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防災教育用デジタルコンテンツ作成等に関する業務の委託にかかる 

公募型プロポーザル質疑及び回答 
 

該当箇所 【実施要項】３ 提案資格 

質問内容 
ポータルサイト及びコンテンツの構築と運用業務についての業務を第三者（他社）

に委託もしくは分業する形での参加は可能でしょうか？ 

回 答 

ポータルサイト及びコンテンツの構築と運用業務についての業務を第三者（他

社）に委託もしくは分業しても構いません。 

再委託の場合、提案者は単独事業者とするため、責任等については、提案者が全

責任を負うものとします。また、再委託にあたり、あらかじめ市の許可を得てくだ

さい。 

 コンソーシアムを構成する場合、構成事業者のうち、１者が代表事業者として、

本市に届け出ることとし、本プロポーザルの申請以降の手続きは、代表事業者が行

ってください。また、構成事業者は、コンソーシアム協定書を締結してください。 

 

該当箇所 【実施要項】７ 企画提案書等の提出方法 （２）提出期限、場所及び方法 

質問内容 
提案書の提出方法について「電子データ」も提出との記載があるが、電子データは

DVD等の媒体での提出か、メール送付でも可か？ 

回 答 
メール送付で問題ないが、容量が大きいと判断された場合は、DVD等の媒体での提

出をしてください。※Ｅmail受信可能容量 10ＭＢ 

 

該当箇所 【実施要項】８ 企画提案書の作成要領 

質問内容 

副本は、表紙に記載の提案者名や、企画書本文についても、社名、ロゴマーク等、

提案者の企業名が特定できる情報部分を黒塗で処理する理解でよろしいでしょう

か。 

例）〇〇〇〇社⇒      社 

回 答 お見込みのとおりです。 

 

該当箇所 【実施要項】８ 企画提案書の作成要領 

質問内容 
（様式 7）資格及び実績概要書の提出タイミングは参加申し込み手続き時（９/１）

でよろしいでしょうか。 

回 答 お見込みのとおりです。※実施要項も修正します。 

 

該当箇所 
【実施要項】８ 企画提案書の作成要領 （２）記載事項 

③デジタル本棚（教材リンク集）の作成 

質問内容 

「想定している教材リンクの種類及び数」との記載があるが、福岡県や他の自治体、

官公庁、その他団体、企業等の資料掲載やリンク設定にあたっての許可取りは貴市

で実施いただけるという理解でよいか？ 

回 答 
官公庁分については原則、糸島市で行うが、その他については、事業者で確認等を

行い、必要であれば、糸島市からの申請等を行う。 
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該当箇所 
【仕様書】５ 業務内容 （1）防災教育用デジタルコンテンツの作成等 

①風水害、地震の災害から学ぶ動画の作成 

質問内容 制作した動画の利用想定はどのような場所、メディアを想定されていますか？ 

回 答 
動画については、学校での防災授業や市民を対象とした出前講座などでの利用を想

定しています。 

 

該当箇所 
【仕様書】５ 業務内容 （1）防災教育用デジタルコンテンツの作成等 

①風水害、地震の災害から学ぶ動画の作成 

質問内容 
糸島で発生した災害の画像・動画を可能な限り使用することとあるが画像や動画は

ご提供いただけるとの認識でよいか？ 

回 答 
本市が管理する画像や動画は提供するが、それ以外については、提案者が準備して

ください。 

 

該当箇所 
【仕様書】５ 業務内容 （1）防災教育用デジタルコンテンツの作成等 

①風水害、地震の災害から学ぶ動画の作成 

質問内容 

「・過去に官公庁から・・・」について 

⇒官公庁からのサイト作成など類似した業務受注実績は、企画書内に記載するとい

う理解でよろしいでしょうか？ 

回 答 
業務受注実績は、企画書内に記載してもらいますが、過去３年程度のものについて

は、「(様式 4)業務実績書」への記載もお願いします。 

 

