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令和２年度移動図書館運営業務委託仕様書 

 

１．件名 

令和２年度移動図書館運営業務委託 

 

２．委託期間 

令和２年６月１日（月）～令和３年３月３１日（水） 

 

３．履行場所 

我孫子市湖北台９丁目３番６号 （我孫子市民図書館湖北台分館、移動図

書館事務室及び書庫）、移動図書館巡回先窓口（別紙及び我孫子市立我孫子

第三小学校、我孫子市立並木小学校） 

 

４.委託業務内容 

 

・番号右横に＊がついている業務は、カウンターマニュアルを確認の上業務

を行なう。 

 

 （１）湖北台分館との共通業務 

  （開館準備業務） 

  ① 浄水場門と職員通用口の開錠及び機械警備の解除 

  ② 事務室及び書庫の照明機器・空調機器（主に夏季・冬季）の電源オン 

  ③ ダムウェーターの電源オン 

  ④ 電動書庫の電源オン 

  ⑤ 湖北台分館１階移動図書館用業務端末の拭き掃除・立ち上げ 

⑥＊予約確保資料リストに出力された移動図書館資料の書架からの抜き出

し・返却入力 

⑦ 取消予約リストに出力された移動図書館資料とリクエストカードの照

合・処理 

⑧ 湖北台分館返却ポスト資料の回収・返却処理 

⑨ リサイクルコーナーの準備・開放 

⑩ 湖北台分館の開館案内表示の設置（平日） 

  （閉館業務） 

⑪ リサイクルコーナーのクローズ 

⑫＊湖北台分館１階移動図書館用業務端末オフ等終了処理 

⑬ 事務室及び書庫の空調機器・照明機器・電動書庫の電源オフ 
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⑭ 浄水場門と職員通用口の施錠及び機械警備セット 

⑮ 湖北台分館の開館案内表示の撤去（平日） 

 

 （２）移動図書館における巡回準備・閉館業務 

  （巡回準備） 

  ①＊ポータブルターミナル（以下「ＰＯＴ（ポット）」）の準備（チェック

データ転送等） 

  ② 返却期限票の用意、（返却資料等を積み込む）空箱の準備、リクエスト

カード等用紙・発行物類の補充 

③ そよかぜ号開錠及び荷物の積み込み 

④ そよかぜ号車内の図書館資料の補充・整理整頓、車内清掃（ゴミ出し、

床掃除、泥等の清掃など）。汚れが甚だしい場合の車体清掃。車内積み

込み用資料の選び出し、棚ぞろえは季節・巡回場所等により工夫する。 

⑤＊雨天・荒天時の巡回中止の判断（市職員と相談の上決定する。巡回中

止時には、必要に応じて、公用車を使用し巡回ステーション周辺にて

中止の広報を行い、予約資料の貸出、返却本の回収を行う。） 

⑥ 荒天後の巡回ステーション及び巡回ルートの確認（必要に応じて、巡

回前にステーションが使用可能な状態か確認する） 

（閉館業務） 

  ⑦ 荷物の積み下ろし、そよかぜ号施錠 

《以下電算オンライン処理》 

⑧＊利用者登録、利用カード不携帯時の処理 

⑨＊ＰＯＴのデータ処理、エラーリストの処理、貸出結果リスト・返却確

認リストの処理 

⑩＊リクエストの割り当て処理 

⑪＊相互貸借資料の返却 

⑫＊リクエスト入力及びリクエストの取り消し処理 

 《⑧～⑪は巡回日当日に行うこと。⑫は時間がなければ翌日でも可》 

 

注）返却期限票 貸出した図書館資料の返却日が記入された用紙。貸出の

際に利用者に渡す。 

注）資料 特に説明がない場合は、「図書」「雑誌」「新聞」「ＣＤ」「カセッ 

トテープ」を指す。 

 

（３）移動図書館における貸出・返却業務 

 （貸出） 
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  ①＊貸出処理（再貸出、リクエスト資料貸出、利用カード不携帯・紛失時

