令和3年度テレワーク・副業×地域ミッション事業業務委託に係る企画提案競技に関する質問への回答
番号

1

2

3

4

質問項目

質問内容

回答

事業全般

本事業は、観光庁の当該事業パンフレットによる
ワーケーションの定義に例示されている「リゾー
ト地や温泉地、国立公園等」に限らず実施しま
観光庁が推進している「地域課題解決型 す。また、本事業はワーケーションを推進するも
ワーケーション」との違いはどのような点 のではなく、テレワーク勤務と都内への通勤が
とお考えでしょうか？
併用できる本県の移住先としての魅力のＰＲを
することで移住促進が図られ、併せて企業等を
単位とした関係人口の創出が促進されることを
目的とするものです。

事業全般

企画提案は、提案できる参加企業等の多さや実
現可能性等を競っていただくものです。契約先
今回提案する企業のリソースと受託後に 候補者とは、事業実施段階で、企画提案時点で
決定する地域側の課題や意向がマッチン 提案のあった企業等をベースにして、地域側の
グしない場合は、どうなるのでしょうか？ 意向にマッチする企業等を協議して決定してい
きますが、必要に応じて新たな企業を提案して
いただくこともあります。

事業全般

過去受託会社
について

各地域のミッションに参加した場合、各地
域行政や団体から参加企業又は参加者
へ「報酬又は謝礼」は支払われるのでしょ
うか？
令和2年度「住むなら埼玉」移住総合支援
事業業務の受託会社をお知らせくださ
い。

謝礼や報酬等の支払いは想定しておりません。
企業のＣＳＲの一環として参加していただきま
す。
株式会社ＵＲリンケージ埼玉事務所です。

実施要領
5 ９契約先候補
者の決定方法

地域貢献ミッション対象地域を３～５地域
と幅があるため、それにより提案するミッ
ション数、各種オペレーション経費等で見
積、内容に差異が出てくると思われるが、
どのように公平な審査を担保されるので
しょうか？

実施要領
6 ９契約先候補
者の決定方法

審査の際の採点項目や配点はどのよう
審査の採点項目や配点は公表しておりません。
にお考えでしょうか。また、その際に提案
審査については、実施要領「８ 審査・選定」のと
企業についてはどんな項目で審査をされ
おりです。
るのでしょうか？

仕様書
4 委託内容
7 （4）
イ
（イ）必須要件
仕様書
4 委託内容
8 （4）
イ
（イ）必須要件

企画提案にあっては仕様書４（４）イ（イ）必須要
件に基づき企画提案を行ってください。契約先候
補者とは、事業実施段階で、地域や企業等の意
向等も踏まえて、予算の範囲内において、対象
地域や参加する社員等の数、滞在期間等を協
議の上、決めていくことになります。

ここで指定する3市町村はいつ頃決定し
ますか？

４月以降、契約先候補者との協議も踏まえ決定
していきます。
後段については、その通りです。
企画書の段階では仮で市町村を選定し、 なお、市町村への事前のヒアリングでは、移住
仮の課題をあてはめ、その課題に適した 促進や関係人口創出にすでに取り組んでいる市
企業を提案すればよいのでしょうか？
町村が当事業への関心が高い傾向があります。
地域ミッションに対する謝礼や報酬等は
各市町村が社員等に支払うのでしょう
か？
それともあくまでボランティアとして社員等
には参画していただくのでしょうか？

1

謝礼や報酬等の支払いは想定しておりません。
企業のＣＳＲの一環として参加していただきま
す。

令和3年度テレワーク・副業×地域ミッション事業業務委託に係る企画提案競技に関する質問への回答
番号

質問項目

仕様書
4 委託内容
9 （4）
イ
（イ）必須要件

仕様書
4 委託内容
10 （4）
イ
（イ）必須要件

仕様書
4 委託内容
11 （4）
イ
（イ）必須要件

質問内容

回答

実施するとなれば3市町村（a市町村、b市
町村、c市町村）に企業（A企業、B企業）、
Cフリーランスを振り分けるのでしょうか？
そのとおりです。
つまり、a市町村にA企業、b市町村にB企
業、c市町村にCフリーランスを振り分けて
実施する認識でよいのでしょうか？
常に一緒に行動することは条件としません。ただ
各企業から参加する3名は、ミッション参
し、例えば受け入れ式や修了式などの行事では
加の場合など常に一緒に行動することが
３名が同一の行事に参加することを想定してい
条件となるのでしょうか？
ます。
テレワーク参加者の家族での参加につい
ては、どのような対応を想定しているので
しょうか？
企業の社員等に関しては埼玉県内在住者は想
例えば、地域と関係性が深く埼玉県内に 定していません。家族が参加するケースを企画
工場や拠点があり、そこの社員がテレ
提案する場合にあっても、その家族も県外在住
ワークに参加する場合、埼玉県内の在住 者としてください。
になる可能性がありますが、そのような
ケースでもテレワーク参加者は県外在住
者に限定されるのでしょうか？