該当箇所 
【仕様書】５ 業務内容 （1）防災教育用デジタルコンテンツの作成等 

①風水害、地震の災害から学ぶ動画の作成 

質問内容 

・動画の時間は、４つの年代別（小学校低学年版、小学校高学年版、中学生版、

高校生以上版）で各５分程度を目安とし作成すること（実際に作成する場面は、

契約締結後、市と協議のうえ決定する）。 

・動画は場面ごとに個別に視聴できるように編集すること。 

・上記の動画作成は必須とするが、提案者が独自に用意できる防災教育コンテン

ツの併用提案も可とする。 

作成必須の動画は４つの年代別に各５分程度を目安とした動画×１本（計４本）と

いう理解でよろしいでしょうか。 

また「場面ごとに個別に視聴」とは、この 4つの動画を個別に選択・視聴できるよ

うに編集するという理解でよろしいでしょうか。 

回 答 お見込みのとおりです。 
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該当箇所 
【仕様書】５ 業務内容 （1）防災教育用デジタルコンテンツの作成等 

①風水害、地震の災害から学ぶ動画の作成 

質問内容 

「・動画作成における次の内容は、業務委託費用に含むものとする」との中で「ⅱ．

使用料、出演料 ⅲ．肖像権、著作権」については、本事業の公開の方法、範囲、

期間等に影響される場合も想定されるが、前提として①Web による②一般に向けた

公開③年度ごとの更新、もしくは R6年 3月 31日まで、を想定してよいか？ 

回 答 ①Webによる②一般に向けた公開③年度ごとの更新で想定しています。 

 

該当箇所 
【仕様書】５ 業務内容 （1）防災教育用デジタルコンテンツの作成等 

②マイタイムラインの作成 

質問内容 

API などの連携の資料に関しては、受託後、設計書等をご共有いただけますか？も

しくは、現時点での公開情報があれば、ご共有していただくことは可能でしょう

か？ 

回 答 
連携を予定している福岡県のマイタイムラインについて、現時点で内容などについ

て、公開できるものがないので、契約締結後に、事業者と協議します。 

 

該当箇所 
【仕様書】５ 業務内容 （1）防災教育用デジタルコンテンツの作成等 

③デジタル本棚（教材リンク集）の作成 

質問内容 

デジタル本棚の素材に関しては、PDF をいただくことは可能でしょうか？単純に別

ウィンドウで開く想定なのか、電子書籍としての閲覧可能な状態を想定されている

かを教えていただくことは可能でしょうか？ 

回 答 
デジタル本棚の素材については、事業者との協議により決定します。 

閲覧方法は、別ウィンドウで開く想定です。 

 

該当箇所 
【仕様書】５ 業務内容 （1）防災教育用デジタルコンテンツの作成等 

⑤教職員専用ページの作成 

質問内容 想定される利用者数（発行 ID数）についてご提示いただきたい。 

回 答 
教職員専用ページ用のＩＤは、市(3)、学校{22(小学校 16、中学校 6)}の合計 25程

度を考えています。 

 

該当箇所 
【仕様書】５ 業務内容 （1）防災教育用デジタルコンテンツの作成等 

⑤教職員専用ページの作成 

質問内容 
こちらの更新に関しては、教職員の方々が個別に更新される想定でしょうか？それ

とも管理権限を持った方にて更新される想定でしょうか？ 

回 答 学校ごとに付与したＩＤで、教職員が個別に更新することを想定しています。 
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該当箇所 
【仕様書】５ 業務内容 （1）防災教育用デジタルコンテンツの作成等 

⑤教職員専用ページの作成 

質問内容 
教職員専用ページ用のＩＤ管理について、教員ごとに ID を発行するのか、学校ご

とか、共通の IDなのか、決まっておりましたらご教示ください。 

回 答 
教職員専用ページ用のＩＤは、市(3)、学校{22(小学校 16、中学校 6)}の合計 25程

度を考えています。 

 

該当箇所 
【仕様書】５ 業務内容 （1）防災教育用デジタルコンテンツの作成等 

⑥その他 

質問内容 
研究会や有識者の意見を聴くことにかかる費用は、どの程度の費用を想定すればよ

ろしいでしょうか。 

回答 

契約締結後、１～２回の意見聴取を想定しています。その方法は、対面方式、ＷＥ

Ｂ会議方式のどちらにするかは、受託業者と調整します。 

なお、費用について研究会や有識者への謝礼等は不要で、受託業者の旅費等を想定

しています。 

 

