
仕 様 書

１ 業務の名称

日本女性会議 2022 in 鳥取くらよし大会運営等業務

２ 業務の目的

日本女性会議 2022 in 鳥取くらよし大会（以下「大会」という。）を 2022（令和４）年 10月

28 日・29日・30 日に開催するにあたり、大会を市民・県民に周知するとともに、すべての参加

者が大会の様々なプログラムをストレスなく楽しむ中で、倉吉らしさを感じられる大会となる

よう、大会運営を円滑に行うことを目的とする。

３ 業務委託期間

契約締結日から令和５年２月 28 日（火）まで

４ 大会について

（１）開催目的

日本女性会議は、1984(昭和 59)年名古屋大会を第１回とし、全国から約 2,000 人の参加者が集

う男女共同参画に関する国内最大の会議である。

大会を市民団体、企業、行政の連携により開催することで、男女共同参画社会の実現に向けた意

識向上、市民活動の活性化や女性活躍の推進につなげるとともに、大会終了後もその気運を持続す

るとともに、多様な価値観が尊重される男女共同参画社会の実現に向けた具体的な取り組みを一

層推進していく。

また、倉吉市をはじめ県内の文化や食・自然等の観光資源を全国へ発信する機会とする。

（２）大会テーマ

「Smile in くらよし ～ だれもが共に笑顔になれる夢ある未来 ～」

（趣旨）

新型コロナウイルス感染症により、人と人との距離を取ることが求められる中、心の距

離は離れないよう、“笑顔”で再び人々を結びつける大会をめざす。

ＳＤＧｓの基本理念「誰一人取り残さない」を大切にし、「だれもが笑顔になれる夢ある

未来」が続いていく社会をつくる大会にする。

（３）大会会場

ア １日目（令和４年 10月 28 日（金））

・鳥取県立倉吉未来中心（以下「倉吉未来中心」という。）

大ホール、小ホール、セミナールーム３：分科会

アトリウム：物産展

・倉吉交流プラザ

視聴覚ホール：分科会

・鳥取短期大学

シグナスホール大講義室：分科会

・上灘コミュニティセンター



調理室：分科会

会議室１、２：分科会

イ ２日目（令和４年 10月 29 日（土））

・倉吉未来中心

大ホール、小ホール、セミナールーム３：全体会（開会式、基調報告、記念講演、分科会報

告、シンポジウム、閉会式）※メイン会場を大ホールとし、小ホール及びセミナールーム３

をサテライト会場とする。

アトリウム：物産展

（４）大会日程目安

ア １日目（令和４年 10 月 28 日（金））

11時～ 開場・ 参加受付

12時 30 分～14時 30 分 分科会（前半）※

14時 30 分～15時 30 分 移動・休憩

15 時 30 分～17時 30 分 分科会（後半）※

11 時 ～18時 物産展

18 時 30 分～ 交流会

※別紙１「分科会会場及びタイムスケジュール（案）」参照

イ ２日目（令和４年 10 月 29 日（土））

８時 45 分～ 開場・ 参加受付

９時 40 分 オープニング

９時 50 分～10時 20 分 開会式

10 時 20 分～10時 50 分 基調報告

10 時 50 分～12時 10 分 記念講演

12 時 10 分～13時 休憩

12 時 50 分～13時 10 分 アトラクション

13 時 10 分～13時 40 分 分科会報告

13時 40 分～15時 10 分 記念シンポジウム

15 時 10 分～15時 40 分 閉会式

９時 ～17 時 物産展

(５)参加人数(見込み)

１日目 分科会：約 2,000 人

２日目 全体会：約 2,000 人

３日目 エクスカーション：約 100 人(１日目、２日目実施のエクスカーション含む)

(６)主催者

日本女性会議 2022 in 鳥取くらよし実行委員会、倉吉市

５ 委託の内容

大会の開催に必要な運営、進行管理、会場設営等を行う。

本業務は、令和３年度及び令和４年度の２年度に及ぶ業務となる。



委託内容については、現時点で予想される業務内容であり、確約するものではない。

※ 令和４年３月に開催予定の実行委員会において予算が確定した後、予算の範囲内で

改めて業務内容を精査・確定する。

（１）会場設営計画の作成

ア 全体会及び分科会の会場及びステージのレイアウト図面の作成

イ 受付、ブース等の配置計画

ウ 参加者の座席配置図

エ ステージ登壇者等の動線計画

（２）運営マニュアルの作成

ア スケジュール

イ 受付から閉会までの動き

ウ スタッフの業務分担

エ 分科会会場への誘導・案内(１日目)

オ 全体会会場への誘導・案内(２日目)