の対応含む） 

  （返却） 

  ②＊返却処理（ＣＤ・カセットテープ中身確認、紙しばいケース等の確認、

付属資料の確認等を含む） 

  ③＊返却資料（市内他館資料、予約資料、相互貸借資料）の別置 

 ④＊汚破損及び要修理資料の確認と別置 

 （配架・書架整理） 

  ⑤ 資料の配架・整理整頓（閉架書庫も含む） 

  ⑥ 返却回送中リストに出力された資料の捜索 

（貸出停止業務） 

⑦督促リストに出力された資料の捜索（第二木曜日） 

 

  注）相互貸借資料 我孫子市以外から借りた資料 

注）資料の大幅な書架移動・除籍等資料管理的業務は市職員と共同で行う 

注）配架 主に返却された資料を元あった書架に戻すこと 

 

（４）我孫子第三小学校、並木小学校への巡回 

 ① 対象学年に合わせた資料の選び出し（オリコンに用意） 

 ② ＰＯＴによる団体貸出入力（現地にて） 

③＊貸出リストを出力し、巡回日の翌朝までに市職員に渡す 

④ ＰＯＴによる団体貸出の返却入力。督促は市職員と共同で行う 

⑤ 教員への個人貸出、登録 

⑥ 公用車での追走による、返却資料・貸出補充用資料・調べ学習用資料  

の搬送 

 

（５）高齢者施設への配本業務 

 ①＊団体登録の申込み受付、制度の説明、利用カードの作成 

 ②＊配本資料の書架・書庫からの抜き出し 

 ③ 高齢者施設へ寄贈する除籍資料の選び出し 

④＊団体貸出入力、貸出リスト出力、配本 

 ⑤＊団体貸出の返却入力・督促作業 

 

（６）移動図書館における利用者登録業務 

  ①＊利用カード申請の受付 

②＊利用カードの作成、図書館利用方法の説明 
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③＊登録事項変更申請の受付 

④＊利用カードの再発行 

⑤＊利用登録取消申請の受付（業務用端末での登録取消処理は市職員が行

う） 

⑥＊業務用端末での利用者登録作業 

⑦ 前日の利用者登録入力の確認作業 

 

（７）移動図書館における予約業務 

  ①＊所蔵資料の予約受付・処理 

  ②＊未所蔵資料の予約受付・処理 

  ③＊利用者への予約資料連絡 

  ④＊予約取消・受取窓口変更処理 

⑤＊取置き期限切れ及び未連絡資料確認と処理 

⑥＊重複予約チェック処理 

  ⑦＊未所蔵資料借入決定後の申込み及び相互貸借袋のデータ作成等、相互

協力担当者への相互貸借袋の送付 

  ⑧＊予約確保リストによる該当資料探し、不明資料処理 

  ⑨＊初回ＷＥＢ予約者に対する受け取りと取り置きの説明・電算入力 

 

注）購入・借入判断は市職員が行う 

  注）相互貸借袋 他館（我孫子市民図書館以外）から借りた資料を貸し出

すための袋 

  注）予約確保リスト 移動図書館所蔵のうち在庫資料に予約が入ったもの

のリスト 

   

（８）移動図書館における読書案内・調べもの相談業務 

  ① クイックレファレンス処理及びレファレンスへの対応 

  ②＊事務室での資料検索（県内横断検索、インターネット利用 

の検索） 

③ 書架案内 

  ④ 「調査メモ（レファレンス対応記録）」の記入、相談業務受付数のカウ

ント 

  ⑤＊市内・市外図書館所蔵資料の複写サービス受付・申込み処理 

 

