験を踏まえた事前教育を提供します。 

多くのマイナンバー関連業務（委託・派遣）の経験を踏まえ、事前研修を実施いたします。一

般的なフロー、帳票、リスクポイントを紹介し、貴区の実務研修時での呑み込みを早め早期戦力

化を目指します。 

 



② 高い個人情報保護意識の保持 

弊社委託業務で実施している「人的安全管理措置」に準じる対応を、採用前・派遣開始後に実施

し、個人情報保護に関する意識づけを強固に致します。 

 

③ チーム派遣の提案いたします。 

他自治体でのマイナンバー関連業務にて実績のある「チーム派遣」を貴区向けに調整し、提案

いたします。弊社社員 1名を常駐させることにより、深いフォロー・実務的な教育・素早い調整

が実行でき、現場負荷を実現させます。 

 

④ 本部体制と連携した現場実行体制運用をいたします。 

派遣事業・業務請負事業を「人材サービス事業」の単一セグメントとして経営体制を最適化して

おります。貴区との直接の契約先は首都圏自治体派遣事業担当の営業四部営業二課となります。

自治体様関連業務対応のプロジェクトを営業本部直下で組成しており、協働して業務履行をして

まいります。また、各種企画、コンプライアンス関連の統制、危機管理は専門の部門・委員会に

てサポートします。 

 

※ 印刷はＡ４サイズとしてください。文字のサイズは原則として 11ポイント以上とします。 

 



（様式８） 

企画提案書 

業務の提供水準について 

（３） 外国人住民への的確な対応 

 「外国語」や「やさしい日本語」を使用して、必要な手続きを的確に案内するための考え方、

対応策、派遣労働者のスキル向上等の方法について記載してください。 

※窓口対応のほか、電話対応も含めて記載してください。 

◆事前研修の実施について 

貴区在住人口の約 7.5％人(19,616名/2020年 8月 1日時点)の方が外国国籍のお持ちの方であ

り、日々、多くのご来庁者様がいらっしゃる中で、外国語国籍の方への対応が必要な場面が多く

想定されます。 

採用時の英語、中国語のトークスキル、業務経験と併せまして、弊社の事前研修の接遇の項目

におきましては、弊社の研修資料と併せまして、貴区の「実践！やさしい日本語による公文書」

も活用し、現場における窓口、電話での外国国籍の方への対応の心構え、対応の方法のレクチャ

ー、窓口、電話対応を想定したロールプレイングを、一般的な応対から、実際に他自治体で発生

した問合わせ内容も含め実施してまいります。 

 

◆配置後の継続的な教育の実施について 

時間を割いて来訪される区民様に対して、不快な思いをさせることなく、申請を行っていた

だくことは、本事業を円滑に進め、かつ交付後も気持ちよくマイナンバーカードをご利用いた

だくために不可欠な要素と考えております。当社では、これまでの窓口委託業務経験から、接

遇教育を継続的に実施してまいります。業務開始後もリーダー、ラウンダーにて実際の履行現

場において定期的に確認を行い、派遣労働者へその評価のフィードバックをいたします。 

 

※ 印刷はＡ４サイズとしてください。文字のサイズは原則として 11ポイント以上とします。 

 



（様式８） 

企画提案書 

業務の提供水準について 

（４） 接遇 

 区民目線に立った接遇のあり方、考え方、教育及び対応策等を記載してください。 

本業務で大事なことは、コンプライアンスや業務知識だけでなく、異なる事情で来庁される住

民様と直接接点を持つ為、区民サービスを意識した「接遇」の応対をすることが重要であると考

えます。言葉遣い、態度、表情、挨拶と、来庁する方の属性や事情によって応対するべき内容が

異なってくるため、一般的な応対から、実際に他自治体で発生した問合わせ内容も含めて、実践

的な接遇研修を業務開始前、業務開始後も継続的に実施してまいります。 

 

