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松本地域出産・子育て情報発信事業 仕様書 

 

 

Ⅰ 基本事項  

１ 件名 

   松本地域出産・子育て情報発信事業 

 

２ 目的 

産科・小児科医療を取り巻く環境が厳しさを増している現状において、地域住民が、地

域のお産を守るための本協議会の取組みについて理解を深めることにより、地域で子を産

み育てることの安心感を醸成し、出産・子育て環境の一層の向上を図る。 

 

３ 事業期間 

  契約締結日から平成 29 年１月 31日まで 

 

４ 業務概要 

 (1) 産科・小児科医療に関する啓発用パンフレットの作成 

 (2) パンフレットと連動した動画の作成及びＷｅｂサイトへの掲載 

 (3) 公開講座の広報 

  ア 周知用ポスター、チラシの作成 

  イ 広報計画等の企画 

     

 ５ コンセプト（基本的な考え方） 

(1) 地域住民に、医療関係者や行政機関が松本地域の産科医療体制を支える取組みにつ

いて周知することを基本とする。 

(2) 「産科等医療の現状について地域住民の理解を深めること」及び「医療従事者を増や

すための試みとして産科・小児科医療に携わることの魅力」をテーマとした情報発信を

行う。 

 

 ６ スケジュール 

   スケジュールは概ね以下を想定し、詳細は受託事業者と協議の上、決定する。 

参加者募集期間 平成 28 年７月８日～22日(参加表明書提出期限) 

企画提案書受付期間 平成 28年７月 19日～７月 29 日(企画提案書提出期限) 

契約締結 平成 28 年８月 10 日 

公開講座広報期間 平成 28 年９月上旬～公開講座当日 

パンフレット校正案作成期限 平成 28 年９月 30 日 

パンフレット作成成果物納品期限 平成 28 年 10 月 14 日 

動画作成・Ｗｅｂサイト掲載 平成 28 年 11 月１日 

公開講座開催 平成 28 年 11 月６日 
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Ⅱ 要件事項  

  企画提案に当たっては、原則として以下の要件を満たすこと。要件を満たさない事項があ

る場合には、企画提案書に明記し説明すること。 

  なお、要件事項は業務遂行における基準として示すものであり、事業をより効果的に実施

するための企画提案を制限するものではない。 

 

１ 産科・小児科医療に関する啓発用パンフレットの作成 

 (1) 基本コンセプト 

産科等医療に関し、厳しい現状や仕事としての魅力、協議会の取組について、漫画

「コウノドリ（ⓒ鈴ノ木ユウ／講談社）」のカット・コマやその他写真素材等を使い、

幅広い住民に関心を持ってわかりやすく読みやすいパンフレットを作成、配布する 

作成に当たっては、特に中学生・高校生から子育て世代（20～40 歳代）に訴求でき

るものを想定すること 

 (2) 作成規格等要件 

     パンフレット作成における規格等の要求事項は以下のとおり 

    ① 規格等 

      Ａ４版(版型Ａ３版二つ折り)、 見開き・両面、フルカラー 、16～20ページ程度、

紙質は提案による 

    ② 掲載内容・構成 

      別添「産科・小児科医療に関する啓発用パンフレット 掲載内容・構成概要」を

基本とし、企画提案において一部変更、追加等を行うことができる 

    ③ 漫画「コウノドリ」のカット等の使用 

      カットやコマ、イラスト等の使用に当たっては、各使用部分において「コウノド

リ（ⓒ鈴ノ木ユウ／講談社）」のクレジットを必ず明記すること 

      なお、校正作業において株式会社講談社の許諾を得ることが必要であること 

 (3) 業務要件 

     パンフレット作成業務における要求事項は次のとおり 

    ① 主な業務内容 

パンフレット等の編集に関する次に掲げる事項  

ⅰ）関係機関との打合せ及び確認調整  

ⅱ）企画構成  

ⅲ）デザインの実施  

ⅳ）ワリツケ・校正・その他編集  

ⅴ）資料の収集・取材（インタビュー含む。）・写真撮影・執筆  

ⅵ）パンフレット(印刷物)及びホームページ公開用データ（PDF等）の作成  

ⅶ）成果物の納品 

② 本業務の遂行に必要な資料の提供  

 発注者は、受託者の求めがあった場合には、パンフレット等作成の目的達成に必

要な範囲内において、必要な資料の提供を行うものとする 

受託者は、提供を受けた資料等を本業務の遂行においてのみ使用し、使用後、遅
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滞なく返却するものとする 