仕様書
4 委託内容
12 （4）
イ
（イ）必須要件

企業単位に縛られない社外のビジネス
パーソンの研究会やコラボレーショング
ループでの参加などについては、対象と
していないのでしょうか？

仕様書
4 委託内容
13 （4）
イ
（イ）必須要件

テレワーク参加企業の提案において、提
案会社の「グループ会社」は提案しても良 想定しておりません。
いでしょうか？

仕様書
4 委託内容
14 （4）
イ
（イ）必須要件

企画提案の段階では、社員の所属する企業負
テレワーク参加者の都内への通勤の際
担で提案してください。なお、事業実施段階で
の交通費は、どこの負担になるのでしょう
は、参加企業等の意向も踏まえ、予算の範囲内
か？
で、契約先候補者と協議して決定します。

仕様書
4 委託内容
15 （5）
イ
（イ）必須要件

社内報等ではなく、ＣＳＲ情報として企業の顧客
参加企業側での広報にも期待をしている
にＰＲするなど社外への広報を想定しています。
ということでしたが、具体的にはどの程度
当事業では企業の持つ広報力に期待しているた
のものを想定しているのでしょうか？
め、仕様書に項目を加えております。

仕様書
4 委託内容
16 （5）
イ
（イ）必須要件

現行の「＃埼玉物語」と連携した別アカウントを
ここで明示されているSNSとは新規でSNS
想定しております。ただし、「＃埼玉物語」のみで
アカウントを立ち上げる認識でよろしいで
運用する方が効果的であると判断された場合
しょうか？
は、そうした提案でも可能です。

2

入口型、進化型は企業単位での参加を想定して
いますが、ご質問のケースの方が企業単位での
参加よりも効果的であると判断された場合は、企
画提案していただくことも可能です。
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番号
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質問内容
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仕様書（イ）
４委託内容
17 （5）
イ
（イ）必須要件

ランディングページは、受託者が用意するサー
バーによるサイトではなく、県ホームページ内に
ランディングページのサイトにおいてなに
作成します。
か制限などはありますでしょうか。お教え
このため、県ホームページ管理システム「
ください。
CMS8341/やさしい」に準拠したページの作成を
お願いします。

仕様書（イ）
４委託内容
18 （6）
イ
（イ）必須要件

交流会については、実地展開かコロナに
よるオンライン展開ということでしたが、時
マッチングに当たっては対面での交流に効果が
勢を考慮すると当初からオンラインを組
あると判断しております。企画提案の段階では、
み込む方が、参加機会が増大して効果的
仕様書に沿って提案してください。
と思われるが、二者択一となっている背
景はどういうことでしょうか？

仕様書では東京都・千葉県・埼玉県に本
事業イメージ
社を置く企業（および個人事業主）とある
（仕様書別添）
19
が、説明会では特に指定はないとのこと
2 事業参加企
でしたが、3都県以外の企業等も提案して
業等
よろしいのでしょうか？

入口型、深化型の具体的な意味をご教示
事業イメージ
いただけますでしょうか？
（仕様書別添）
20
6 地域ミッショ 特に地域に縁のある企業による取り組み
ンイメージ
とはどういったことなのか詳細をお伺いし
たいです。

3

仕様書では、原則として東京都・千葉県・神奈川
県に本社を置く企業（および上記に在住の個人
事業主）としています。説明会で説明した趣旨
は、例えば大阪府に本社があり都内に東京支社
などがある企業や群馬県に本社がある企業を必
ずしも排除するものではないという趣旨です。た
だし、県内企業は想定しておりません。
入口型はこの事業でのマッチングによって初め
て市町村と企業が連携するケースです。
深化型での「縁のある企業」とは、企業版ふるさ
と納税の経験がある、工場がある、保養所があ
るなどを想定しています。

