
女性のためのつながりサポート事業広報業務に係る企画提案に関する質問への回答 
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№ 資料名称 
該当
頁 

該当項目 質問内容 回  答 

１ 

資料１ 

企画コンペ実施要領 

１ 1（2）委託期間 委託期間は令和4年3月18日(金)となっ

ていますが、チラシ・ポスターの納品日

と、ウェブサイトの公開日は具体的にい

つ頃をご希望でしょうか。 

サポートセンターは、７月中旬に開設できるよう現在運

営業務の受託者２団体（ＮＰＯ等）を別途公募中です。 

県では、サポートセンターの開設後にできるだけ速やか

にセンターのＰＲを開始したいと考えております。 

契約後の県との調整（校正）を含めた作業及び実施スケ

ジュールの提案をお願いします。 

２ 

資料２ 

業務仕様書 

４ 2 仕様詳細 

（2）ウェブサイト

の作成 

企画提案内容   

①作成スケジュー

ル 

ウェブサイトの公開時期は何月ごろの

想定か。また、本業務の委託期間終了と

同時にサイトを閉じるのでしょうか。 

サポートセンターは、７月中旬に開設できるよう現在運

営業務受託者（ＮＰＯ等）を別途公募中です。 

県では、サポートセンターの開設後にできるだけ速やか

にセンターのＰＲを開始したいと考えております。 

契約後の県との調整（校正）を含めた作業及び実施スケ

ジュールの提案をお願いします。 

なお、委託期間をもって保守運用は終了していただきま

すが、サイトは当面閉じない予定としています。 

３ 

資料２ 

業務仕様書 

４ ２－（２） 運用保守は受託日よりいつまでの積算

を出せばよいか？ 

運用保守は、契約期間内（令和４年３月 18日まで）で

お願いします。 

４ 

資料２ 

業務仕様書 

２ 

３ 

１-（2）サポート

センターの概要 

１-（5）委託期間 

センターの開設は令和2年7月中旬から

令和4年3月までとありますが、今回の本

業務は委託期間の令和4年3月18日まで

でよろしいのでしょうか？ 

令和４年３月 18日までとさせていただきます。 
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５ 

資料２ 

業務仕様書 

４ 2（2）ウェブサイ

トの作成 

サーバーは岩手県のものを使用する想

定でよろしいでしょうか。 

受託者で用意が必要でしょうか。 

岩手県のサーバーを使用します。 

６ 

資料２ 

業務仕様書 

４ 2（2）ウェブサイ

トの作成 

ドメインは既存のものと新規作成のも

のとどちらを使用しますでしょうか。新

規作成の場合、ご希望はありますでしょ

うか。 

既存のもの（pref.iwate.jp）を使用します。 

７ 

資料２ 

業務仕様書 

４ 2 仕様詳細 

（2）ウェブサイト

の作成 

 委託内容 

「制作、公開」について、サーバーは新

規サーバーレンタル契約、ドメインは新

規取得でよろしいでしょうか。 

岩手県のサーバーを使用します。 

ドメインは既存のもの（pref.iwate.jp）を使用します。 

８ 

資料２ 

業務仕様書 

４ ２-（2）ウェブサ

イトの作成 

ホームページは県のサーバーに掲載予

定でしょうか？ 

または、受託者で用意するサーバーでお

考えでしょうか？ 

岩手県のサーバーを使用します。 

９ 

資料２ 

業務仕様書 

４ ２-（2）ウェブサ

イトの作成 

受託者で用意するサーバーを翌年度も

使用する場合、ドメイン・サーバー使用

料等は県に移行しお支払いは県で対応

という認識でよろしいでしょうか？ 

岩手県のサーバーを使用します。 
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10 

資料２ 

業務仕様書 

４ ２-（2）ウェブサ

イトの作成 

 委託内容 

「問い合わせ対応」とは、利用者（相談

者の女性）の問い合わせではなく、運営

団体スタッフのホームページ更新操作

などの問い合わせに対応するという認

識でよろしいでしょうか。 

県や運営団体からのホームページ更新操作などの問い

合わせへの対応です。 

11 

資料２ 

業務仕様書 

４ ２－（２） 「問い合わせ対応」とは留意事項④の対

応の事か？（本事業そのものの問い合わ

せ対応ではないという認識で良いか？） 

 