② 資料の収集及び取材 

受託者は、本業務の遂行に必要となる取材（インタビュー含む。）、写真等資料の

収集及び写真撮影を行うものとする 

    ② 成果物の納品は下記のとおりとし、詳細は別途協議するものとする 

     ⅰ) パンフレット 15,000 冊（見込） 

なお、納品場所は松本保健福祉事務所ほか約 100 箇所を見込む 

     ⅱ）デザインデータ CD-ROM ２枚 

CD-ROM へ PDF 形式及び JPEG 等形式の画像データを保存 

     

２ パンフレットと連動した動画の作成及びＷｅｂサイトへの掲載 

 (1) 基本コンセプト 

前記１で作成するパンフレットの内容を手軽に視聴することができ、かつ無料で広

く周知するための媒体として、パンフレットを動画として編集し、当協議会Ｗｅｂサ

イト（松本地域出産・子育て安心情報Ｗｅｂサイト）において動画を公開する。 

 (2) 作成規格等要件 

     動画作成における規格等の要求事項は次のとおり 

    ① 規格等 

(ｱ) 再生時間は、180 秒から 300 秒程度とする。 

(ｲ) 規格は 16:9 とし，フルハイビジョン(1920×1080)映像とする 

(ｳ) ファイル形式は YouTube で再生可能なファイル形式（WMV 及び MPEG4）とする 

② 訴求効果を高めるための音楽の挿入やナレーションをつけること 

 (3) 業務要件 

     動画作成業務における要求事項は次のとおり 

    ① 主な業務内容 

動画作成に関する次に掲げる事項  

ⅰ）関係機関との打合せ及び確認調整  

ⅱ）企画構成  

ⅲ）デザインの実施  

ⅳ）挿入する音楽やナレーションの作成や選定・その他編集 

ⅵ）協議会Ｗｅｂサイトにおいて動画を公開するために必要な改修作業等一式  

ⅶ）成果物の納品 

② 動画の視聴数を増やすことのできるアイデアを提案すること。 

③ 成果物の納品は下記のとおりとし、詳細は別途協議するものとする 

     ⅰ）動画データ DVD-ROM ２枚 

・一般的な家庭用プレーヤーで再生なものとし，コピーガードは行わないこと 

・DVD ドライブ付きパソコンで複製可能な形式とすること 

     ⅱ）協議会Ｗｅｂサイトへの動画掲載及びその設定に関する情報 

 

３ 公開講座の広報 
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 (1) ポスター・チラシ作成要件 

     ポスター・チラシ作成の要求事項は次のとおり 

    ① ポスターの規格はＡ１サイズ程度、写真光沢紙、４色フルカラーとする 

    ② チラシの規格はＡ４サイズ程度、写真光沢紙、４色フルカラーとする 

    ③ 作製枚数はポスター660 枚、チラシ 10,000 枚を見込む 

④ 詳細のデザインは双方協議の上決定するものとする 

  (2) 広報計画等の企画要件 

    ① ポスター、チラシの配布や掲示に関する広報計画を提案すること 

    ② ポスター、チラシ配送を行うこと 

      なお、配送先は 40 箇所程度を見込む 

    ③ 公開講座参加者を増やすための企画提案及び公開講座運営に関する助言を行う 

    ④ 詳細な仕様は受託者の企画提案内容を踏まえ、協議の上整理する 

 

４ その他 

   作成するパンフレット、動画へ「長野県地域発元気づくり支援金」を活用した事業であ

る旨の表示を行うこと。表示に当たっては必ず、「長野県 地域発 元気づくり支援金」の

文字を入れること。 

 

 

Ⅲ 著作権等  

この事業における成果物の著作権は、協議会に帰属すること。また成果物が第三者の著作

権、権利を侵害しないものであることを保証すること。 

成果物を他へ流用することは禁止し、第三者との間に著作権・権利にかかる権利侵害の紛

争が生じた場合、当該紛争の原因が協議会の責めに帰する場合を除き、受託者の責任・負担

において一切を処理すること。 

 

 

Ⅳ 特記事項 

１ 再委託 

  受託者は、事前の書面による承諾を得た場合を除き、当該契約の業務の全部又は一部を

第三者に再委託することができない。 

   業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託先を書面で提出し、承認を得ること。 

   受託者は、機密保持、知的財産権等に関して本仕様書が定める受託者の責務を再委託

業者も負うよう必要な措置を講じ、その内容について書面で協議会に提出し、承認を得

ること。 

 

  ２  その他 

業務期間中、事業実施にあたり改善指導等があった場合は、原則として、改善指導事

項に沿った対応を行うこと。 

本仕様書に定めるもののほか、事業実施に当たっての詳細は協議会と受託者において
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協議の上整理するものとする。 

 

 

連絡先 

本仕様書に関する窓口連絡先は、以下のとおりである。 

  ＜松本地域出産・子育て安心ネットワーク協議会事務局＞ 

    松本市大字島立1020 

    長野県松本保健福祉事務所 

   TEL:0263-40-1937   FAX:0263-47-9293 

 E-mail: matsuho-somu@pref.nagano.lg.jp 

【担当】総務課 田中 潤 
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（別添） 

 

