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令和５年度バリアフリー観光相談窓口運営等委託業務 仕様書

第１ 事業名

令和５年度バリアフリー観光相談窓口運営等委託業務

第２ 目的

バリアフリー観光に関する専門の相談窓口（以下「相談窓口」という。）を設置すると

ともに、相談窓口と県内観光案内所等との連携や相談対応力の向上を図ることで国内外

からの観光客が安心して高知観光を楽しめる受入環境を整える。

第３ 履行期間

契約締結日から令和６年３月 31 日まで

第４ 業務内容

業務の目的に沿って、以下の要件を満たすバリアフリー観光推進のための相談窓口の

運営や相談窓口と県内観光案内所等との連携、スキルアップに関する研修等について企

画し、実施すること。

１ 相談窓口の運営に関すること

高知県を訪れる観光客から対面、電話、メール、ファクシミリ等で相談があった際

にバリアフリー観光に関する詳細な情報提供、周遊プランの提案等を行う相談窓口を

設置し運営すること。

（１） 相談窓口の運営日・開所時間

①運 営 日 令和５年４月１日～令和６年３月 31日

※12 月 30 日～１月３日を除く毎日

②開所時間 午前９時～午後５時 30 分

（２） 相談窓口の開設場所

観光客にとって利便性の高い場所に相談窓口を設置することとし、設置場所は

受託者が用意し、必要な経費の支払いをすること。

（３） 相談対応方法

対面、電話、メール、ファクシミリでの相談対応や、観光案内所等と連携し、タ

ブレット等を用いたオンライン（非対面・非接触で相談対応を提供）での相談対応

を可能とする体制とすること。また、特設ウェブサイト「高知のバリアフリー観

光」（https://kochitourism-barrierfree.jp/）（以下「ウェブサイト」という。）

のお問い合わせフォームからの問い合わせに対し、対応をすること。メール、ファ

クシミリの受信は原則 24 時間対応とすることとし、返信は遅くとも翌営業日まで
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に対応すること。

