令和４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

質問内容

回答

・ 実施要領５参加資格（７）の前段の要件「令和
３・４年度埼玉県物品等競争入札参加資格者名
簿登録に、業種区分が「催物、映画及び広告の
企画・製作並びにその他役務」のＡ又はＢ等級と
して格付けされた者のうち、営業品目(小分類)が
「広告代理業務」に登録された者」に当てはまら
ない場合は、御質問の条件が必要になります。
実施要領
1

５参加資格
（７）

「平成３１年４月１日以後に、当該案件と
規模をほぼ同じくする官公庁等が実施し
た移住促進・関係人口創出業務又はプロ
モーション業務の実績を有する者」とは、
具体的にどのような資格か。

・ 官公庁等とは、国及び地方公共団体（県、市
町村、一部事務組合等）を言います。
・ プロモーション業務の実績とは、移住プロモー
ションに限らず、国及び地方公共団体のプロ
モーションの受託実績を言います。
・ 規模をほぼ同じくするとは、概ね５参加資格４
に示した予算額を参考に判断します。
・ これらの条件をもとに審査しますので、条件に
当てはまらない場合は、参加資格がないことに
なります。

仕様書

2 ４委託内容
（２）
イ

仕様書

3 ４委託内容
（２）
イ

「住むなら埼玉移住総合支援事業」との
情報共有や連動した情報発信が重要と
理解しておりますが、担当する部署及び、
受託事業者との連携のための場としてど
のようなものが考えられますでしょうか？
（定期的な意見交換ミーティングや、移住
施策のスケジュール共有など）

・ 「住むなら埼玉移住サポートセンター」の運営
住むなら埼玉移住サポートセンター等と
や、移住促進プロモーションを展開する「住むな
の連動にあたり、運営事業者と調整が必
ら埼玉移住総合支援事業」との連動について
要な場合は、県が調整役を担っていただ
は、県を含め各受託者が協議して調整を行いま
けるのでしょうか
す。

・ 企画提案時にグループ会社等を参加企業と
することは、想定していません。

仕様書
４委託内容

4 （３）
イ
（ア）

・ 「住むなら埼玉移住サポートセンター」の運営
や、移住促進プロモーションを展開する「住むな
ら埼玉移住総合支援事業」との連動について
は、御質問に書かれたような内容のほか、相互
PRの実施などが考えられます。

事業に参加する企業の候補について、企
業の候補の一部に、弊社のグループ会 ・ なお、事業実施段階において、市町村がマッ
社を候補にすることは可能でしょうか。
チングを希望する企業がグループ会社であり、
代替となる別の企業がない場合は、参加を認め
る場合があります。
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令和４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
（３）
5 イ
（ア）
（イ）
（ウ）

仕様書
４委託内容

6 （３）
イ
（イ）

仕様書
４委託内容

7 （４）
イ
（イ）

仕様書
４委託内容

8 （４）
イ
（イ）

質問内容

回答

（ア）「・・・参加の可能性が高い候補とな
る企業等を提示し、・・・」（イ）「・提案する
企業には、当事業の趣旨や制度を説明
し、事業への参加の同意を得た上で提案
すること。」
と記載がありますが、提案前に参加同意
を得た具体的企業名を提案する必要が
あるとういうことですか？

・ 御提案いただく企業については、企画案が採
用になった場合に、事業への参加協力をいただ
く場合がありますので、口頭で結構ですので内
諾をいただいてください。
・ 御提案いただく企業等（企業2社、フリーラン
ス1組程度。これ以上でも可。）については、具体
的な企業名を記載してください。

