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本業務への基本方針及び運用方針

弊社は、創業以来のノウハウと経験を活かした幅広い人材サービスを提供し、柔軟な働き方を望む人々とその力
を活かしたい企業、双方の支持を追い風に、創業から数え47年を迎えました。創業以来、 「雇用の創造」
「人々の成長」 「社会貢献」 を経営理念に掲げる弊社の使命は、社会の要請に応え、環境変化に適応する
柔軟な労働市場を形成し、新しい雇用のあり方や働き方に真摯に取り組み、社会に貢献することです。
このような会社の使命に基づき、受託事業においては、「正確・迅速」「公平・公正」「親身親切」「コンプライア
ンス遵守」を基本理念としてお客様へのサービスを提供しています。
特に行政サービスの受託事業においては、「住民の目線に立った心のこもったサービス」「担当職員の負荷軽減
を実現するサービス」の提供が我々の存在意義だと考えています。以上を実現するため、これまでのノウハウを活
かした提案と業務運営に取り組みます。
本業務を履行するにあたり、弊社の基本方針は以下の5点です。

▼ 基本方針4 「柔軟な人員体制の確立」

▼ 基本方針2 「正確かつ迅速な業務作業（フロー）の確立」

▼ 基本方針5 「港区とのパートナーシップ体制の構築」

▼ 基本方針1 「きめ細やかな区民サービスの提供」

▼ 基本方針3 「コンプライアンスに則した業務実施体制の構築」

はじめに
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Ⅱ. 従事者の長期的な安定就業

Ⅰ. 「区役所の顔」となるために

Ⅳ. ＡＩやＲＰＡの導入により更なる効率化を可能に

Ⅲ. 証明発行担当としてあるべき姿の実現

上記の運営方針を掲げ弊社は以下に記載する
提案内容の遵守をお約束します。

本業務における４つの運用方針



① 実施体制の基本的な考え方

１．業務実施体制・要員配置・要員教育及びスケジュールについて

（様式６）

（１） 実施体制・要員配置
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本業務の実施にあたって、統括管理責任者を中心とした指揮命令系統が明確な体制を構築いたします。本体制
により業務処理の効率化、業務品質の維持・向上を図ります。

ア．統括管理責任者（統括プロジェクトリーダー/統括PL）の配置

イ．現場管理責任者（プロジェクトリーダー/PL）の配置

② 管理者層の選定と配置

エ．管理者選定に関わる運用管理責任者の役割

ウ．管理者に必要なスキル・資質

③ 従事者の選定と配置

ア．業務経験者の確保

貴区との打ち合わせ

既存従事者(経験者)向け
継続説明会・面談

条件提示・継続勤務の意思確認

従事者の採用決定

新規従事者の募集

新規従事者の選考面談

住基業務経験者

自治体業務経験者

STEP:1 STEP:2

貴区近隣居住者

従事者の採用・配置は以下の手順で進めます。
まず、統括管理責任者及び現場管理責任者が既存従事者と個別に面談を実施し、継続の意思を確認します。
合わせてスキルや勤務態度等を総合的に評価し、採用・配置を決定します。
その後、空きが出たポジションに対しては、「住基業務」「自治体業務」の経験者を優先条件として採用活動を実
施します。弊社は人材サービス業として多角的な採用チャネルを有しています。弊社は遅滞なく、スムーズな履行
開始を実現いたします。

イ．採用配置の手順

※事務経験必須



（様式６）
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ウ．従事者に必要なスキル・業務適性
本業務の従事者として相応しい人材は、以下の適性がある者と考えています。

経験業種 ▪自治体、行政機関
▪金融機関、旅行代理店、保険代理店、不動産等

経験職種

▪住基業務（優先）
▪税、国保、年金、介護、その他自治体・行政機関の業務
▪窓口またはコールセンターでの接客・電話対応業務
▪PC入力業務、チェック・突合業務、証明書・契約書等取扱い業務、その他事務
▪販売管理、受発注（スケジュール調整・在庫管理・納期管理等）の業務

能力

▪正確性 ― 区民の大切な情報を取り扱っているという認識の下で、正確・丁寧に
業務を実施することができる

▪対応力 ― 様々な案内や手続きの内容に対応するため、臨機応変さを要する

▪接遇スキル ― 応対時のマナー・笑顔、区民来庁者の幅広い年齢層やハンディキャップ等
に配慮し、分かりやすい案内ができる

人物像
▪組織の一員として、他の従事者と助け合い、同じ目標を分かち合うことができる
▪業務習熟度向上のために、現状に満足することなく不断の努力ができる
▪港区職員の一員として、区民の目線に立ち親切丁寧に対応できる