（４） 相談窓口業務

ア 公平・中立な立場でバリアフリー観光案内、相談対応等のサービスを提供する

こと。

イ バリアフリー観光案内、相談対応等の範囲は、原則県内全域とする。

ウ 各種パンフレット、マップ、ポスターなどの紙媒体を収集し、適切に保管・管

理・補充し、情報提供すること。

エ 県内の観光案内所や観光協会等と連携し、最新の観光、宿泊及び交通情報やバ

リアフリー情報を日頃から収集すること。観光関連施設等の現地調査実施の際に

は、最低１名が同行すること。現地調査の日数は年間 10～15 日程度。調査施設数

は 20～30 施設程度とする。（調査日数及び施設数は状況に応じて決定する予定）

オ 業務の中でよく尋ねられると判断した事項について、FAQ を作成すること。ま

た、必要に応じて随時更新していくこと。

カ 「とさてらす観光案内所」や県内観光案内所等と連携し、オンラインでバリア

フリー観光相談に対応できる体制を構築し、必要に応じて相談対応をすること。

キ 「とさてらす観光案内所」とは適宜情報交換を行い、１回／月以上、観光情報や

バリアフリー観光情報、相談対応状況について情報交換を目的とした情報共有会

を開催すること。情報共有会には県職員が同席する場合がある。（オンライン可）

ク バリアフリー観光に関する問い合わせについては、相談対応結果報告書などを

作成し、相談対応状況や業務の内容を記録し、注意点や気づきを翌日の担当者等

に引き継ぐことができる体制とすること。

ケ 相談窓口の清潔な環境の維持・向上を図るとともに、利用者の安全に配慮し、

事故防止に努めること。

コ バリアフリー観光相談窓口が広く周知されるための広報活動を行うこと。

（５） 体制

業務が円滑に履行できるよう、統括マネージャー１名及び専任スタッフ１名以

上配置することとし、専任スタッフ１名は相談窓口に常駐することとする。

ア 統括マネージャー

業務に関する必要な指示は、原則、高知県から統括マネージャーに対して行う

ものとする。統括マネージャーの職務は概ね以下のとおりとする。

（ア） 主体的に当該業務を遂行すること。

（イ） 相談窓口業務の全体を統括し、専任スタッフの指揮監督を行うとともに、

円滑な業務実施のため作業状況の進捗管理を行い、高知県が求める業務水準

を確保すること。

（ウ） 定期的に相談窓口業務の点検・分析・見直しを行い、常に最善の方法で業

務を実施するとともに、随時、高知県との協議を行い、相互共通認識による運
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営を行うこと。

（エ） 病気など突発的に専任スタッフが出勤できない場合においても、業務に支

障をきたすことのないよう、バックアップ体制を整えること。

イ 専任スタッフ

（ア） 一般常識を有し、応対マナーに優れている者を配置すること。

（イ） 業務を行うために必要な観光や障害者対応に関する知識を十分に有し、迅

速、的確かつ懇切丁寧に対応すること。

（６） 準備物等

相談窓口設置に当たって必要となる備品等（看板、スタッフのユニフォーム及

びネームプレート、机、椅子、パソコン、タブレット、プリンタ、筆記用具、コピ

ー用紙、インターネット環境、携帯電話、窓口を周知するためのチラシ等）を準備

すること。また、その他準備・運営に必要となる物品を準備し、それに係る経費を

支払うこと。

看板については「高知県バリアフリー観光相談窓口」と明記し、ピクトグラム等

を用いて相談窓口の機能を利用者にわかりやすく提示すること。

電話については、問い合わせ専用の電話番号を取得すること。電話回線は２回

線以上準備し、１回線が通話中であってももう一方の回線にて対応できるものと

すること。

（７） 資料等

相談対応に当たっては高知県の収集した観光施設、宿泊施設、交通機関の約 270

施設のそれぞれのバリア情報、バリアフリー情報をまとめた調査表を貸与する。

（パイプ式ファイル７冊程度）。調査表の内容は現地調査のたびに追加・更新を行

い、原則委託契約期間終了後に返却すること。

（８） 報告

ア １月ごとに相談対応結果をとりまとめた報告書を、原則翌月５日までに高知県

に報告すること。報告書の様式は高知県と協議のうえ決定すること。

イ 翌月のスタッフのシフト表は、月末までに高知県に提出すること。シフト表に

変更があった場合は、速やかに高知県に報告をすること。

（９） その他

ア 相談対応に当たっては、高知県の示す「相談対応マニュアル」を理解したうえ

で実施すること。日頃の相談対応により収集・蓄積したノウハウをもとに「相談対

応マニュアル」のバージョンアップを適宜行うこと。

イ 大雨警報、洪水警報、台風接近に伴う暴風警報等が発表されたとき又は発表さ

れるおそれがあるときは、高知県と協議のうえ相談窓口を閉所することができる。

ただし、対面以外の電話等での対応は原則可能とすること。
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２ 地域との連携及びスキルアップと人材育成に関すること