県や運営団体からのホームページ更新操作などの問い

合わせへの対応です。 

12 

資料２ 

業務仕様書 

２ １－（２） サポートセンター及びサロン開催想定

場所は全年齢が利用できる建物なの

か？特定の年代をターゲットとしたも

のではないか？ 

 

 サポートセンターは、あらゆる年齢の女性を対象とし

て、コロナ禍の不安等を気軽に相談できる場を提供するこ

とを目的としており、年齢や対象を限定していません。 

ただし、居場所でのサロンは、特定の対象（ひとり親、

不妊、更年期等）や内容（おしゃべり会、ヨガ等）に限定

した開催を想定していますが、実施内容については、現在

公募中のサポートセンター運営業務の委託団体（ＮＰＯ

等）の企画提案によることとしています。 

13 

資料２ 

業務仕様書 

３ (4)広報のターゲ

ット 

広報のターゲットになっている女性の

対象数や年代層、経済状況などのデータ

はあるのでしょうか？ 

サポートセンターは、あらゆる年齢の女性を対象とし

て、コロナ禍の不安等を気軽に相談できる場を提供するこ

とを目的としており、年齢や対象を限定していません。 

 なお、女性は非正規雇用労働者が多いことなどから、新

型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、就業環境が変化し

就労収入が減少することや、ＤＶの深刻化、また自殺者数

の増などが懸念されており、現時点では既存の相談機関等

の相談件数は急増している状況にないものの、サポートセ

ンター事業により必要な支援につなげていくことを目的

としています。 
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14 

資料２ 

業務仕様書 

２ （2）サポートセン

ターの概要 

居場所づくり（サロン開催）の具体的な

実施内容・利用方法を教えてください。 

居場所づくり（サロン開催）は、各エリアごとに、２か

所以上で１か所あたり月２回以上の開催としていますが、

具体的な場所、実施内容、利用方法は、現在別途公募中の

委託団体（ＮＰＯ等）の企画提案によることとしています。 

 

※実施例 

県南センター：北上で第１・３月曜日、釜石で第２・４月曜日

に開催。内容は対象を限定したおしゃべり会やヨガ、利用方法

は予約制で 10人 

15 

資料２ 

業務仕様書 

２ （2）サポートセン

ターの概要 

サポートセンターの開設・運営につい

て、当業務には含まれないという認識で

よろしいでしょうか？ 

含まれません。 

16 

資料２ 

業務仕様書 

３ １－（２） 生理用品を提供する場合、どのようにし

て配布するのか？ 

相談や居場所利用者で支援が必要な女性へ提供します。 

また、サポートセンターを周知するため、本広報業務委

託で作成するチラシを同封した生理用品セットを市町村

等に送付し、市町村の窓口や大学、フードバンク等で配布

してもらうことを想定しています。（周知用の生理用品配

布については、県央・県北センターを受託する団体（ＮＰ

Ｏ等）へ委託） 

17 

資料２ 

業務仕様書 

３ １－（３） 業務遂行に必要な４箇所のサポートセ

ンターの写真や紹介テキスト素材は提

供してもらえるか？ 

 

サポートセンター業務運営委託団体（ＮＰＯ等）を現在

公募中ですが、６月末には委託予定団体を決定する予定の

ため、団体と調整のうえ提供できるよう検討します。 
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18 

資料２ 

業務仕様書 

４ （1）チラシ・ポス

ター作成、発送 

どのような内容を盛り込んだチラシ・ポ

スターをご希望か具体的にご教示いた

だけますでしょうか？ 

チラシ・ポスターでは相談・居場所事業の概要を記載し、

コロナ禍でなんとなく不安や孤独な気持ちがある方が気

軽に利用してもらい、利用することで気持ちが少しでも軽

くなったり、ホッとできる時間をもってもらえることが伝

わるようなデザインや内容を提案してください。 

なお、企画提案いただいた内容を基に、契約後に受託者

と県で調整のうえ決定いたします。 

【事業の概要】 

・相談（電話・対面・メール・オンライン） 

 電話番号、メールアドレス等、受付時間、無料 

・居場所 

場所、利用日 

・ＷＥＢアドレス 

・問い合わせ先（受託者：ＮＰＯ） 

※ 運営委託団体（ＮＰＯ等）を現在公募中であり、相談

や居場所の具体的な内容は企画提案としていることから、

事業の概要の詳細については現時点では決まっていませ

ん。申し訳ありませんが、仮の内容や、情報を入れる場所

を示す等により提案をお願いします。 

 


