
令和３年度 千葉県男女共同参画センター相談業務 提案仕様書 
 

本仕様書は、千葉県男女共同参画センター（以下「県センター」という。）における

「女性のための総合相談業務」及び「男性のための総合相談業務」の企画提案の募集

にあたって、委託しようとする業務内容の基本的事項について掲載するとともに、適

用する最小限の仕様を示すものである。 

業務委託契約書に添付する最終的な仕様書は、最も優れた企画提案が選定された後、

当該企画提案を行った者（以下「受託事業者」という。）と県センターが企画提案の内

容を踏まえて協議し、県センターが作成する。 
 

１ 相談業務の目的 

男女共同参画の推進拠点及び配偶者暴力相談支援センターとして、ＤＶ（ドメス

ティック・バイオレンス）や、子育て、生き方、労働問題など、女性及び男性が 
抱える様々な悩みや問題に対し、相談者自身が自らの力で解決していけるように 
支援する。 

 

２ 委託期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

３ 委託業務及び委託費 

（１）業務名及び委託料上限額 

業 務 名 委託料上限額 実施場所 業務内容 委託業務 

Ⅰ 女性のための 
総合相談業務 16,154 千円 

① 千葉市内 面接相談 
カウンセリング 

《別紙１》 

のとおり 

② 柏市内 
電話相談 
面接相談 
カウンセリング 

③ 我孫子市内 面接相談 
カウンセリング 

④相談員の資質向上に係る研修参加 

Ⅱ 男性のための 
総合相談業務 

3,055 千円 

②の相談室に係

る使用料を含む 

① 千葉市内 電話相談 

《別紙２》 
のとおり 

② 提案者の 
選定した相談室 

（千葉市内のJR駅等近隣） 
カウンセリング 

③相談員の資質向上に係る研修参加 

※この業務委託契約は、令和３年度歳入歳出予算が令和３年３月３１日までに千葉県議会

で可決された場合において、令和３年４月１日に確定させる。 

※委託料上限額は、消費税及び地方消費税増税相当額（１０％）を含む。 



 

※「Ⅱ 男性のための総合相談業務」の②の実施場所は提案内容に含めること。 
その他の実施場所は県が用意し、契約時に別途指定する。 

（２）各業務の実施内容 

業 務 実 施 内 容 

電話相談［随時］ 

相談の最初の窓口であり、相談の内容、相談者の状況・希望等を

傾聴し、主訴を整理する。問題解決に向けた情報を提供し、必要

に応じて面接相談に移行できるよう支援する。 

面接相談［予約制］ 

電話相談で把握した相談者の問題解決に向け、より詳細な状況を

把握し、適切な情報提供等の支援を行う。また、必要に応じて  

カウンセリングなどの専門相談に移行できるよう支援する。 

カウンセリング 

（専門相談）［予約制］ 

面接相談でより具体的に把握した相談の主訴、相談者の状況及び

問題等を整理し、その解決のため心理的援助を行う。 

相談員の資質向上に

係る研修参加 

相談事業を円滑に実施するため、相談員の資質向上に努め、令和３

年度に千葉県健康福祉部児童家庭課が主催する研修事業のうち各

相談事業において指定された回数または人数の参加を行う。 

（３）相談業務の流れ 《別紙３》のとおり 

 

４ 業務実施体制 

（１）業務責任者及び連絡担当者の選定 

受託事業者は、相談業務の実施に先立ち、相談従事者を指揮監督する業務責任

者と県センター担当者との連絡調整にあたる連絡担当者を定め、県センターに報

告する。なお、業務責任者が連絡担当者を兼務しても差し支えないものとする。 

（２）相談員・カウンセラーの配置 

相談員及びカウンセラーの配置にあたっては、相談に関する技術のほかに、 

男女共同参画に関する視点を持ち、バランス感覚のあるものを配置すること。 

なお、県センターは必要に応じて受託事業者立ち合いのもと、相談員および 

カウンセラーと面接を行うことができる。 

（３）業務計画書及び相談員配置計画書の提出 

受託事業者は、相談業務の実施に先立ち、県センターと協議のうえ、業務 
計画書及び相談員配置計画書を速やかに提出する。 

なお、県センター又は受託事業者のやむを得ない事情により業務計画書又は 
相談員配置計画書の内容を変更する必要がある時は、両者協議のうえ、書面に 
よりこれを定めるものとする。 