エ．従事者の地元雇用について

★ Webサイトの活用 ★
他社に先駆け2003年より自社求人サイト「ジョ

ブチェキ」をオープンし、利便性の追求をしてまいり
ました。（2万PV/日）業務内容等を確認した上
で応募してくるため、就業意欲が高いことが特徴で
す。

★ 契約終了者の再配置 ★
契約終了者の再配置を行う『キャリアセンター』

を設置。他就業先企業様の評価（業務面、勤
怠面、コミュニケーション面等）が高かった従事者
が貴区の求人条件に合致した場合、優先的に再
配置を行います。

★ 登録者へ対する一斉仕事紹介 ★
弊社の登録者に対しＷeb Ｃasというシステム

を使用し、一斉にお仕事紹介をすることが可能。
求人条件に合致する方へ10万人単位でお仕事
紹介のメール送信が可能です。

★ リマーケティング広告 ★
Web上でホームページにアクセスした利用者をシ

ステムが記録し、その利用者に対してWebページ
上で効果的な広告を出す仕組み。これにより、新
たな登録の機会損失を防いでいます。

新規の人材募集においては、「求人誌・フリーペーパー」等の紙媒体以外に以下の仕組みを活用し、貴区
への人材供給の母集団を増やして対応します。

オ．新規人材の募集手段について



２．本業務の遂行に関する管理等について

（様式７）

（１） 社内コンプライアンス体制
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① 弊社コンプライアンスの基本的な考え方

弊社グループでは、コンプライアンスを「社会からの要請や期待に応え、誠実に事業活動を行っていくこと」と考え
ています。2019年11月には「グループ行動規範」を制定、国内外のグループ役員と社員全てに求められるコン
プライアンスに基づく基本行動を明示しました。私たちは、お客様から信頼される存在であり続けるために、高い
倫理観を持って誠実に行動していきます。

ア．役員・社員に求められる行動規範

イ．コンプライアンス推進体制

弊社グループでは、ホー
ルディングス内に設置した
「グループGRC本部」を
中心にグループ全体のコ
ンプライアンス基本方針
の策定及び推進を行って
います。
相互監視と支援の体制
を整え、従業員が安心し
行動規範を守って働ける
環境づくりを行っています。

弊社は、貴区、従事者、株主をはじめとした弊社事業に関係するすべての皆様から信頼される会社づくりを目指
し、法令遵守（以下、コンプライアンス）の推進に力を注いでいます。法令、規則の違反・不祥事の発生は、企
業価値を大きく損なうということを十分に認識し、コンプライアンスの徹底を最も重要な課題として捉え、従業員の
意識醸成につとめています。

グループ行動規範（役員・社員に求められる基本行動）

１.ともにはたらく
▪グループの一員として
▪私たちのはたらき方
▪健康・安全の確保

▪差別やハラスメントのない職場
▪生活と仕事の健全なバランス

２.公正な取引活動 ▪利益相反の防止
▪贈収賄の防止

▪関連当事者間取引の禁止
▪インサイダー取引の禁止

３.健全な事業活動 ▪海外での事業姿勢
▪適性な財務報告の維持

▪人身売買の禁止
▪機密情報の厳格な管理 ▪校正な取引

４.社会と弊社グループ ▪株主様に対する姿勢
▪反社会勢力の断絶

▪お客様に対する姿勢
▪電子通信とソーシャルメディアの利用

５.法令遵守 ▪法令遵守
▪内部通報に関する方針

▪グループの行動規範の遵守

連
携
・
支
援

通
報
・
相
談

報告

報告・連絡 指示

通報・相談 コンプライ
アンス教育

コンプライ
アンス教育通報・相談

通報・相談 コンプライ
アンス教育

報告・連絡 指示

報告・連絡 指示

内部統制推進責任者

内部統制推進担当者

社員

社員

コンプライアンス担当者

取締役会

代表取締役社長

コンプライアンス管掌役員

社員

連
携
・
支
援

事業戦略中核会社（弊社）

各グループ会社

ホールディングス

グループGRC本部

※GRC＝ガバナンス・リスク・コンプライアンス



（様式７）
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弊社では、違法行為の未然防止策、従業員のコンプライアンス意識の向上、各種遵守項目の教育・啓発の
ための下記施策を行っています。