カ 人員配置

キ 全体会における分科会報告用スライドの作成スケジュール、役割分担

（３）進行プログラムの作成

進行表や台本の作成 ほか

（４）大会ＰＲの企画

市民・県民に向けたマスメディアを利用した周知計画の作成

（５）ボランティアスタッフ配置計画

（６）広告宣伝物等の企画

スタッフジャンパー、のぼり旗等

（７）大会参加者配布用ノベルティの企画

（８）全体会の運営

ア 倉吉未来中心を会場として実施するプログラムの音響、照明、舞台進行等の管理（要約

筆記及び手話通訳は委託者が別途依頼するとともに、その費用を負担する）

イ 主会場を大ホールとし、小ホール及びセミナールーム３をサテライト会場とした映像の

中継システムの構築（カメラ放映システム一式の運搬・設置・操作等）

ウ 交通誘導員の配置

エ ボランティアスタッフ等の弁当の手配

※弁当は税込み 700 円（お茶付き）とし、納入日時及び内容等については発注者と協議の

上決定するものとする

（９）全体会及び分科会の会場及び看板等の設営、撤去

ア 立看板、のぼり、バナー等の作成、設置等

イ 誘導・受付サインの作成、設置等

ウ 音響、照明機材等会場備え付け設備の設置、操作等

エ 総合案内、受付、次期開催地ブース（未定）、クローク、物産展の設置、宅配サービス（有

料）の設営ほか

オ 第７分科会会場（鳥取短期大学シグナスホール大講義室）のスタッフ控室（アリーナ）の

養生シートの設置・撤去



（10）ボランティアの統括

当日のボランティアの動きを把握、全体の管理を行うこと。

（11）独自の提案

本業務の目的にかなうと思われる方法等があれば積極的に提案を行うこと。おもてなしや

演出等

（12）地域貢献

一部業務の発注や資材の調達等において地元への配慮をすること。

６ 成果物

成果物として報告書を作成し、提出すること。

・紙媒体 ２部（Ａ４判、縦長、横書き、カラー）

・電子データ ＣＤ－Ｒ １枚 ※修正、印刷が可能な様式で提出すること。

７ 契約方法・条件

（１）契約については、提案書に記載された内容を踏まえながら委託者と受託候補者とで改めて

協議し、令和４年度実行委員会にて事業計画・収支予算について承認を得られた場合におい

て、本業務の内容・金額を協議・精査のうえ、契約仕様書を別途作成し、契約を締結するもの

とする。

（２）業務のすべてを第三者に再委託してはならない。業務の一部を委託する場合は、再委託先の

概要や責任者、内容等について事前に委託者に書面で提出し、承諾を得ること。

８ その他

（１）会場及び会場備え付け設備については、委託者が施設管理者に使用申請するとともに、その

費用を負担する。

（２）会場設営、リハーサル等については、委託者と協議の上、日時を決定するものとする。また

撤去後は、会場を原状回復すること。

（３）看板、のぼり、バナー等については、委託者と協議の上、設置日時を決定するものとする。

また、設置後は定期点検を行い、必要に応じて補強、修繕その他必要な管理を行うこと。

（４）本仕様書は、業務の大要を示すものであり、本書に記載されていない事項であっても、状況

に応じ、委託者が本委託業務遂行上必要である業務については、契約額の範囲内で実施する

ものとする。

（５）契約締結後、受託者は、業務の円滑な実施のため、委託者と緊密な連絡を取るとともに、随

時、協議しながら業務を遂行するものとする。

（６）警察等公安関係機関との調整が必要な場合は、対応すること。

（７）この仕様書にない事項又は疑義が生じた事項については、委託者と受託候補者が協議して決

定し、又はその解決を図るものとする。

（８）本業務の成果物に関する著作権は、全て委託者に帰属する。



（別紙１）

分科会会場及びタイムスケジュール（案）

2022年10月28日（金）

タイムスケジュール 内 容 会 場

11:30～12:20 分科会受付開始

12:20～12:30 開会セレモニー

13:00～17:00 第１分科会 (ウォーキング＆体験）    ※独自行程表

第２分科会（学生企画） 倉吉未来中心大ホール

第３分科会（DV） 倉吉未来中心小ホール

第９分科会（IKIGAI) 倉吉未来中心セミナールーム３

12:30～16:00 第５分科会（WLB） 上灘コミュニティセンター

第４分科会（女性活躍） 倉吉未来中心小ホール

第６分科会（防災） 倉吉未来中心セミナールーム３

第７分科会（子ども） 鳥取短期大学シグナスホール大講義室

第８分科会（ネットフォーラム） 倉吉交流プラザ視聴覚ホール

18:30～20:00 交流会

会場収容人数

倉吉未来中心 小ホール：300人 ※大ホール １階席902席/２階席323席

セミナールーム３：180人       ３階席278席 計1,503席

鳥取短期大学 大講義室：320人

倉吉交流プラザ 視聴覚ホール：150人

分科会（前半）

分科会（後半）

各分科会会場

12:30～14:30

15:30～17:30