 （９）移動図書館における資料管理業務 

  （資料管理） 
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  ①＊装備（寄贈資料、郷土資料等） 

  ②＊除籍資料の処理（湖北台分館・移動図書館のリサイクル資料へのスタ

ンプ押印とリサイクル棚への配架等） 

  ③ 寄贈資料受付（受付、装備） 

  ④ 資料の修理（のりづけ、ブッカー補修等） 

  ⑤ 配架場所変更資料の処理（ラベル貼付、季節ものの入れ替え等） 

  ⑥＊図書発注入力事務、図書発注取消事務 

  ⑦ 新規受入図書の配架処理 

（雑誌等逐次刊行物関係業務） 

  ⑧＊雑誌原簿との照合、雑誌前号との差し替え・返却処理、書庫配架、廃 

    棄 

  ⑨＊雑誌リサイクルのための処理（リサイクル資料へのスタンプ押印とリ

サイクル棚への配架、予告ポスターの日付差し替え） 

（督促業務） 

  ⑩＊リクエスト分の督促（リクエストが入った資料で返却が遅れているも

のと、移動図書館各ステーションでの貸出で長期延滞しているものへ

の電話等での督促） 

  （弁償処理業務） 

  ⑪＊資料弁償の処理 

 

注）資料の受入れ・除籍・移動等に関する判断は､市職員が行う 

注）督促に関する事案で対応困難な場合は市職員へ引き継ぐ 

注）リクエストが入った資料の督促は、電話番号で地区別に分け、アビス

タ本館、移動図書館、布佐分館で分けて毎週末に督促している 

注）督促はがき 定期的に返却の遅れている利用者に督促はがきを送付し 

ている 

  注）移動図書館貸出分の延滞資料は、毎月一回督促する 

注）汚破損認定・紛失確認・代替資料指定・弁償免除判断は市職員が行う。 

  注）弁償に関する事案で対応困難な場合は、電話で指示を受けるか、湖北

台分館に戻った後に市職員へ引き継ぐ。 

 

（１０）学級文庫への協力 

  学級文庫用図書として、貸出した移動図書館所蔵図書の返却・配架 

  ※学級文庫のおおよその返却日は以下のとおりである。 

  １学期 ７月１日～７月２１日 

  ２学期 １２月１日～１２月２４日 
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  ３学期 ３月１日～３月２５日 

  の平日の中の数日（未確定）。 

 

（１１）移動図書館特別整理期間関係業務 

  ①＊蔵書点検 

  ② 湖北台分館返却ポスト資料の回収・返却・配架 

  ③ その他特別整理期間中業務 

 

（１２）移動図書館における日常業務・庶務関係業務 

  ① 市内図書館間連絡便の準備・受取・確認（移動図書館分と湖北台分館

分の振り分け処理）、連絡便で戻ってきた移動図書館資料の配架 

  ② 移動図書館にかかってきた電話対応、移動図書館に関する電話対応 

  ③ 郵便物・宅配便の受取 

  ④＊移動図書館巡回に伴う統計報告 

  ⑤ 移動図書館巡回日程表等の作成・各館配布、各巡回ステーション用ポ

スターの作成・掲示 

⑥＊移動図書館ステーションにおける拾得物・遺失物の管理・処理 

⑦ 高齢者施設への配本業務における公用車の運転。なお、市が必要と認

めた場合は公用車を使用することができる。 

⑧ 車内掲示物の管理 

  ⑨ 司書資格取得に伴う図書館実習への協力 

⑩＊全館ＰＯＴの使用（市内各図書館に緊急用として配置されているＰＯ

Ｔを順番に移動図書館で使用し、使用頻度の偏りをなくす） 

⑪ 湖北台分館敷地内における風水雪害等による被害の復旧作業への協力

（風水雪害等により、移動図書館車の運行または高齢者施設への配本

業務に支障があるときは、市と協力して湖北台分館敷地内を整備す

る。） 

 

（１３）移動図書館における要望・苦情・トラブル対応 

① 事故等不測の事態への対応 

 ② 業務上の要望・苦情対応 

  ③ 利用者の問題行動対応 

  ④ 利用者の持ち物の盗難・置き引きへの対応 

  ⑤ 急病・負傷者への対応 

 

  注）すべて対応記録を残し、速やかに市職員へ報告する 
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（１４）移動図書館車両の運転及び管理（給油、車両点検、油脂類の補充、洗

車等） 

 

（１５）移動図書館ステーションの巡回先・日程の変更等・業務への提案 

 

（１６）湖北台分館関連業務 

①湖北台分館１階書庫への湖北台分館所蔵資料の配架 

②湖北台分館利用者が移動図書館資料及び湖北台分館１階書庫資料を請求

した場合の資料の出納 

 