・ 仕様書記載のとおり、原則として東京都・千葉
県・神奈川県に本社を置く企業及び在住の個人
事業者が対象です。例外として想定できるのは、
例えば大阪府に本社があり都内に東京支社など
がある企業です。令和4年度事業は、少なくとも
大阪府や群馬県に本社も置く企業も対象 東京都・千葉県・神奈川県に支社があり、その支
と考えてよいでしょうか。
社の社員が参加する場合です。ただし、県内に
また、東京都に本社を置く企業であって 本社が所在する企業は想定しておりません。
も、地域ミッション事業に参加してもらう社 ・ 参加いただく社員の方は、東京都・千葉県・神
員は県外居住者である必要があります 奈川県在住者とします。
か。
・ 令和3年度事業の提案募集時のイメージに
R３年度のような、入口型等の分類は考 あった、「入口型」等の分類に考慮した提案は、
慮しないことでよいでしょうか。
今年度の提案においては必須ではありません。
（参考：（「入口型」等の分類がある）令和3年度
事業イメージ）
（注：今回ご提案いただくものではありません）
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/1937
65/02_shiyosyo-2image_r3tele-mission.pdf

・ 「県が指定する３市町村」は、今後参加希望
市町村とのヒアリングを通じ決定します（契約後
「県が指定する3市町村」とありますが、
は、ヒアリングに同席いただくことを想定していま
提案時は提案側で具体的な3市町村を想
す。）。
定して提案するということですか？
・このため、提案時に具体的に想定する必要は
ありません。
・ 企画提案時においては、全体で「企業２社、フ
リーランス１組程度」を御提案ください。
・ 事業実施時においては、３市町村に、それぞ
3地域での取組になるかと存じますが、そ
れ１社又は１組に参加いただく状態が、最小単
れぞれの地域で「企業２社、フリーランス
位となります。実際には地域ミッションの内容
１組」という想定になりますでしょうか。
や、市町村の意向により、令和３年度事業のよう
に１市町村に複数社・人が参加する場合があり
ます。

2

令和４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）

仕様書
４委託内容

10 （４）
イ
（イ）

仕様書
４委託内容

11 （４）
イ
（イ）

仕様書
４委託内容

12 （４）
イ
（イ）

質問内容

回答

「1市町村に参加する企業の数・社員等の
人数は1社3名を標準・・・4名以上の参加
を見込む場合は、全参加者ののべ参加
期間は30日間を標準とする」とあります
が、参加人数およびのべ参加期間が大
幅に増える提案は審査においてマイナス
評価となりますか？

・ 予算上限の中で適切なテレワーク実施場所
や宿泊場所を確保いただく観点から、目安として
の参加者数を設定していますが、提案者の創意
工夫による標準以上の参加者数等の提案を妨
げるものではありません。
・ 参加企業数や参加期間の増のみではなく、併
せてご提出いただく見積書の内容の妥当性など
とともに評価します。

「地域ミッションの内容、スケジュール、
滞在する際の宿泊場所、テレワ ークをす
る場所等を明記した企画書を作成し、事
業実施前に県及び市町村と企業の同意
を得ること。」とありますが、これは本提案
時に記載及び同意を得る必要があるとい
うことですか？

・ 「地域ミッションの内容、スケジュール、滞在す
る際の宿泊場所、テレワ ークをする場所等を明
記した企画書を作成し、事業実施前に県及び市
町村と企業の同意を得ること。」については、受
託後の業務となりますので、提案時に作成等す
る必要はありません。

・ 本事業で受託事業者が負担する経費（委託
料に含むことができる経費）として、「社員等の滞
地域ミッションに係る事務費について、地 在中の宿泊費、テレワークの実施に係る経費（コ
域の方の懇親会や社員の方々の食費も ワーキングスペース借り上げ料等）、地域ミッショ
計上することは可能でしょうか。もしくは、 ンに係る事務費（消耗品費、会議室借り上げ
逆に計上できないものはどのようなもの 料）」と記載していますが、この中の宿泊費に
でしょうか。
は、食費は含まれません。
・ 事務費の消耗品費は、事務用品を想定して
おり、食費は想定していません。

４ポツ目に「市町村が提案した地域ミッ
ション活動」とありますが、本事業受託者
が提案した内容も踏まえて、市町村が地
域ミッションを策定・決定し、その地域ミッ
ション活動に参加してもらう、という理解で
よいでしょうか。