地域の観光協会等と日頃から連携し、オンラインを活用した相談対応や収集したバ

リアフリー情報の共有を図るなど、県内の観光案内所にバリアフリー観光相談のノウ

ハウが蓄積されるような取り組みを行うとともに、接遇やサポートの方法などの相談

対応のスキルアップや人材育成を進めるための研修会を開催すること。また、相談窓

口スタッフのみを対象とした研修を適宜行うこととし、日頃からのスキルアップに努

めること。

（１） スキルアップと人材育成に係る研修会

ア 開催方法

原則、集合研修により、意見交換を実施しやすい形式で実施すること。（状況に

応じて協議のうえオンライン開催に変更することがある）

イ 対象（参加者）

研修の対象は、（公財）高知県観光コンベンション協会、観光協会、市町村、観

光案内所、観光関連事業者等、日ごろから県内で観光案内業務に従事するもの等

を中心とする。受講者数は各回 20 名程度を想定する。

ウ 研修内容・回数等

県内東部・中部・西部の各ブロックで１回以上開催することとし、エリアごと

の特徴、問い合わせ傾向に合わせた内容とする。詳細については、高知県と協議

のうえ決定すること。

エ 講師

日ごろからバリアフリー観光に関する相談業務を実施している方やバリアフリ

ー観光の推進に取り組んでいる方等で、受講者、テーマに応じた講師を選定し、講

師との調整を行うこと。講師の決定にあたっては事前に高知県と協議のうえ決定

すること。

オ チラシの作成

周知のためのチラシを作成し、対象者へ配布すること。内容は高知県と協議の

うえ決定すること。

カ 参加者の募集・とりまとめ

研修参加者の募集を行い、応募者をとりまとめ適宜、高知県に報告すること。

募集については、対象者に広く周知させると共に、１人でも多くの参加を促し、バ

リアフリー観光の裾野の拡大を目指すこと。

キ 資料作成・印刷

研修に必要な資料を作成、印刷すること。使用する資料は事前に高知県の確認

を受けること。

ク アンケートの実施

当該研修会の感想や意見等について参加者にアンケート調査を行い、その回答
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結果を取りまとめ、研修会終了後２週間以内に高知県に提出すること。アンケー

トの設問内容については、高知県と協議し決定すること。

ケ 会場の設営・撤去に関すること

新型コロナウイルスの感染予防に配慮のうえ、会場や研修に必要な備品類（プ

ロジェクター、スクリーン、オンライン用機材等）を手配し、設営を行うこと。研

修終了後は設営物を速やかに撤去することとする。

コ 講師謝金、会場使用料の他、必要な経費の支払いをすること。

（２） 相談窓口スタッフの研修

観光客へのおもてなしが実践できるよう、相談窓口のスタッフ研修を十分に行

うこととし、適宜研修への参加や、自ら研修機会を設けるなどしてスキルアップ

に努めること。

第５ 成果物

本業務の成果物は以下のとおりとし、紙媒体で提出すること。

なお、年度末に電子媒体（CD-R 又は DVD-R）に下記一式を格納し、提出すること。

番号 成果物 仕様書該当条項 部数 提出時期

１ 相談対応結果に関する報告書 第４の１の（８） １部 毎月５日

（３月分は月

末）

２ スキルアップと人材育成に係る研修会

の実施概要がわかる資料（場所、時期等

がわかる一覧表、チラシなど）一式

第４の２の（１） １部 各研修終了

後 30 日以内

または委託

期間終了日

いずれかの

早い日

３ 研修会で使用した資料一式と参加者名

簿

４ 研修会の参加者のアンケート結果とり

まとめ

各研修終了

後

２週間以内

５ スタッフ研修の実施概要がわかる資料

（場所、時期等がわかる一覧表など）

一式

第４の２の（２） １部 委託期間終

了日

６ 研修で使用した資料一式と参加者名簿



6

第６ その他

（１） 受託者は契約締結後 10日以内に事業スケジュール、相談窓口スタッフ配置計画

などを掲載した事業計画書及び連絡体制図を作成し、高知県に提出し確認を受け

ること。

（２） 契約締結後２週間以内に前項事業計画書に基づく事前の打ち合わせを実施する

こと。

（３） 受託者は、１回／月以上、高知県との定例会議を行うこと。定例会議の際には、

相談窓口運営業務や研修に係る実施状況、県内観光協会等との連携状況及び今後

の予定等を報告すること。また、定例会議実施後１週間以内に会議録を高知県に

提出すること。日時と場所については、高知県と協議のうえ決定する。

（４） 本業務により知り得たバリア情報、バリアフリー情報を許可無く利用しないこ

と。

（５） この仕様書に定める事項について疑義が生じた場合や本仕様書に記載のない事

項については高知県と受託者双方協議のうえ決定すること。

（６）本業務で作成したものの著作権等の所有権は、すべて高知県に帰属する。