（４）勤務割表の作成 

受託事業者は、毎月勤務割表を作成し、前月末までに県センターに提出する 
ものとする。受託事業者はこの勤務割表に従い、必要人数を従事させるものと 
する。 
なお、勤務割に変更が生じた場合は、業務責任者が事前に書面により報告する。 



 

 
 

（５）相談員の資質向上、相談業務に必要な情報の収集 

受託事業者は、相談事業を円滑に実施するため、相談員の資質向上に努める 
ほか、随時、相談業務に必要な情報を収集するものとする。 
 

５ 留意事項 

（１）本件委託業務の全部又は一部について、県センターの承諾なしに第三者に再 
委託してはならない。 

（２）本件委託業務を履行するための人件費、旅費、通信費、印刷製本費及び契約 
費用等の一切の経費は、本業務の委託料に含まれるものとする。 

（３）本仕様書に記載されていない事項については、県センターの指示に従うこと。

また、仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、県センターと協議すること。 

（４）やむを得ない事情により、受託事業者が仕様の変更を必要とする場合は、あら

かじめ県センターと協議の上、承認を得ること。 

（５）受託事業者及び相談従事者は、本業務で知り得た個人情報や、県センターの 
事務に関する機密事項等を、みだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用 
してはならない。なお、本業務が終了した後も同様とする。 

（６）受託事業者は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、児

童虐待の防止等に関する法律等関係法令を遵守すること。 

（７）受託事業者は、相談従事者の職務について、労働関係法令を遵守し、勤務時間

や健康等に十分留意しなければならない。 
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「女性のための総合相談業務」委託業務内容 

１．相談業務 

男女共同参画の推進拠点及び配偶者暴力相談支援センターとして、ＤＶ（ドメスティッ

ク・バイオレンス）や、子育て、生き方、労働問題など、女性が抱える様々な悩みや問題に

対し、相談者自身が自らの力で解決していけるように支援するため、女性の相談員・カウン

セラーによる電話相談、面接相談及びカウンセリングを実施する。 

 

① 千葉市内（県が指定した場所） 

ア．女性のための面接相談及びカウンセリング業務 

業務内容 曜日･回数 
上:相談時間/下:業務時

間 
体 制 施設等 

面接相談 月４回以上 
10:00～16:00 相談員 

１回あたり１人 
１部屋 

 9:45～16:15 

カウンセリン

グ 
月４回以上 

10:00～16:00 カウンセラー 

１回あたり１人 
１部屋 

 9:45～16:15 

イ．相談の準備、相談業務の記録及び報告等一連の業務 

ウ．相談業務の運営に付帯する業務（相談者の案内、委託者との業務上必要な打合せ等） 
 
 

② 柏市内（県が指定した場所） 

ア．女性のための電話相談、面接相談及びカウンセリング業務 

業務内容 曜日･回数 
上:相談時間/ 

下:業務時間 

体 制 
施設等 

電話相談 火～日曜日 

9:30～16:00 

相談員 

・火～金 

 １日あたり３人 

・土・日 

１日あたり２人 

１部屋 

３回線 

9:15～16:15 

面接相談 火～日曜日 
10:00～16:00 相談員 

１回あたり１人 
１部屋 

9:45～16:15 

カウンセリング 月５回以上 
10:00～16:00 カウンセラー 

１回あたり1人 
１部屋 

 9:45～16:15 

イ．相談の準備、相談業務の記録及び報告等一連の業務 

ウ．相談室の鍵の管理、相談関係書類の管理及び執務環境の整備 

エ．相談業務の運営に付帯する業務（相談者の案内や電話の対応、委託者との業務上必要な

打合せ等） 

なお、県センター職員は常駐しないものとする。 

オ．面接相談及び10:00～16:00の相談時間で実施するカウンセリングの実施場所は、千葉県

の指示に従い②柏市内または③我孫子市内とし、当該カウンセリングの月当たりの実施回

数は②及び③において実施した回数を合計して５回以上とする。 
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③ 我孫子市内（県が指定した場所） 

