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【小値賀町ＩＣＴ支援員等サポート業務委託仕様書】 

 

1.業務の目的 

 現在、小値賀町では ICT 支援員を直接雇用し、学校にあるパソコン、電子黒板、プロジェクター、プリ

ンタ等の情報機器（以下「ICT 機器」という。）の利活用促進・問い合わせ対応・障害対応を行ってい

る。様々な ICT 機器やシステムを導入していく中で教職員からの問い合わせ対応も増加傾向にある。ま

た、プログラミング教育の必修化に伴う教職員への操作研修など ICT 教育に関して包括的なサポートが急

務の課題となっている。 

そこで本業務はＩＣＴ支援員等サポート業務を委託することでこれまで以上の利活用促進やサービスレ

ベルの向上を目指すものとする。 

 

2.業務の内容 

 2-1.ICT 支援員からの技術的な問い合わせに対し、受付・調査・回答を行う、コールセンターの設置。 

2-2.問い合わせ対応・インシデント管理サービスの提供。 

2-3.ICT 支援員への教育の実施。 

 2-4.教職員への研修会の実施。 

 2-5.業務管理システムの提供。 

 2-6.ICT 支援員への業務携行品の貸与。 

 

3.用語の定義 

 3-1.【インシデント】 

本業務で発生した問い合わせや支援・研修依頼、障害、セキュリティ事案の申告･事柄。 

 

3-2.【コールセンター】 

  問い合わせに対して電話･メール･業務管理システム・遠隔サポート等で回答及び支援を行う窓口。 

 

3-3.【業務管理システム】 

本業務で発生したインシデントや対応履歴などの業務の見える化や細分化及び情報共有を一元化 

する基盤システム。 

 

4.業務概要 

 4-1.業務期間：契約日から令和３年３月３１日 

 4-2.業務時間：8：30 から 17：15 まで（土日･祝日･年末年始を除く） 

        ※障害発生等で緊急の対応が必要な場合は協議とする。 

 4-3.業務範囲：小値賀町に整備済みの ICT 機器及びシステム 

        ※対象範囲については別途協議とする。 

4-4.対象：小値賀町所属 ICT 支援員、教職員、教育委員会 

4-5.サービス基本要件：下記の業務環境を契約開始日までに構築すること。 

 



2 
 

項目 内容 

統括マネージャー ・受託者社内に配置すること。 

・教育現場における管理実績が複数件あること。 

コールセンター ・受託者社内に設置すること。 

・専用ダイヤル(フリーダイヤル)、メールアドレスを用意すること。 

 ※会社代表電話番号等は不可とする。 

 

教育担当 

・受託者社内に配置し、必要に応じて ICT 支援員に対してスキルアップ研修を 

 行うこと。 

・小値賀町が ICT 支援員を新規で配置した場合は配置前研修を行うこと。 

・教育情報化コーディネータの有資格者であること。 

・支援員としての実務経験を有していること。 

インストラクター ・受託者社内に配置し、必要に応じて利用者及び ICT 支援員に対して現地支援

（操作研修など）を行うこと。 

・教育情報化コーディネータの有資格者であること。 

・支援員としての実務経験を有していること。 

業務管理システム ・利用者及び ICT 支援員と受託者が簡単に連携できるシステムであること。 

・利用者及び ICT 支援員へライセンスを用意すること。 

・利用者及び ICT 支援員に対して FAQ を提供できること。 

・業務記録等がリアルタイムで確認できること。 

業務携行品 ・ICT 支援員に対して業務で使用する携帯電話、タブレット PC 及び周辺機器を 

 貸与すること。 

・タブレット PC についてはテザリング等を使用し、インターネット閲覧が可能で

あること。 

・貸与品の管理については受託者が行うこと。 

 

 4-6.サービス指標：下記のサービス指標を満たすこと。 

※詳細なサービスレベルの定義について小値賀町と協議の上、決定する。 

項目 内容 指標 

 

 

 

