
大井競馬場来場者接遇等業務 仕様書 
 
１ 件名 
 大井競馬場来場者接遇業務 
 
２ 履行期限 
 平成 31 年４月 1 日から平成 34 年３月 31 日まで 
 ただし、元号法（昭和 54 年法律第 43 号）に基づき政令にて元号が改正され

た場合は、改正された元号に読み替えるものとする。 
 
３ 履行期限 
 本件については平成 31 年度に受託した業者と 3 年間の長期継続契約とする。 
 
４ 履行場所 
 大井競馬場 
 
５ 業務内容 
 特別区競馬組合（以下「組合」という。）の方針及び指示に基づき、下記の業

務に応じたお客様サービスを行う。また、業務内容の向上のために、接遇指導を

実施し、業務改善の必要がある場合は適宜これを行う。 
 （１）特別室（L-WING５階）来場者接遇業務 
   ①来場者接遇（席の案内、湯茶接待、灰皿の交換、食事の注文取次等） 
   ②受付業務及び入室時における記章確認業務 
   ③業務区域内の清掃及び点検 
   ④設備器具の清掃及び点検  
   ⑤L-WING６階来賓への湯茶接待 
   ⑥表彰式プレゼンターのアテンド 
   ⑦その他、組合が指示する事項 
 （２）入場改札業務 
   ①大井競馬場正門及び北門における入場改札業務（各門における入場者

の指定席券及び入場券確認および入場券のもぎり） 
   ②改札業務において回収した入場券及び無料入場券等の集計、報告及び

保管 
   ③一時外出者への対応（再入場券の作成及び交付等） 
   ④馬主証及びバッジ等使用者の確認作業（馬主証、特別通行証等の確認及    

び通行許可） 
   ⑤無料入場券及び広告チラシ等の配布業務（組合が指定する日時におい

て、改札外側での無料入場券の配布） 



   ⑥各種問合わせ対応（場内施設、当日のレース数、開門及び解放時刻、最    
寄駅及び場内の混雑状況等の案内） 

   ⑦緊急時対応（警備への連絡引継等） 
   ⑧業務エリアにおける設備器具の清掃及び点検 
   ⑨来場者へのあいさつ及び入退場者の集計（J-PLACE 等の入場無料時） 
   ⑩雨天時等組合が指示する日における重賞競走等各種表彰式における補

助業務（表彰者及び受賞者の傘持ち） 
   ⑪その他、組合が指示する事項 
（３）表彰式等補助業務 
  重賞競走等各種表彰式における補助業務（表彰者への花束贈呈、賞品等授

与時におけるプレゼンターの誘導及び補助、式典前後の賞品輸送業務の補

助等）重賞競走、その他表彰を複数回予定。また、1 日につき複数回の表彰

式を行う場合がある。 
（４）L-WING 指定席案内及び改札等接遇業務 
  ①指定席改札、及び案内業務（もぎり、ブラックライトのスタンプ押印、

再入場時のスタンプ印の確認、指定席イベントの対応） 
  ②利用指定席への誘導 
  ③競馬に関する各種情報の案内（マークカードの記入方法、場内施設及び  

テレビモニタの利用方法、指定席エリア内サービスの案内等） 
  ④指定席エリアの美化保持（利用者の出したゴミ等の迅速な撤去、ウイン  

グルームやエリア内の簡易な整理整頓） 
  ⑤来場及び退場時のあいさつ（来場時出迎え及び退場時見送り等のあい 

さつ） 
  ⑥トラブル時の関係機関への迅速な連絡（エリア内警備員への警報、早急  

な対応） 
  ⑧組合が指示する日におけるイベント補助業務 
  ⑨その他、組合が指示する事項 
（５）開催庶務業務 
  ①窓口業務 
  ②招待者等受付 
  ③馬主席、主催者席の受付 
  ④出走表、成績表などの配布 

   ⑤開催サービス課における電話取り次ぎ 
  ⑥指定席、自動車通行証等の発行 
  ⑦開催庶務質の維持管理 
  ⑧競馬業務部署の消耗品管理（在庫管理及び発注含む、各部署の請求整理  

及び配布） 
  ⑨賞品管理（賞品授与補助及び表彰式賞品授与補助） 



  ⑩開催に係る雑務 
  ⑪その他、組合が指示する事項 
（６）警備本部受付等業務 
  ①整理本部受付対応 
  ②整理本部会計補助（拾得物）及び警備業務関連事務補助 
  ③ゴミだし等の簡易な清掃（場外発売時のみ） 