・ 事業受託後、県及び受託者が、参加希望市
町村のヒアリングを行い、地域ミッションを決定し
ます。
・ 御提案いただいた内容が必ずしも実施される
とは限らず、全く異なる地域ミッション事業をあら
ためて検討していただく場合があります。

仕様書
４委託内容

13 （４）
イ
（イ）

宿泊場所等の指定はありますか。参加企 ・ 宿泊場所は、市町村の紹介などにより、候補
業との協議で決定するという理解でよい 地を参加企業側に伝え、予算も加味しながら決
でしょうか
定します。

3

令和４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

質問内容

回答

仕様書
４委託内容

14 （４）
イ
（イ）

仕様書
４委託内容

15 （５）
イ
（イ）

仕様書
４委託内容

16 （５）
イ
（イ）

1社3名の企業2社として計6名、フリーラン
ス1組を追加した合計7名の想定と考えて ・ フリーランスは１組３名を想定しています。
よいでしょうか。

ランディングページ・SNS・ウェブ広告等が
広報施策として挙げられており、目標とす
べき数値指標などは企画書にてご提案致
しますが、それぞれの現状を踏まえて埼
玉県の目標として設定されているKPIなど
はありますでしょうか？

・ 「ランディングページの作成・運用、ＳＮＳを活
用した広報、ウェブ広告」について、企画提案に
当たっての具体的な目標設定はありませんが、
重要な指標であると認識しています。
・ 提案に当たっては、想定する目標値を明示い
ただくことが理想ですが、その場合は、受託後十
分実現可能な数値としてください。
・ なお、ランディングページは、県ＣＭＳを利用し
たサイトですので、レイアウトやパーツの使用な
どに制限が多くありますのでご留意ください。

・ SNSは、既存のアカウント（移住公式SNS）を
活用することができます。
「・・・SNSを活用した広報、・・・」とあります ・移住公式SNSはこちらです。
Instagram アカウント : @saitama_story
が、SNSアカウントを新たに立ち上げると
Facebook アカウント : @saitama.story2019
いうことですか？その際のアカウント主は Twitterアカウント: @saitama_story
埼玉県様になりますか？
・新たにアカウントを立ち上げることも可とします
が、その場合アカウント主については協議の上
決定します。

仕様書
４委託内容

17 （６）
イ
（ア）

「交流会の会場・・・提案すること。」とあり
・ 想定している具体的な会場名を御提案くださ
ますが、具体的な会場名が必要ということ
い。
ですか？

仕様書

・ 業務実施体制調書（様式第４号）において、再
第三者への委託について、「あらかじめ
委託先を含めた業務実施体制を御記載くださ
委託者の承諾を得た場合は、この限りで
６業務委託
い。
18
ない。」とありますが、今回の提案時に再
に当たって
委託先の具体的な情報（社名・会社概要
の留意事項
・ 会社事業概要書（様式第７号）については、再
など）は必要となりますか？
（1）
委託会社の提出は不要です。
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令和４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

質問内容

回答
・ 令和３年度事業は現在進行中であるため、最
終的な評価ではありませんのでご留意ください。

・ 良かった点としては、市町村の地域ミッション
令和3年度 令和3年度実施事業において、良かった 内容の練り上げと、企業等とのマッチングに時間
19 実施事業に 点と悪かった点（改善すべき点）について をかけて丁寧に行ったため、マッチングの精度が
ついて
上がり、市町村、企業等ともに高い評価（満足
お聞かせください。
度）をいただけたことです。
・ 改善すべき点としては、、コロナ禍の中、現場
踏査などの活動期間が短くなった点ですが、や
むを得ないと考えています。
令和3年度
本年度の報告書（または中間報告書）を
20 実施事業に
閲覧させていただけないでしょうか。
ついて

5

・ 令和３年度事業は現在進行中であるため、報
告書はありません。また、中間報告書も徴してお
りません。