■ コンプライアンス意識調査
毎年全社員を対象に実施、調査結果はコンプライアンス専門部門で分析・評価のうえ経営層・人事企
画に報告しています。課題には新たな施策の検討、評価できるポイントは更なる高度化を行います。

② コンプライアンスに関する具体的施策

■ コンプライアンスハンドブック発行
従業員が企業倫理やコンプライアンスの観点からどのように行動すべきかを明示した手引きと
して「コンプライアンス・ハンドブック」を配布し、啓蒙活動を行っています。

ア．従業員の教育・啓蒙活動

■ 役員及び従業員に対する研修の実施
下記のほか、グループ各社においてそれぞれの事業や地域に即した教育・研修プログラムを実施しています。

研修項目 主たる内容 対象

ハラスメント研修 ハラスメント 管理者

リスクマネジメント 実践編① リスクマネジメントの基礎知識の復習
作業手順に潜むリスク 管理者

リスクマネジメント 実践編② プロジェクト（PJT）の実践事例／モニタリング方法 管理者

個人情報保護
コンプライアンス

「弊社の個人情報保護方針」 ／守るべきこと、やってはい
けないこと／情報資産の考え方／コンプライアンス～企業
の社会的責任／コンプライアンス～ハラスメント 等

従事者

■ 受託業務従事者に対する研修
運用事例等にも触れ、受託業務に従事する者として取り扱うべき情報資産、守るべき社会規範や法令につ
いて学びます。区民の「個人情報」を多く取り扱うため、その責任の重さを認識し、正しい行動が取れるよう理
解を深めます。また社会を形成する一員として、加害者・被害者になることのないよう、各種「ハラスメント」につ
いても学びます。

研修名 概要
全従業員向けコンプライアンス研修 全従業員に実施する研修（年１回）
法務ニュースレター 業務に役立つ法的知識をイントラネットで発信
新卒研修・中途研修 入社時に実施する入社時研修
新任マネージャー研修 マネージャー（課長級）昇進時に実施する研修

ホールディングス役員向け研修 取締役及び執行役員に対して実施する研修



（様式７）
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ア．発生時の対応

従事者の違法行為により損害が発生した場合は、弊社にて賠償を行います。

従事者の故意による違法行為は、教育及び実務上の安全対策により未然防止を行いますが、意図せずに
起こしてしまう可能性のある違法行為も想定し、対策を施します。発生時は前述の「コンプライアンス推進体
制図」に基づき、以下の手順で対処してまいります。

業務社員就業規則 第46条（懲戒の種類）制裁は、その情状により次の区分により行う。
訓 戒 ： 文書をもって行為を咎め、将来を戒める。
減 給 ： 1回につき平均賃金の1日分の2分の1以内を減給し、将来を戒める。ただし、2回以上にわたる場合

においても、その総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以内とする。
出勤停止 ： 10日以内を限度として出勤を停止し、その期間の賃金を支払わない。
懲戒解雇 ： 予告期間を設けることなく、即時解雇する。この場合において、所轄 労働基準

監督署長の認定を受けた時は、解雇予告手当を支給しないことがある。

弊社は、弊社社員に対し規定違反をした場合の罰則規程を定めています。
人事異動、出勤停止などが発生した場合には、業務に一切支障が無いように人的補充を行います。

イ．規定違反においての罰則規定

ウ．損害賠償

■ 企業倫理ホットラインの設置
弊社では、従業員から法令違反等に該当するおそれのある行為に関する通報・相談を受け付けるため、グ
ループ内に「企業倫理ホットライン」を設置しています。
「企業倫理ホットライン」には内部窓口と外部窓口を設け、匿名での通報も受け付けています。また、通報の
受付から調査、是正措置の実施及び再発防止策の策定までを適切に行うため、コンプライアンス管掌役員
を責任者とし、グループを横断的に通報を処理する仕組みを整備し、適切に運用しています。