ア．女性のための面接相談及びカウンセリング業務 

業務内容 曜日･回数 
上:相談時間/ 

下:業務時間 

体 制 
施設等 

面接相談(※) 火～日曜日 
10:00～16:00 相談員 

１回あたり１人 
１部屋 

9:45～16:15 

カウンセリング 月２回以上 

16:00～20:00 
カウンセラー 

１回あたり1人 

補助員 

１回あたり1人 

１部屋 

15:45～20:15 

カウンセリング 月５回以上 
10:00～16:00 カウンセラー 

１回あたり1人 
１部屋 

 9:45～16:15 

※法律相談・こころの相談(各 1回/月)実施日は、13:00～16:00の間、法律相談・ここ

ろの相談に係る事前・事後相談業務に従事する。 

イ．相談の準備、相談業務の記録及び報告等一連の業務 

ウ．相談室の鍵の管理、相談関係書類の管理及び執務環境の整備 

エ．相談業務の運営に付帯する業務 

（相談者の案内や電話の対応、委託者との業務上必要な打合せ等） 

なお、県センター職員が常駐しないため、16:00～20:00の相談時間で実施するカウンセ

リングは、カウンセラーとは別に補助員を配置すること。 

補助員は、イ、ウ、エ等についてカウンセラーの補助を行うこと。 

オ．面接相談及び10:00～16:00の相談時間で実施するカウンセリングの実施場所は、千葉県

の指示に従い②柏市内または③我孫子市内とし、当該カウンセリングの月当たりの実施回

数は②及び③において実施した回数を合計して５回以上とする。 

＜相談実施日に関する留意事項＞ 

・月曜日（「国民の祝日・休日」が月曜日に当たるとき、その日の後の最も近い平日）、国民の

祝日・休日、年末年始（12月29日～1月3日）及び臨時休館日は相談業務を行わない。 

・面接相談及びカウンセリングの実施日は１カ月の中で分散するように設定する。 

・カウンセリング実施日は特定の曜日に集中しないように各相談場所で曜日を分ける。 

＜その他留意事項＞ 

 ・児童虐待の防止等に関する法律に基づく通告については、別途示す手順書等による 

こと。 

 

２．相談員の資質向上を図るための研修参加(年６回または６人) 

受託事業者は、相談事業を円滑に実施するため、相談員の資質向上に努め、令和３年度に千

葉県健康福祉部児童家庭課が主催する研修事業への参加を行う。参加を行った相談員は、速や

かに男女共同参画センター所長あて報告書を提出すること。 

 

３．その他の業務 

① 相談件数の集計及び報告（毎月） 

相談実施日ごとの相談件数を「全体件数」、「ＤＶ件数（内数）」、「相談内容」別に集計し、 

翌月５日までに県センターに報告する。 
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② 打ち合わせ等への出席（不定期：年３回程度） 

相談業務を円滑に実施するため、県センター職員との打合せ等に出席する。 



            《別紙２》 

- 27 - 

「男性のための総合相談業務」委託業務内容 

１．相談業務 

男女共同参画の推進拠点及び配偶者暴力相談支援センターとして、ＤＶ（ドメスティッ

ク・バイオレンス）や、子育て、生き方、労働問題など、男性が抱える様々な悩みや問題に

対し、相談者自身が自らの力で解決していけるように支援するため、男性の相談員・カウン

セラーによる電話相談及びカウンセリングを実施する。 

 