◆業務開始前 

下記カリキュラムを基に事前研修を実施してまいります。 

【基礎編】 

接遇マナー 

・ビジネスマナーと好印象を与える対応 

・対面接客に相応しい表現、クッション言葉、心情理解と傾聴 

・電話応対の心構え 

・状況に応じた言い回し、高齢者等に配慮した対応 

・一般的なオープニングからクロージングまでのトークの流れ 

【実務編】 

窓口応対 

・窓口業務における立ち居振る舞いや注意するべき点 

・実際にあったクレーム、ご意見等 

・一般的な FAQの照合と読み合わせ 

・苦情やトラブル発生時の優先順位つけ、また判断基準等を実例をもとに理解深耕 

・報、連、相の重要性（エスカレ遅延における被害影響範囲の拡大のリスク 等） 

【ロールプレイング】 

・実業務を想定したロールプレイング 

・想定事例をもとに質疑応答 

・窓口問合せから申請書受付や交付補助等について想定状況に合わせたロールプレイングの実施 

 

 

※ 印刷はＡ４サイズとしてください。文字のサイズは原則として 11ポイント以上とします。 

 



 

（様式９） 

企画提案書 

労働諸法令の遵守及び労働環境の確保について 

（１） 労働諸法令遵守の考え方、対策等 

労働諸法令を遵守し、派遣労働者の労働環境確保について、基本的考え方及び対策等を記載し

てください。 

◆勤怠管理 

 派遣労働者の勤怠管理を弊社として組織的に実施してまいります。現場においては、弊社社員

の常駐管理責任者とラウンダーにより、日次、中間確認を実施し、長期残業者の抑止と健康状態

の管理を実施いたします。 

 

◆働き方改革関連法案対応 

 

 

◆社会保険適用拡大への対応 

 弊社では、2022年 10月からの社会保険適用拡大の施行に伴い現在準備をしております。 

新たな条件として下記、条件が追加されます。 

① 週の所定労働時間が 20時間以上 30時間未満 

② 賃金の月額が 8.8万円以上であること 

③ 2ヵ月を超える雇用期間が見込まれること 

④ 学生ではないこと 

今回の適用拡大に伴い、時短勤務者や週 2～3 のシフト勤務者の働き方が変わってくる事が想

定されます。当然ながら、弊社といたしましては、加入条件を満たす派遣労働者におきましては

100％の加入を実施いたします。本入札金額におきましては、上記を想定した金額で設定してお

ります。 

 

※ 印刷はＡ４サイズとしてください。文字のサイズは原則として 11ポイント以上とします 



 

（様式９） 

企画提案書 

労働諸法令の遵守及び労働環境の確保について 

（２） 派遣労働者の勤務評価及び評価後の指導体制、雇用形態、賃金形態等 

労働諸法令を遵守した上で、勤務評価及び評価後の指導方法等を記載してください。また、雇

用形態、賃金形態について、記載してください。 

◆派遣労働者の勤怠管理につきまして 

弊社では、事前に設定した人員体制及び人員配置で業務が実施できているか等、日々の勤務及

び労務を以下のルールで管理しています。全派遣労働者には労務関連の法律や 36 協定等コンプ

ライアンスを事前研修で熟知させ、適切な労務管理を実施します。 

 

勤怠管理を適正に行うには、労働に関する基準が正しく整備されているかどうかも重要です。

上記管理ルールに従い、課題や問題はすぐにリーダーへフィードバックを行うことで不正な勤

怠・有給休暇未取得などの状況を発生させない運用を推進してまいります。本事業において、従

事者のモチベーションの低下＝区民サービスの低下に直結すると認識しております。働き方を通

してモチベーションの維持・向上につながるよう、勤怠に関してもしっかりと管理いたします。 

 