当該企業倫理ホットラインは、2019年6月に消費者庁の内部通報制度認証に
おける自己適合登録制度に登録されました。

■ 反社会勢力への対応
弊社は反社会的勢力に対し毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断します。所轄警察署や特殊暴
力防止に関する地域協議会等から関連情報を収集し、不測の事態に備えるとともに、事態発生時にはグ
ループコンプライアンス本部を中心に外部機関と連携し、組織的に対処します。

イ．内部統制・反社会勢力対応

③ 違法行為発生時の対応

情報収集

関係者から聴取を行い違反内容、
発生の経緯、影響の範囲と重大
さ、被害者の有無などを確認する

責任者の決定 現状回復作業

聴取した内容から、事態の重大さ
と影響の範囲により、対処の責任
者を決定する

違反行為に対して、被害を受け
た方への謝罪、回収、手続きのや
り直しを行う

拡大防止

２次拡散等、影響範囲が広がる
可能性がある場合は、防止策を
講じる

補償の検討 再発防止

被害の状況によって、実害が発
生した場合は、補償範囲や方法
を検討する

発生原因を特定し、再発防止を
実施する



２．本業務の遂行に関する管理等について

（様式７）

（２） 住民基本台帳法・戸籍法・個人情報保護法等の関係法令の遵守

7

① 関係法令遵守の対応策
本業務の履行にあたっては、個人の重大な情報を取り扱うことを強く認識して下記関係諸法令を遵守いたします。

１．住民基本台帳法
２．住民基本台帳法施行令
３．住民基本台帳法施行規則
４．電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及び

その方法に関する技術的基準
５．住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令
６．住民基本台帳事務処理要領
７．戸籍法
８．戸籍法施行規則
９．戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて

（平成20年4月7日民一第1000号民事局長通達）
10．出入国管理及び難民認定法
11．出入国管理及び難民法施行規則
12．日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
13．日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則
14．港区印鑑条例
15．港区会計事務規則
16．行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
17．港区情報安全対策指針
18．港区個人情報保護条例
19．行政手続き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
20．港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例

ア．法令に則した作業手順の構築と実施

通知
通達

関係法令以外に「事務要領」等が変更となる場合は、関係各所から発せられる「通知・通達」内容を全従事
者に周知徹底します。制度改正や追記等があった場合には勉強会等を実施し、全ての従事者に周知すると
ともに、貴区職員と情報共有しながら適切な対応を行います。

関係省庁

【 実施事項 】
■ 改正点の確認
■ 不明点の抽出とヒアリング
■ 業務マニュアルの改訂
■ 研修・勉強会の実施

運用管理責任者
統括管理責任者
現場管理責任者貴区

イ．法改正等への対処



（様式７）
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エ．個人情報保護の各種法令遵守

管理者チェック

環境改善

規則(ルール化) 管理(研修)【 監視機能 】
【 被害の最小化 】

報告体制の整備
周知徹底

万が一の場合は…定期検査

個人情報保護については、とくに貴区「３つの指針」（港区個人情報取扱指針・港区特定個人情報取扱
指針・港区情報安全対策指針）の定期的な読み合わせ等、貴区規定を日常的に意識する環境を整えて
います。
実践的な対策としては、受託案件ごとに規則・管理・組織の環境改善のフレームを敷いています。定めたルー
ルに則り、従事者を教育し、その浸透状況をチェックしてさらなる改善に移します。また、それでも事故が起こっ
てしまう万一の事態を想定し、従事者には緊急時の行動も日頃から意識させています。

類似業務の規則をベースに、
その履行現場に合わせた細部
のルールを設定する

弊社の一員として、全社統一
の情報保護意識を醸成する・
守秘義務の誓約を交わす

規則の実施、履行現場の環境等に問題はないか、
また規則自体に不備はないか、改善活動を行う

モニタリング

ウ．官公庁業務従事者向け研修の実施
民間企業の業務とは異なり、自治体や官公庁などの行政機関にて就業する場合は、公共業務に携わる者
としての心構えや業務上特に留意すべき事項が存在します。従事者は本研修を通して以下のことを理解しま
す。自身が思わぬトラブルに巻き込まれず、安心して就業するためにも有効な研修となっています。

ア．管理者の役割

② 管理者の役割と責任の範囲

偽装請負と疑われないためには、「委託者なのか？」「受託者なのか？」を明確に確認できることが望ましいと判
断しています。また、業務運営において指揮命令系統が確立されていることを明確にするため、以下により区分し
ます。