統括マネージャー 

利活用提案 ・ICT 機器の効果的な活用方法や ICT 環境構築について助言

や提案、情報提供を行うこと。 

業務管理 ・コールセンター、インストラクターの業務管理を行うこ

と。 

業務報告 ・対応状況等を集計し、報告を行うこと。 

定例会 ・ICT 支援員と隔月 1 回の定例会を実施すること。 

コンサルティング ・小値賀町の教育情報化推進計画策定等の助言を行うこと。 

 

 

コールセンター 

連絡窓口 ・フリーダイヤル回線(1 回線)･メールアドレスを用意する

こと。 

業務時間 ・4-2.業務時間の通りとする。 

 

問い合わせ対応 

・受付後、一次回答を行うまでの時間が 30 分以内とする。 

・10 コール以内に電話に出られない場合を含め、対応でき

ない割合が 5％以下とする。 

 

遠隔サポート 

・技術的なサポートのためリモートサポートの手段を用意す

ること。 

※パソコンへのインストールが不要であること。 

 

教育担当 

配置前研修 ・ICT 支援員を新規配置する場合、事前研修を実施するこ 

と。 

スキルアップ研修 ・ICT 支援員へのスキルアップ研修を企画・実施すること。 

 

 

研修会 ・業務期間中に３回の研修会を実施すること。 
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インストラクター 

・研修内容は教育 ICT についての一般知識講習、アプリケー

ションの操作研修等とする。 

研修スケジュール ・研修会実施スケジュールを 5W1H で明確に提示すること。 

研修マニュアル ・小値賀町の ICT 環境に則したマニュアルを作成し、研修会

を実施すること。 

 

4-7.運用体制：小値賀町が本業務で求める運用体制イメージ図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.業務詳細 

5-1.コールセンター業務 

 5-1-1.受付業務 

受託者は、ICT 支援員からの問い合わせ、各種支援依頼の連絡をコールセンターにて一括して 

受付、一次切り分けを行う。 

ⅰ) ICT 機器及び稼働システムの問い合わせに対して、電話やメール、業務管理システム・遠隔サ 

ポート上で回答及び支援を行う専用窓口であること。 

ⅱ)利用者及び ICT 支援員からの問い合わせや受付した内容について一次切り分けを行うこと。 

ⅲ)委託業務外で対応できないものについては、小値賀町に連絡のうえ引継ぎを行い、問い合わ 

せを行った ICT 支援員へその旨を通知すること。 

 

5-1-2.インシデント対応業務 

受付したインシデントへの対応及び小値賀町へ報告を行うこと。 

ⅰ)電話による回答･遠隔サポートでの操作等、効率的な手段で支援を行うこと。 

ⅱ)発生したインシデントについてセキュリティ事案に関する場合は小値賀町への情報共有及び 

状況を説明･報告すること。 

 

 

5-1-3.インシデント管理業務 
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本業務で発生したインシデント及び支援依頼はすべて記録し、その解決までの管理を行うこと。 

ⅰ)記録したインシデント情報は、小値賀町の管理者が常に最新の情報を閲覧できるようにし、 

   必要に応じて小値賀町の管理者と情報交換が可能なようにすること。 

ⅱ)課題となるインシデントについては、原因を調べて対処し、小値賀町に報告を行うこと。 

ⅲ)インシデントは集計･分析を行い、小値賀町の ICT 環境向上の為の改善案を提案すること。 

ⅳ)定期的な FAQ の更新を行うこと。 

ⅴ)対応記録その他必要な情報をまとめ報告書類を作成すること。 

 

5-2.ICT 支援員への教育業務 

  5-2-1.配置前研修 

    ⅰ)ICT 支援員が新しく配置される場合、ICT 支援員としての役割・心構えや教育 ICT についての 

一般知識、学校内の導入 ICT 機器・システムについて操作研修等を行うこと。 

     ※ただし、セキュリティポリシー研修については小値賀町が ICT 支援員へ研修を実施する。 

      ⅱ）貸与品・業務管理システムの操作、服務上のセキュリティについて教育を行うこと。 

      ⅲ) 研修会に用いるマニュアルは必要に応じて作成し、ICT 支援員へ提供すること。 

 