① 千葉市内（県が指定した場所） 

ア．男性のための電話相談業務 

業務内容 曜日･回数 
上:相談時間/下:業務時

間 
体 制 施設等 

電話相談 毎週火・水曜日 

16:00～20:00 
相談員 

１日あたり１人 
１回線 

15:45～20:15 

イ．相談の準備、相談業務の記録及び報告等一連の業務 

ウ．相談業務の運営に付帯する業務（委託者との業務上必要な打合せ等） 

 
 

② 提案者の選定した相談室（千葉市内のＪＲ駅等近隣） 

ア．男性のためのカウンセリング業務 

業務内容 曜日･回数 
上:相談時間/

下:業務時間 
体 制 施設等 

カウンセリン

グ 

月２回 

（隔週土曜

日） 

13:00～

17:00 
カウンセラー 

１回あたり１人 

補助員 

１回あたり１人 
提案者が確保 

１部屋 

固定電話・FAX 

12:45～

17:15 

月１回以上 

（平日） 

16:30～

20:30 

カウンセラー 

１回あたり１人 

補助員 

１回あたり１人 

16:15～

20:45 

イ．相談に係る予約受付・変更・キャンセル・遅刻等の対応に係る業務 

なお、当該業務実施に係る機器・通信回線等については、当該業務専用のものに限ること

とし、その回線の費用負担は提案者が行う。 

ウ．相談の準備、相談業務の記録及び報告等一連の業務 

エ．相談室の鍵の管理、相談関係書類の管理及び執務環境の整備 

オ．委託者との業務上必要な打合せ等 

カ．その他相談業務の運営に付帯する業務 

※ 県センター職員が常駐しないため、カウンセラーとは別に補助員を配置すること。補助員

はイ・ウ・エ・オ・カ等についてカウンセラーの補助を行う。 
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＜相談実施日に関する留意事項＞ 

・月曜日（祝日の場合は翌火曜日も）、国民の祝日、年末年始（12月29日～1月3日）、及び 

臨時休館日は相談業務を行わない。 

・カウンセリング実施日は１カ月の中で分散するように設定する。 

・カウンセリング業務のみ、実施日の前日、提案者の営業時間終了時に予約がなかった場合

は実施しない。 

＜その他留意事項＞ 

 ・児童虐待の防止等に関する法律に基づく通告については、別途示す手順書等による 

こと。 

２．相談員の資質向上を図るための研修参加(年２回または２人) 

受託事業者は、相談事業を円滑に実施するため、相談員の資質向上に努め、令和３年度に千

葉県健康福祉部児童家庭課が主催する研修事業への参加を行う。 

   参加を行った相談員は、速やかに男女共同参画センター所長あて報告書を提出すること。 

 

３．その他の業務 

① カウンセリング業務実施場所の確保 

千葉市内、ＪＲ駅等近隣の交通至便な場所にカウンセリング実施のための相談室を確保する。

なお、相談室には千葉県男女共同参画センターとの連絡用として固定電話・ＦＡＸを設置する。 

② 相談件数の集計及び報告（毎月） 

相談実施日ごとの相談件数を「全体件数」、「ＤＶ件数（内数）」、「相談内容」別等に集計し、

翌月５日までに県センターに報告する。 

③ 打ち合わせ等への出席（不定期：年３回程度） 

相談業務を円滑に実施するため、県センター職員との打合せ等に出席する。 



《別紙３》

※）女性相談・男性相談共に、網掛け部分が委託業務の範囲

千葉県男女共同参画センター相談事業実施フロー図

（女性のための総合相談）

千葉県男女共同参画センター相談事業実施フロー図

（男性のための総合相談）

電話相談

面接相談

カウンセリング

（相談者自身がどうすべきか

 決められるように導く）

柏市内
（県が指定した場所）

千葉市内
（県が指定した場所）

我孫子市内
（県が指定した場所）

面接相談

法律相談

（弁護士による）

こころの相談

（精神科医による）

カウンセリング

＋補助員

（相談者自身がどうすべきか

 決められるように導く）

カウンセリング

＋補助員
（相談者自身がどうすべきか

 決められるように導く）

千葉市内
（県が指定した場所）

千葉市内
（提案者が選定）

電話相談
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