   ④その他、組合が指示する事項 
  
６ 配置人員及び日数 
（１）特別室（L-WING5 階）来場者接遇業務 

   ①大井競馬開催日（夜間・年末）【73 日】 
   ２ポスト 
   ②大井競馬開催日（昼間）【23 日】 
   １ポスト 
   ※J-PLACE 大井開設日（大井競馬併売日）（６日間予定）は、3 時間程 

度早出とする。 
  ※組合の指示によりポスト数を増減する場合がある。 

 （２）入場改札業務 
  大井競馬開催日【96 日】 

   A 正門 開門時 5 ポスト 通常 3 ポスト 
   B 北門 開門時 2 ポスト 通常 1 ポスト 
   ※開門時は全員配置とする 
   ※組合の指示によりポスト数を増減する場合がある。 
   ※J-PLACE 大井開設日（大井競馬併売日）（６日間予定）は、3 時間程度     

早出とする。 
  （３）L-WING 指定席案内及び改札等接遇業務 
   大井競馬開催日【96 日】 
   開門時１０ポスト（改札２ポスト×４か所、３・４階遊動各１ポスト）    

通常時７ポスト （改札１ポスト×４か所、３・４階遊動３ポスト） 
   ※開門時は全員配置とする 
   ※組合の指示によりポスト数を増減する場合がある。 
   ※J-PLACE 大井開設日（大井競馬併売日）（６日間予定）は、3 時間程  

度早出とする。 
（４）表彰式等補助業務【約 50 回】 

   表彰式１回につき原則５ポスト 
   ※（２）および（３）のスタッフを一時的に表彰式業務に従事させること。 

※組合の指示によりポスト数を増減する場合がある。 
 



（５）開催庶務業務 
 ①大井競馬場開催日（通常）【71 日】 

   ３ポスト 
   ②大井競馬開催日（重賞日・組合が指定する日）【25 日】 
   ４ポスト 
  ※J-PLACE 大井開設日（大井競馬併売日）（６日間予定）は、3 時間程度 

早出とする。 
   ③J-PLACE 大井開設日【2 日】 
   １ポスト 
   ④南関東場外発売実施日【133 日】 
   １ポスト 
   ※勤務日は、組合の指示によって増減する場合がある。 
   ※組合の指示により超過勤務が発生する場合がある。 
（６）警備本部受付等業務 

   ①大井競馬開催日（通常）【66 日】 
   １ポスト 
   ②大井競馬開催日（夜間開催における重賞日・組合が指定する日）【30 日】 

２ポスト 
  ※J-PLACE 大井開設日（大井競馬併売日）（６日間予定）は、3 時間程度 

早出とする。 
   ③J-PLACE 大井開設日（大井非開催）【2 日】 
   １ポスト 
   ④南関東場外発売実施日【174 日】 

１ポスト 
   ※組合の指示により超過勤務が発生する場合がある。 
 
７ 勤務条件 
 （１）業務委託日 
   平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日までの大井競馬開催日お 

よび南関東場外発売実施日並びに J-PLACE 大井開設日 
上記ほか、組合が指定する日 

   ただし、元号法（昭和５４年法律第４３号）に基づき政令にて元号が改正   
された場合は、改元された元号に読み替えるものとする。  

 （２）業務時間 
   大井競馬場開門時刻の６０分前から最終競走発走時刻の３０分後まで、 

原則として８時間勤務とする。 
  ただし、５－（４）表彰式等補助業務については、表彰を実施する競走の発   

走時刻の６０分前から表彰業務終了までの２時間勤務とする。また、開門時   



刻、発走時刻の変更などにより数時間の超過勤務を要する場合がある。 
 （３）制服 
   制服のクリーニング、管理等は受託業者が行うこと。ただし、着用する制   

服については別途担当者と協議の上決定する。 
（４）L-WING 指定席案内及び改札等接遇業務 
  迅速な接遇・関係機関への緊急連絡のため、業務遂行時はトランシーバー  
を装備する。 

（５）責任者 
  大井競馬場における責任統括者及び各業務におけるリーダーを各１名選 
定し、各担当者の管理、監督及び組合からの指示事項の伝達を行わせる。な 
お、統括責任者に係る費用については受託者がこれを負担する。 

（６）接遇研修 
  各業務担当者に対して、競馬の基本的知識、大井競馬場内各施設の知識及 
び接遇態度に関する研修を行うこと。また、組合が指定する研修に参加する 
こと。 