■ 名札に従事者氏名だけでなく、「事業会社：社名」を明記します

■ 管理者と従事者が異なる色のストラップを着用し、役割を明確にします

■ 職員と異なる色のストラップにより、委託社員と判断できるようにします

イ．名札による職員との区別の明確化

従事者への作業指示や勤怠管理、及び職員との協議は、統括管理責任者・現場管理責任者等（以下管理
者）が実施しますが、管理者の責任階層や配置によって担当する役割を明確にすることで、統制のとれた組織
作りを目指します。従事者は作業に専念、管理者は進捗管理と改善活動、それぞれが自身の役割に責任をもっ
て業務運用を行います。



３．個人情報保護・情報セキュリティ対策について

（様式８）
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弊社は、経営思想のひとつに「情報の保護・活用・管理」を掲げています。個人情報の杜撰な取り扱いが関
係者のみならず社会に重大な影響を与えることを役職員のすべてが認識し、個人情報の一層の保護に対し
て不断の努力を続けています。
情報セキュリティに関する取り組みの証として、プライバシーマーク（全社）とISMS（東日本OS事業部）の
認証も取得しています。ISMSは取得活動後からが本来の運用の始まりです。取得後に継続的な改善を行
なうことで、より強固な情報保護体制を構築することができます。単なる運用だけでなく、継続的な改善がで
きているかどうかがポイントとなります。受託業務においても、個人情報の適正な取り扱いが業務品質の維持
に必須の条件であり、また、個人情報を取り扱うことの責任と重要さを常に認識し、業務に携わることを当該
業務に関わる全従事者に対し義務付けています。

ア．公的認証の取得

プライバシーマーク
規格：JISQ15001 : 
2006（個人情報保護マ
ネジメントシステム）

付与機関：
一般財団法人日本情報
経済社会推進協会

ISMS
認証規格：
ISO/IEC27001:2013
/JISQ27001:2014

付与機関：
BSIグループジャパン
株式会社

① 個人情報及び情報セキュリティへの取組について

社外を履行場所とする受託業務においては、ISMS認証の要求に基づき４つの安全管理対策（受託
PMS）を定め、実施しています。業務内容と実施環境に則した対策を策定し、業務従事者がルールに基
づいて個人情報やお客様からお預かりした情報を取り扱うように業務運営をしています。

４
つ
の
安
全
管
理
対
策

人 的 対 策
・業務就業者への情報保護教育
・業務就業者との機密保持に関する契約書の締結
・ＳＮＳ対策

物 理 的 対 策
・持ち出し、持ち込みの制限(データ及び紙媒体)
・入退室管理 ・モバイルの使用制限
・盗難対策 ・情報の廃棄

技 術 的 対 策

・個人単位のIDの発行、パスワードの使用と定期変更
・業務上必要なIDのみアクセス権を付与
・ウイルス対策ソフトの使用
・OS、ソフトのセキュリティパッチ適用
・メディアの使用制限 ・データ送信時の暗号化
・業務外使用の禁止 ・アクセスログ解析

組 織 的 対 策 ・情報保護管理等各種規定の制定
・事故等発生時の速やかな報告連絡体制の確立

イ．受託業務実施時における安全管理対策
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６．マイナンバー制度及び特定個人情報の取扱について

番号法（マイナンバー）の施行は平成27年10月より、社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関
に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されています。マイナンバーは定めら
れた手続きのために行政機関・勤務先に提供する場合を除き、むやみに他人に提供したりまた提供を受ける
ことはできません。本人の同意があったとしても、法令で定められた行政手続き外での第三者提供は禁止され
ています。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、マイナンバーが記載された個人情報ファイルを他人に不当に提供する
事は会社・個人とともに処罰の対象となります。
本業務におきましても、マイナンバーカードでの本人確認、マイナンバー入り住民票の受付及び証明書出力・
交付、申請書類の保管、電話での問い合わせ等、運用方法について細心の注意と適切な取り扱いが求めら
れています。
弊社は新規従事者へのマイナンバー制度や運用について理解するために就業開始前に事前の研修を行いま
す。また既存従事者に対しても特定個人上についての定期的な研修を行います。