（１７）よむよむラリー等イベントの実施又は協力 

 

（１８）「そよかぜおはなしタイム」への協力 

  ① 使用資料・備品のステーションへの運搬 

  ② 実施日の広報 

 

５．業務日、業務を要しない日及び業務時間 

 

（１）業務日 

つぎの（２）に掲げる業務を要しない日を除くすべての日 

 

（２）業務を要しない日 

①月曜日（図書館開館日を除く）、日曜日。 

   ②１２月２９日から１月３日まで 

   ③月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第 178 号）に規定

する休日に当たるときの翌日（当該翌日が休日に当たるときはその直

後の休日に当たらない日） 

 

(３) 業務時間 

   午前８時３０分から午後５時００分 

 

（４）図書館長が業務日と指定または認めた日の業務時間 

図書館長が指定した時間から当該業務完了まで。業務を要しない日を

業務日と指定するときは、あらかじめ協議のうえ別に業務を要しない

日を設けるものとする。 
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６．業務執行体制 

 

（１）業務の執行と配置 

   受託者は委託業務を行うため業務責任者及び業務従事者を定めるととも

に、次の業務が円滑に履行できる必要な人員を常時配置すること。特に

巡回先窓口（ステーション）の利用状況に応じて市民サービスに支障が

生じることがない体制をとるなど適切な措置を講ずること。なお、業務

執行にあたっては、責任者又は副責任者のいずれかを常に配置すること。 

 

（曜日ごとの主な業務内容） 

・火曜日 移動図書館への返却資料の配架、施設への配本（月１回５

ヶ所）、施設への資料寄贈（３ヶ月に１回２ヶ所）、車内整

理、湖北台分館資料の１階書庫への配架 

・水曜日 巡回準備、移動図書館巡回（移動図書館巡回予定は「そよ

かぜ号日程表」を参照のこと。なお、巡回予定に変更が生

じた場合は市と受託者が別途協議する。）。学校への巡回（月

２回 1 ヶ所） 

・木曜日 巡回準備、移動図書館巡回、督促リスト出力（月１回、移

動図書館貸出分）、督促リスト棚確認、学校への巡回（月２

回 1 ヶ所） 

・金曜日 巡回準備、移動図書館巡回、督促リスト出力（毎週、リク

エストが入った分） 

・土曜日 移動図書館への返却資料の配架、車内整理、発注入力、統

計作成、督促、資料の修理、施設への配本の準備（月１回） 

     

（２）業務従事者の選任 

受託者は、委託業務を適確かつ迅速に履行できる知識を有することは

もとより、図書館が生涯学習施設であることに留意し、親切・丁寧な

接遇ができ、風紀・業務規律を乱さない者を業務従事者として選任す

ること。また、ＩＴ機器（コンピュータ等）の基礎的な操作能力を有

した司書資格所持者または公立等図書館業務経験者の選任に努めるこ

と。なお業務従事者の氏名等は事前に市に届け出ること。 

 

（３）業務責任者の選任と業務 

  ①業務責任者の選任と業務 
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受託者は、委託業務を円滑に履行するため、業務責任者として、司書

資格所持者、かつその職に相応しい者を選任するとともに、次の業務

を行わせること。なお業務責任者の氏名等は、事前に市に届け出るこ

と。 

ア 業務計画書の作成、提出 

イ 市との連絡調整（頻度は市と協議して定める）、業務日誌・業務報

告書の作成・提出 

ウ 業務状況に応じた業務従事者の配置の決定および業務従事者配置

表の作成、提出 

エ 業務従事者に対する作業の指揮・監督 

オ 業務従事者に対する指導、教育 

カ 市職員勤務時間外及び不在時の緊急時における市があらかじめ指

定する市職員との連絡調整  

キ 図書館長が指定する会議等への出席 

ク その他業務責任者として必要な職務 

② 業務責任者の代理 

受託者は業務責任者が不在の場合に備え、その職務を代理する副責任

者を選任し氏名等を事前に市に届け出ること。 

 