（７）業務報告 
  開催において、ポスト数の増員・時間外が発生した場合は、開催終了後に  
その旨を報告すること。 
 

８ 受託事業者（以下「受託者」という）に求められる条件等 
（１）原則として通年で業務に携わることができる、適切な業務従事者を配置 
すること。 

（２）業務従事者に対し、大井競馬場内の基本的な知識及び接遇態度等の研修  
を実施するほか、業務に支障が生じないように十分に準備すること。 

（３）業務従事者が病気、その他諸事情により業務を遂行できない場合におけ 
る管理体制及び対応手続きが確立されていること。なお、代務者が本業務を 
行う場合についても、下記９遵守事項の要件を満たしているものとし、事前   
に組合に確認を取ること。 

（４）業務を実施するにあたり、業務従事者の資質及び態度等が不適切と認め  
られるときは、組合は受託者に業務従事者の変更を要求することができる。

その際、受託者は速やかに業務従事者を派遣しなければならない。 
 
９ 遵守事項 
（１）業務に際しては、組合の指示に従い、慎重かつ正確な業務に努める。 
（２）勤務時間中は礼儀正しく品位を保ち、対応については言葉づかい、態度   
に注意すること。 

（３）服装については組合と協議のうえ決定し、受託者が用意する制服   
（上衣）を着用し、下衣、アクセサリー等についても華美に着飾らず、お客様 



に不快感を与えないよう十分注意すること。 
（４）髪の毛に関しては金髪、銀髪、赤髪は禁止とし、香水の類は最小限にと 
どめること。 

（５）悪天候等による開催日時の変更等、不測の事態があった場合は、組合よ  
り随時行われる指示によるものとする。 

（６）プリントチケットの販売、投票端末の貸出等による現金管理については、  
厳重に管理すること。受託者が管理している間に生じた事故、盗難等による  
損害は、受託者が負担するものとする。 

 
10 個人情報の取り扱いについて 

本契約においては、氏名、年齢、住所及び電話番号等の個人情報の収集、   
保持及び使用等に関する業務が含まれているため、個人情報の取扱いに当

たっては、次の事項に留意すること。 
① 秘密の保持については、十分に留意すること。 
② 本契約による業務のすべてを再委託することは禁止する。また、その  
一部を委託するに当たっては、その再委託先について特別区競馬組合（以

下「本組合」という。）に報告するとともに、再委託先に個人情報の取扱

いについて徹底を図らせること。 
③本契約の業務の履行により収集した個人情報については、第三者へ提

供してはならない。 
④本契約の業務の履行により収集した個人情報については、本契約の業

務目的以外に使用することを禁止する。 
⑤本契約の業務の履行により収集した個人情報については、複写及び複

製することを禁止する。 
  ⑥本契約の業務の履行により収集した個人情報の取扱いについて、本組

合が検査及び調査を必要とする場合は、そのいずれにも応ずること。 
⑦本契約の業務の履行により収集した個人情報の取扱いについて、事故

が発生したときは遅滞なく報告すること。 
⑧前記⑦に規定する措置を怠る等、受託者の責により個人情報が流出し、

当該個人に損害が発生したときは、受託者はその損害額全額について賠

償の責を負うものとする。また、組合条例に基づく罰則が適用されること

がある。 
⑨本契約の業務の履行により収集した個人情報の廃棄をするときは、廃

棄日及びその方法について本組合に報告し廃棄対象の個人情報について

も、残存することなくその漏えいを防ぐこと。 
⑩その他個人情報の保護に関し本組合の指示に従うこと。 

 
 



11 受託業者の勝馬投票券購入に関する基準 
本契約受託者は、業務履行中の以下の禁止行為を遵守すること。また、受託業

者は、受託者の従業員、派遣者等（再委託先の者を含む）に、この禁止事項の周

知徹底を図ること。 
（１）大井競馬場その他関連施設において発売しているすべての勝馬投票券

の購入及び払戻を行わないこと。 
（２）その他競馬に関する不正または不正と思われる行為をしないこと。 

 
12 支払方法 

履行確認後、受託者の請求に基づき、各月実績払で支払うものとする。 
 
13 協議事項 
（１）本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、本組合職員と協議のうえ決定   
する。 

（２）上記を除く契約履行上の打合せに関しては、事業執行担当者と行う。 
 
14 連絡先 

事業執行担当者：競馬事務局開催サービス課開催管理係 山本 
         【03-3763-2173】 
  契約事務担当者：競馬事務局総務課契約管財係 
         【03-3763-3953】 


