OKBIZ. 活用事例

松 山市

松山市役所 FAQシステム活用事例

FAQのレポート情報から
市民のニーズを予測
予めFAQを用意することで
繁忙期の問い合わせ数が削減

愛媛県松山市は、今年、市政施行130 年を迎える。50万人以上の人口を誇り、2000 年には中核市とし
て指定されている四国地方最大の都市だ。同市は 2006 年より「松山市コールセンター」を設立。年間
約10万件の問い合わせを一括で請け負っている。2018 年2 月には、コールセンターシステムのリプレ
イスに伴い FAQシステム『OKBIZ. for FAQ』を導入。システムを導入した経緯や導入効果について、
市民部市民相談課副主幹の古田真樹氏に話を聞いた。
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「松山市コールセンター」では年間約10万件の問い合わせに対応
愛媛県松山市について教えてください。
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また、弁護士やファイナンシャルプラン

やかで美しい瀬 戸内海に面しており、

てなし」も息づいています。

ナーなど専門家のアドバイスを受けら
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る歴史・文化等を活かし、
「 人が集い

トラブル、訪問販売、悪質商法、欠陥商

た街の西側は海、東側には山があり、都

笑顔広がる

会の快適さと田舎ののどかさの両方を

を将来像に、市民の皆さまと一緒にま

ています。

合わせもっています。

ちづくりを進めています。
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FAQ ページのユーザービリティが悪く、職員の負担も増えていたので
FAQ ページの改善は急務になっていた
2018 年2 月より『OKBIZ. for FAQ』の

ざ市役所へ電話をかけるというのは、

そうした状況で『 OKBIZ. for FAQ 』の

運用を開始されました。それ以前はど

市民の皆さまにとっても負担となりま
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『OKBIZ. for FAQ』は、クラウドサービ
スでありながらもメガバンクを始めと
した金融機関での導入実績も豊富で、
当市が要求する操作性とセキュリティ
の 要 件 を 満たす 製 品であったことか
ら、価格と技術提案等を総合的に評価
し導入させていただきました。

『OKBIZ. for FAQ』導入前のFAQページ

『 OK BIZ . for FAQ 』をご導入いただ
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カテゴリー検索
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したか。

市民の皆さまにより快適にご利用いた
だけるようデザインのリニューアルを
実施し、スマートフォン対応も同時に行
いました。
『 OKBIZ. for FAQ 』ではフ
リーワードでの 検 索はもちろん のこ
と、カテゴリーを絞り込んでの検索や、
担当部局・担当課で絞り込んで検索す
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このあたりは、欲しい情報に辿り着き
やすくなる効果があったのだと思いま
す。また、FAQ の 作成画 面も、ブログ
を書くような形で作りやすく、電話で
受けた問い合わせの質問と回答を即
座に FAQ ページに 反映したりしてい
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カテゴリーや属性での絞り込み検索
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『OKBIZ. for FAQ』導入後のFAQページ
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導入後、繁忙期の問い合わせ数が削減、さらに職員の業務効率化にも貢献
『 OKBIZ. for FAQ 』の導入によって効

繁忙期の問い合わせ数を

果を感じた点は他にもありますか。

1,000件削減

『 OKBIZ. for FAQ 』では、FAQ ページ

空いた時間で
他の業務に
取り掛かる
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であることに気づきました。
例えば、2018 年に民泊新法（住宅宿泊
事業法）が施行された際は、FAQ サイ

導入して1年以上が経過していますが、
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す 。こ れら の 点 は 当 初 想 定してい な

の問い合わせ数が減少したことは、市

て、自動化・省力化を図り、より市民の

かった効果でした。

民の皆さまの期待に応えられたという

皆さまに寄り添ったまちづくりに注力
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索されていることがレポート情報から

問い合わせ数削減・コスト削減など
多数の導入事例を公開中︕
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