（４）総括管理者の配置と業務 

受託者は、総括管理者（民間事業者にあっては正規の社員であること） 

を置き、図書館の業務責任者との連絡調整の任に当たらせること。総

括管理者は必要に応じて市の担当者と打ち合わせ、業務遂行状況をチ

ェックすること。なお、総括管理者は業務責任者が兼務することがで

きる。 

 

７．研修・教育訓練 

 

（１）委託業務開始前研修 

受託者は、必要に応じて図書館業務や接遇等に関する研修を実施し、

その内容・結果について報告すること。経費は受託者の負担とする。 

 

（２）委託業務開始後研修 

受託者は、委託業務開始後においても必要に応じて研修を実施するこ

と。また、必要に応じて、我孫子市民図書館主催の研修に業務従事者

を参加させること。委託開始後に新たに配置する業務従事者に対して
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も、業務に従事する前に（１）の研修を実施すること。経費は受託者

の負担とする。 

 

８．業務計画・業務報告等 

 

 （１）業務従事者名簿の提出 

    受託者は、業務従事者名簿を業務委託開始前に図書館長あて提出する

こと。なお、移動図書館車両及びその他の公用車を運転する者につい

ては、自動車運転免許証の写しを添付すること。また、業務従事者に

異動がある場合には事前に届け出ること。（様式は双方の協議のうえ別

に定める。） 

 

 （２）業務計画書等 

    受託者は、市と協議のうえ委託業務に必要な業務計画書（月間）    

と業務従事者配置表（月間）を提出すること。月間計画及び業務従事

者配置表は前月２０日までに提出すること。（様式は双方の協議のうえ

別に定める。） 

 

（３）業務日誌 

受託者は、業務日誌を作成し当日またはつぎの業務日に市に提出し、

確認を受けること。（様式は双方協議のうえ別に定める。） 

 

（４）特別整理期間 

受託者は、特別整理期間の業務終了後、業務報告書を市に提出し、承

認を受けること。（様式は双方協議のうえ別に定める。） 

 

（５）業務の改善 

受託者は、図書館長が業務委託の実施に関する調査及び報告を求めた

場合には、速やかに対応するとともに問題があるときは改善すること。

また、事務処理方法等について改善を要する場合には双方協議のうえ

決定する。 

 

９．委託業務の評価 

 市は、あらかじめ作成された様式に基づいて、受託者の業務の評価を行うも

のとする。 

 （１）市は、あらかじめ定めた評価表に基づき、年度ごとの業務評価を行う。 
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 （２）市は、業務評価に基づき、受託者に対し必要に応じて業務の改善を指

示できる。 

 （３）受託者は、市の行った業務評価に不服がある場合には、市にその旨申

し出ることができる。 

 （４）市、受託者は評価表に基づき、業務の評価など委託業務のあり方等に

ついて、適宜話し合うものとする。 

 

１０．受託者及び業務従事者の責務 

 

 （１）関係法令等の遵守 

   ①受託者及び業務従事者は、図書館法（昭和２５年法律第１１８号）、我

孫子市民図書館の設置及び管理に関する条例（昭和５４年１２月条例

第３４号）、同施行規則（昭和５４年１２月我孫子市教育委員会規則第

１４号）その他関係法令等の規定を遵守すること。 

②受託者及び業務従事者は、労働基準法その他労働関係法令を遵守しな

ければならない。 

 

 （２）基本理念の理解 

    業務従事者は、我孫子市民図書館のサービスの全容を把握するととも

に、そのめざすものを理解すること。特に我孫子市民図書館の「運営

方針」は常に念頭において委託業務に従事すること。 

 

 （３）信用失墜行為の禁止 

    受託者及び業務従事者は、市の信用を失墜する行為をしてはならない。 

 

（４）業務上知り得た情報の秘密の保持  

受託者及び業務従事者が業務履行上直接または間接に知り得た個人情

報の取り扱いについては、「我孫子市個人情報取扱特記事項」によるも

のとする。 

 

（５）業務従事者の管理・監督 

受託者は業務従事者の管理・監督に努めなければならない。 

 