◆勤怠評価、指導について 

 継続派遣労働者、新規派遣労働者の双方におきまして、入職前・定期面談時において、勤怠遵

守のマインドセット、啓蒙活動は実施いたします。万が一欠勤が発生した場合のルール策定させ

ていただき(天災、忌引き等の事情においては考慮)3 か月を 1 タームで勤怠評価を実施いたしま

す。欠勤率の必達目標を 3%未満とし（月 1回以下）達成できない場合においては、1回目は厳重

注意+指導書、2回目においては契約延長なしというルールを制定させていただき、ルールを理解

したスタッフを配置いたします。 

 

◆雇用形態と賃金形態につきまして 

①原則、弊社と従事者におきましては、労働者派遣契約を締結させていただき有期雇用条件での

労働者派遣をさせていただきます。賃金形態は時給といたします。 

②一部、貴区での長期継続従事者におきましては、無期雇用として雇用契約を締結し貴区業務へ

配置いたします。全体の 15％は無期雇用労働者とさせていただきます。賃金形態は時給といたし

ます。 

※ 印刷はＡ４サイズとしてください。文字のサイズは原則として 11ポイント以上とします。 



 

（様式９） 

企画提案書 

労働諸法令の遵守及び労働環境の確保について 

（３） 派遣労働者の安全衛生管理 

派遣労働者の就業状況や健康状況の管理、派遣労働者への日ごろのフォロー体制、メンタルヘ

ルスケア、福利厚生等の体制等を記載してください。 

 

 

 

 

※ 印刷はＡ４サイズとしてください。文字のサイズは原則として 11ポイント以上とします。 

弊社名 

弁護士等 

連絡先 

社労士等 

連絡先 



（様式 10） 

企画提案書 

その他特筆事項 

独自の提案について記載してください。 

◆ご請求書につきまして 

 本業務履行にあたりまして、毎月発生するご請求書発行の事務処理等をミスなく行い、職員様

の余計なご負担を増やさないようにする為に、下記をご提案させていただきます。 

① 業務履行開始前(2022年 4月 1日)までに、弊社営業担当と請求処理部門担当と貴区職員様に 

おきまして、お打合せの場を設けていただき、業務毎/支所毎の請求書の分割方法、割り増し/土

日含めた計算方法、交通費についての記載方法、請求書日付の記載、請求書発送締め切り日等に

おきまして、認識合わせと取り決めをさせていただきたく存じます。 

② 履行開始後におきましても、3か月ごとに振り返りの場を設けさせていただき、上記運用が 

問題なく履行できているかどうかの確認をさせていただきたく存じます。 

③ 万が一、問題が発生した場合におきましては、都度お打ち合わせの場を設けさせていただ 

きます。 

 

◆感染予防対策につきまして 

【日々の検温と報告の義務付け】 

派遣労働者の健康管理のために、毎朝出勤前に検温を実施させ、リーダーとラウンダースタッフ

への報告を義務付けます。37.5 度以上ある場合については出勤を止めるようにし感染リスクを

予防いたします。 

【感染者発生の場合の弊社対応】 

万が一、弊社業務従事者が PCR検査を受ける事が決まった場合においては、以下の対応を実施し

てまいります。 

①即時、貴区様へご報告(なぜ、いつ、どこで、状況のご報告)※即時 

②対象者へ 1週前までの行動履歴の確認し、濃厚接触者となる可能性の従事者が他にいるかの確

認(判断基準:マスクを外した状態で 15分以上の会話あったかどうか) 

④ 貴区様へご報告 

⑤ 対象者へ PCR検査結果の聴取 

 ⇒陰性だった場合:体調が問題なければ、通常通り出勤 ⇒貴区へご報告 

 ⇒陽性だった場合:保健所の指示により出勤停止 ⇒貴区へご報告 

⑥ 陽性だった場合は、④の濃厚接触の可能性がある者に対して、状況、行動履歴の確認。  

⑦ ⑤にて濃厚接触の可能性がある場合においては、出勤停止の判断実施。 

⑧ 貴区へご報告 

⑨ ラウンダースタッフの配置 

 

※ 印刷はＡ４サイズとしてください。文字のサイズは原則として 11ポイント以上とします。 