ア. マイナンバー制度の理解と取扱について

イ. 取扱いに関する研修について

① 公共機関接遇基本方針

（様式11）

マイナンバー入り住民票の請求があった際には、番号法15条（提供の求めの制限）、19条（特定個人
情報の提供の制限）に基づき「使いみち・提出等の注意事項」を記載した資料（弊社作成）の提示を行
い、重要な情報であることをお客様にもご理解をいただきます。また、同内容の英語版を作成し、外国籍の
方からの請求についても対応をいたします。ご理解いただき使いみち（利用目的）や提出先の記入をお客
様自身にしていただきます。

ウ. マイナンバー付き住民票を受け付ける際の徹底事項



７．労働諸法令の遵守及び労働環境の確保について

（様式12）
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① 従事者の労働条件等の整備

本業務の履行にあたり、全従事者に対し 「労働基準法」・「労働安全衛生法」・「労働者災害補償保険法」・
「社会保険諸法令」等の従業者の法令上の責任を負い、 弊社の責任で「労務管理」を行い、従事者の労働
災害について弊社の責任で行うことを誓約いたします。弊社では、本業務の適正な運営にあたり、以下に留意し
てまいります。
ア．労働条件・通勤手当等

通勤手当 月給制の社員(管理者)は定期代、時間給制社員(従事者)は勤務日数に応じた実費にて支給

社会保険 社会保険加入対象者の100％加入を徹底し、運用管理を実施。「社会保険等適用者」に対し
ては、雇用手続き時に社会保険制度の説明と、それを適用する旨について書面による提示を実施

労働時間

時間外労働・休日勤務は『時間外・休日労働に関する協定届』（36協定）を適用
【延長することが出来る時間】 1日15時間 / 月45時間 / 年360時間

■e-TimeCard（Web勤怠システム）による労働時間の把握とマネジメント
残業時間をWebシステム上で確認できるため、適切な労働時間管理が可能です。従事者の
労働時間管理については統括管理責任者が時間外労働の累計時間を管理し、人員配置
計画立案や業務量の調整対処・是正等を行います。

6か月間継続勤務した業務従事者に対して、勤務日数に応じ定められた年次有給休暇を付与しています。

継続勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年

年間付与総日数 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日

イ．有給休暇の付与と計画的取得の取組

【 有給取得総日数 】 ※フルタイム勤務従事者例

有給休暇の取得については、「年5日の有給休暇の確実な取得」の義務化に伴い、管理者・従事者が計画
的に取得できるよう推進を強化します。

適切な有給休暇管理

付与日や付与日数、取得日数などを適切に管理し、
取得が進まない場合には適宜確認、調整を実施します

計画的な取得を推進

業務の状況や従事者の健康を考慮したうえで、計画的
に有給休暇を取得するよう促します

【弊社の取組】

ウ．衛生管理・福利厚生
【基本サービス】

健康診断 年一回、一定の基準を満たした方に無料で健康診断を実施

慶弔金 就業規則により、結婚、出産、災害、疾病時に支給

医療関連 健康相談及びメンタル相談のコールセンターを開設、産業医面談の実施

衛生関連 常備薬の配置、インフルエンザ対策等のマスク、アルコール消毒液配布



８．手数料のキャッシュレス収納について

（様式13）
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今年度の来庁者アンケートにおいても電子マネーでの支払いについてのご意見が多くありました。本業務の導入
時には十分な準備と実務に携わる業務従事者へも研修を滞りなく行います。運用管理責任者は他自治体にお
いて電子マネーの導入実績があり、契約から運用開始・納付まで安心してお任せいただく体制が整っています。
電子マネー導入には来庁者、貴区からご意見を伺い、さらなる満足度の向上に努めます。

下記4種類の決済サービスを展開している電子マネー決済事業者と協業し、滞りのない処理にあたります。
支払いの選択肢が増え、利便性や迅速性につながることで顧客満足度の向上となります。
■ SUICA、PASMOの交通系 ※下図は決済サービスの参考例
■ ID（ドコモ）、楽天Edy等
■ Visa、マスター等のクレジットカード
■ PayPay等のQRコード

■ 新しい環境の変化（コロナウイルス等）により、非接触を望む方が増えた（安全性）
■ 一般的に普及している為、区民（利用者）の利便性が上がる（利便性）
■ 支払いに現金を扱わなくなることで、おつりの渡し間違いがなくなる（正確性）
■ 支払いがスムーズになる（迅速性） ■ 混雑緩和（迅速性）

多様化するニーズにこたえて

イ．導入できる決済手段

ア．導入の主な効果