（６）業務の適正処理 

① 業務従事者は、委託業務を履行するに当たり、「我孫子市民図書館の

設置及び管理に関する条例施行規則」、我孫子市民図書館に関する要
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綱及び我孫子市民図書館業務マニュアル、その他我孫子市民図書館の

業務に関する各規定に従って業務に従事すること。 

②業務従事者は、身だしなみ、言葉遣い、態度に気を配り、利用者に対

して親切・丁寧に対応して不信感・不快感を与えないこと。 

③業務従事者は、我孫子市民図書館の業務従事者として業務履行に適し

た服装をすること。 

④業務従事者は、エプロン及び名札を着用すること。エプロンは我孫子

市民図書館仕様とし、名札は社名・館名・氏名・写真入りで適当な大

きさのものとする。社名は「移動図書館受託会社○○○」（○○○は受

託者名）と明記のこと。費用は受託者負担とする。 

⑤業務従事者は、心身に障害のある来館者に対しては、介助その他それ

ぞれの特性に応じた適切な対応をとること。 

⑥業務従事者は、業務の遂行中に問題が発生したときは、直ちにその状

況を業務責任者に報告し、業務責任者は市に報告しなければならない。 

 

（７）資料持ち出しの禁止 

   受託者及び業務従事者は、業務に関する仕様書及び市が提供する資料 

などの関係書類を、市の許可なしに履行場所以外に持ち出しまたは複 

写・複製してはならない。 

 

（８）環境保全への協力 

 受託者及び業務従事者は、市が実施するエコプログラムを推進し   

電気等の省エネや資源のリサイクルに協力しなければならない。 

 

（９）事故・事件・災害等緊急事態の対応  

  ①業務従事者は、事故・事件・災害等の緊急事態が発生した場合は、市 

との連絡を密にし、市職員と協力して、利用者の避難・誘導、その他 

状況に応じて適切に対応すること。 

② 市職員の勤務時間外および不在時に発生した場合は、受託者において 

適切な対応をとるとともに、直ちにあらかじめ市が指定した職員に連

絡し指示を仰ぐこと。 

 

 （10）業務の引継ぎ 

    委託期間が満了し、又は委託を取り消された時に、市が引継ぎ業務を

別途発注した場合は、市が定める期間内に市が指定する者に対して、

業務の引継を行わなければならない。ただし、引き続き受注する場合
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は、この限りでない。 

 

１１．費用負担 

 

 （１）市が負担する経費 

委託業務の履行に必要な光熱水費・通信費・燃料費・消耗品・備品等

は、市が負担する。受託者は常にその節減に努めなければならない。

なお、移動図書館の各ステーション等からの連絡に使用する携帯電話

については、その通信費も含めて、受託者が用意する。 

 

 （２）受託者が負担する経費 

    業務従事者が着用する名札、エプロン等。 

 

１２．自動車保険契約（任意保険） 

   受託者は、使用する移動図書館車両について、受託者を契約者とする自

動車保険契約（任意保険）に加入し、契約締結後、速やかに保険証書の

写しを市へ提出すること。 

   保険期間は、契約期間とする。 

   ただし、保険料の額は、次の額以上とする。 

   対人賠償保険 無制限 

   対物賠償保険 無制限 

   車両保険   時価相当額 

   また、移動図書館車両を、市の職員が使用した場合も適用することとす

る。 

 

１３．再委託の禁止 

 （１）本業務の再委託は、原則できない。ただし、受託者の事情等により、

やむを得ず、再委託を行う必要が生じたときは、あらかじめ、市の承

認を得た上で再委託できるものとする。 

 （２）次項に掲げる場合のいずれかに該当するときは、原則として、再委託

は承認できない。 

   ①受託者が、契約の履行を全部又は一括して再委託をしようとするとき 

   ②受託者が、仲介業者への委託その他の契約の履行に必要のない再委託

をしようとするとき 

   ③その他契約の適正な履行に支障が生じるおそれが高いとき 
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１４．その他 

仕様書に定めのない事項については、市と受託者が協議して定めるもの

とする。 

 

１５．担当 

  我孫子市教育委員会 生涯学習部 図書館  

電話 ０４（７１８４）１１１０ 