  5-2-2.スキルアップ研修 

    ⅰ)ICT 支援員のスキル向上を目指した研修会を企画・実施すること。 

    ⅱ)研修会に用いるマニュアルは必要に応じて作成し、ICT 支援員へ提供すること。 

    ⅲ)研修内容・スケジュールについては事前に小値賀町に承認を受けた上で実施すること。 

ⅳ)研修に際して小値賀町の ICT 機器やシステムについては使用できるものとし、開催場所につい

ても小値賀町が提供する。 

 

5-3.教職員への研修会業務 

   5-3-1.操作研修 

   ⅰ)利用者の希望する ICT 機器・アプリケーションの操作研修会を適宜実施すること。 

   ⅱ)プログラミング教育についての研修会を必ず実施すること。 

   ⅲ)研修会に用いるマニュアルは必要に応じて作成し、マニュアルを提供すること。 

   ⅳ)研修内容・スケジュールについては事前に小値賀町に承認を受けた上で実施すること。 

   ⅴ)研修に際して小値賀町の ICT 機器やシステムについては無償で使用できるものとし、開催場所 

についても小値賀町が提供する。 

 

5-4.業務管理システム 

 業務期間中は利用者及び ICT 支援員が業務管理システムを使用できるようにすること。ライセンス費

用等については本業務に含むものとし、追加費用が発生しないようにすること。 

5-4-1.インシデント管理機能 

インシデントを記録･管理し、それらを報告する機能を有していること。 

    ⅰ)利用者及び ICT 支援員からの質問や要望、対応依頼の登録を行えること。 

ⅱ)インシデントの内容を明確に分類できる仕組みがシステムの中に備わっていること。 
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ⅲ)小値賀町の管理者が任意のタイミング且つリアルタイムで業務管理システム上のインシデント

の進捗状況を確認できること。 

 

5-4-2.業務記録機能 

   すべての業務内容及び作業時間等を詳細に記録し報告する機能を有していること。 

ⅰ)作業内容を時間別に登録できること。 

    ⅱ)該当インシデントに紐付いた登録がなされていること。 

    ⅲ)インシデント進捗状況を業務記録から変更できること。 

    ⅳ)業務の内容を明確に分類できる仕組みがシステムの中に備わっていること。 

 

5-4-3.ToDo 機能 

受託者内の適切な人材及び ICT 支援員への業務の振り分け機能を有し、対応依頼完了までの時間 

を把握できる機能を有していること。 

    ⅰ)期日までにやるべき業務の情報や、期日までの猶予期間の登録・確認が可能であること。 

    ⅱ)コールセンターだけでは解決できないインシデントが生じた場合には、それらの情報を受託 

者内の統括マネージャー及びインストラクターや ICT 支援員に情報共有し、問題解決に向けて 

連携を図ることが可能であること。 

   

5-4-4.セキュリティ業務申告機能 

    名簿を利用する作業等のセキュリティレベルの高い業務を行うことに対して、依頼元の了承を得 

たことを履歴として残すこと。 

ⅰ)実現方法としては電子署名サインとし、作業前後に依頼元から署名を取得すること。 

ⅱ)署名と該当インシデントが連携する機能を有していること。 

 

5-4-5.その他 

   ⅰ)業務管理システムのインシデント状況や業務記録はデータ集計･グラフ化ができること。 

   ⅱ)業務管理システムには不正アクセス防止･不正ログイン防止の対策があること。 

 ⅲ)業務管理システムについては小値賀町で 1 アカウント、ICT 支援員は人数分のアカウントを 

用意すること。 

※各学校でも業務管理システムを使用する場合については別途費用を支払うこととする。 

 

 