松本地域出産・子育て安心ネットワーク協議会 

産科・小児科医療に関する啓発用パンフレット 掲載内容・構成基本概要 

 

基本的構成（チャプター） ページ
番 号 

備考 
(頁立て) 

 内容趣旨（ページテーマ） 主なページ内構成 

表紙 
・パンフレットキャッチコピー 

・マンガカット、イラスト 
１  

Ⅰ 産科・小児科医療に携わることの魅力 

 

・産科等医師として働くことの魅力 ・タイトルキャッチコピー 

・マンガカット、イラスト 

・インタビュー、写真 

２～３ 

見開き 
・助産師、看護師として働くことの魅力 ・タイトルキャッチコピー 

・マンガカット、イラスト 

・インタビュー、写真 

４～５ 

Ⅱ 産科等医療の現状について 

 

・産科医不足（推移データ、年齢構成の

高齢化、男女比（若年女性が多い）） 
・タイトルキャッチコピー 

・マンガカット、イラスト 

・表、グラフ 

・解説、説明文 

６～７ 

見開き ・勤務の過酷さ（長時間労働、緊急対応） ８～９ 

・産科等医療の変化（ﾊｲﾘｽｸ分娩の増加、

周産期死亡率の低下、訴訟リスク） 
10～11 

Ⅲ 松本地域の出産環境について 

 

・松本地域の出産システム ・タイトル、チャート 

・解説、説明文 
12～13 見開き 

・共通診療ノート ・写真、イラスト 

・説明文 
14 右頁 

・産科医療機関リスト ・表、説明文 15 左頁 

・住民（子育て世代・学生）インタビュー インタビュー、写真 16～17 見開き 

裏表紙 

 

・協議会について ・解説、説明文 

18  ・協議会Ｗｅｂサイトについて ・説明文、サムネイル 

・漫画「コウノドリ」の紹介 ・イラスト、写真、説明文 
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（参考） 

松本地域出産・子育て情報発信事業の概要 

 

１ 産科・小児科医療に関する啓発用パンフレットの作成 

 産科・小児科医師の厳しい現状について具体的なポイントを示してわかりやすく説明するとともに、

産科・小児科医療に携わることのやりがい・魅力についても伝えるパンフレットを作成する。あわせ

て、当協議会の取組についても掲載する。 

 本事業では昨年度、妊婦等の要望を反映し共通診療ノートの改訂を行ったが、このパンフレットで

はこれから産科医療従事者を志す可能性のある中高生や医療従事者養成機関の学生を主なターゲッ

トの一つとして作成し配布する。 

作成に当たっては、マンガやイラストを多用し、関心や興味を惹くとともに、わかりやすい内容・

構成とする。 

 

２ パンフレットをテーマとした公開講座の開催 

 パンフレットの内容をテーマに、産科・小児科医の厳しい現状や医療従事者として携わることのや

りがいや魅力について生の声で講演できる著名な講師を招き、当地域の医師等とトークライブ等を行

う。 

  また、著名な外部講師を招き今年度の公開講座の核とすることにより、これまでの主な参加者で

ある出産・子育て世代のみならず広く様々な世代の地域住民等の参加につなげる。 

（１）開 催 日  平成 28 年 11 月６日（日） 

（２）開催場所  長野県松本合同庁舎講堂 

（３）講  師  ２名程度（著名外部講師１名、医師等講師１名を想定） 

（４）参 加 者  180 人程度（住民、関係者）：入場無料 

（５）広  報  ・著名外部講師をアピールできる公開講座ポスターやチラシを作成 

 ⇒ 市村窓口や医療機関、薬局等で頒布 

         ・広報媒体：市村広報紙、CATV、ＦＭラジオ、協議会Ｗｅｂサイトなど 

 

３ パンフレットと連動した動画の作成及びＷｅｂサイトへの掲載 

 パンフレットの内容を手軽に見ることができ、かつ無料で社会へ広く周知するための媒体として、

パンフレットをダイジェスト版として動画にし、平成 27 年度事業で開設した当協議会 Web サイト（松

本地域出産・子育て安心情報 Web サイト）を動画の公開ができるよう改修を行いあわせて発信する。 

動画の内容には松本地域における産科医療提供体制等の当協議会の先駆的な取組についても説明

し、地域として産科・小児科医の負担軽減を図っていること及び出産・子育てに取り組んでいること

を社会へＰＲ発信するツールとする。 

 Web 動画は、いつでも誰でも閲覧できる情報媒体であることから、ターゲットへ直接働き掛けるパ

ンフレットを補完し、より効果的な情報発信を行う。 