5-5. ICT 支援員への業務携行品貸与 

5-5-1.ICT 支援員に対して携帯電話、タブレット PC 及び周辺機器一式を業務期間中貸与すること。 

   ※周辺機器については、キーボード・マウス・USB メモリ・キャリングケースを想定。 

 

5-5-2.タブレット PC については下記のソフトウェアをインストールして貸与すること。 

   ⅰ)Microsoft Office(Word/Excel/PowerPoint) 

   ⅱ)ウィルス対策ソフト 
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   ⅲ)資産管理ツール 

   ⅳ)業務管理システム 

   ⅴ)その他必要なソフトウェア（※小値賀町がライセンス提供を行う。） 

 

5-5-3.貸与タブレット PC については小値賀町及び学校ネットワークへの接続は禁止とするため、 

     携帯電話のテザリングやポケット Wi-Fi 等を利用し、インターネット閲覧ができるように 

すること。 

 

5-6.報告会及び報告書の提出 

5-6-1.日次報告書の提出 

前日に実施した対応内容を、翌日 10 時までに報告書として提出すること。報告書の様式につい 

ては、事前に小値賀町の承認を得ること。 

 

5-6-2.報告会及び報告書の提出 

隔月１回、報告会を小値賀町との間で開催し、下記の項目を記載した報告書を提出すること。 

ⅰ)問い合せ窓口での対応状況(問い合わせ件数･内訳)。 

ⅱ)サービスレベルの運用状況。 

ⅲ)各種インシデントの内容及び経過報告。 

ⅳ)対応内容及び対応時刻入り作業日報。 

ⅴ)前月の議事録。 

ⅵ)その他必要な書類。 

※報告会以外で小値賀町へ報告すべき事案が発生した場合は、随時報告すること。 

 

6.受託者の条件 

6-1.資格・経験 

  下記の資格や実績を有すること。 

   6-1-1.九州圏内の過去 3年間において、ICT 支援員及びヘルプデスク業務等の契約実績を 

50 件以上有すること。 

   6-1-2. 九州圏内の過去 3年間において、ICT 支援員をのべ 300 名以上配置していること。 

6-1-3.｢教育情報化コーディネータ｣の資格認定者が複数在籍していること。 

6-1-4.ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を取得していること。 

6-1-5.プライバシーマークを取得していること。 

6-1-6.ICT 機器の整備及び修理担当の SE が在籍していること。 

6-1-7.授業支援や研修会等のサポートを行うインストラクターが在籍していること。 

6-1-8.教育情報化コーディネータ資格を有した教育担当が在籍していること。 

6-1-9.サービスレベル担保の為、校内ネットワーク(無線 LAN 構築含む)･校務用パソコン･PC 教室･ 

電子黒板･校務支援システム･学習者用タブレット等の学校における教育 ICT の総合的な構築 

実績を有していること。 

6-1-10.サービスレベル担保の為、3自治体以上の校内ネットワーク運用保守業務を複数年請け負っ 
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た実績を有すること。 

   6-1-11.サービスレベル担保の為、受託者内のインストラクターにて下記のソフトウェアの研修が 

可能であること。 

ⅰ)統合ソフト(Microsoft Office、JUST Office など)。 

ⅱ)学習支援ソフト(ロイロノート、SKYMENU など)。 

ⅲ)ホームページ作成ソフト（ホームページビルダー、ワードプレスなど）。 

ⅳ)校務支援システム（EDUCOM マネージャーC4th）。 

ⅴ)デジタル教科書。 

ⅵ)電子黒板ソフト（PenPlus、StarBoard、xSyncClassroom、ペンソフトなど）。 

ⅶ)ドリル･教材ソフト(学習探検ナビ、ラインズ eライブラリアドバンス、タブレットドリ 

ル、やる key web 版など)。 

ⅷ)プログラミングソフト(Scratch、Code Studio、ビスケット、micro:bit、プログラミ 

ン、MESH など)。 

Ⅹ)Web 会議システム（Teams、Webex、Meet、Zoom など） 

Ⅺ)その他ソフト。 

 

 