該当箇所 
【仕様書】５ 業務内容 （1）防災教育用デジタルコンテンツの作成等 

⑥その他 

質問内容 
「研究会や有識者等の意見を聴く」のはＲ4年 10月の契約以降、Ｒ５年 3月末まで

に何回くらいの回数が想定されるか？ 

回 答 
契約締結後、１～２回の意見聴取を想定しています。その方法は、対面方式、ＷＥ

Ｂ会議方式のどちらにするかは、受託業者と調整します。 

 

該当箇所 【仕様書】５ 業務内容 （２）「糸島市防災教育（仮称）」ポータルサイトの構築 

質問内容 

・児童生徒がタブレットで活用することを前提としたサイトにすること。 

・タブレットのホーム画面にサイト入口を追加する方法を紹介するなど、サイトに

アクセスしやすくする工夫を行うこと。  

とありますが、専用タブレットのホーム画面にショートカットなどを追加する想定

でしょうか？あくまでもサイトのショートカットであり、アプリ等ではないとの認

識で齟齬ないでしょうか？ 

回 答 お見込みのとおりです。 

 

該当箇所 【仕様書】５ 業務内容 （２）「糸島市防災教育（仮称）」ポータルサイトの構築 

質問内容 

「糸島市からのお知らせや更新情報を配信できること」との記載があるが、これは

貴市による配信を想定しているか、委託業者による配信業務を想定しているか？ま

た、委託業者に配信を委託する場合はその回数、頻度の目安をご提示いただきたい。 

回 答 糸島市からのお知らせや更新情報の配信は、糸島市で行います。 
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該当箇所 
【仕様書】５ 業務内容 （２）「糸島市防災教育（仮称）」ポータルサイトの構築 

②ＷＥＢサーバ 

質問内容 
データセンター要求仕様書の要件を満たすこととありますが、クラウドサーバー

（Googleや Amazon）の利用でも問題ないのでしょうか？ 

回 答 

お見込みのとおりです。 

利用するサーバは、「データセンター要求仕様書」に記載する要件を参考として、

セキュリティを考慮したシステムであれば、物理サーバ、仮想サーバ（クラウドサ

ーバ）のどちらでも構いません。 

 

該当箇所 
【仕様書】５ 業務内容 （２）「糸島市防災教育（仮称）」ポータルサイトの構築 

⑤情報セキュリティ対策 

質問内容 

「クロスサイトスクリプティングや SQLインジェクション等の対応を検証し～」と

ありますが、第三者機関によるテストが必須となりますでしょうか？ 

また、ペネトレーションテストについての記載がなかったのですが、公開前に必須

となりますでしょうか？ 

回 答 
ペネトレーションテストについては記載していませんでしたが、公開前に必須でお

願いします。 

 

該当箇所 【仕様書】６ その他 （２）受託者が提案する効果的な事項（独自提案） 

質問内容 

・ポータルサイトの利便性の向上や情報発信の強化に有用な提案がある場合には、

見積金額の限度額の範囲内で積極的に受け入れることとする。 

・その他、本業務の向上等に有用な提案 

→独自の提案をする際、次年度以降のシステム保守、サーバー費などの保守契約は

別途可能でしょうか。 

回 答 
独自の提案をする際の次年度以降のシステム保守、サーバー費などの保守契約は、

原則可能です。 

 

該当箇所 
【審査基準】 ８ 

「プレゼンテーション」について 

質問内容 

「操作性は問題ないか」の評価視点が記載されているが、プレゼンテーション時に

「操作性」を確認するのはどのような方法を想定しているか？ デモ環境が準備で

きない場合は提案書上の構成図や画面遷移などで判断していただけるのか？（プレ

ゼン時にデモは必須か？） 

回 答 デモ環境が準備できない場合は、提案内容で判断します。 
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該当箇所 

実施要項３ページ ７（１）③ 

仕様書４ページ ５（２）③イ 

「令和 5年度（R5/4/1～R6/3/31）の保守費」について 

質問内容 

実施要項では「保守委託業務年額」の参考見積を提示するよう求めているが、仕様

書では「受託事業者の責任において無償で行うこと」との記載あり。どう解釈すれ

ばよいか？ 

回 答 

実施要項の保守委託業務は、サーバ・コンテンツなどの使用料、掲載コンテンツの

更新等であり、仕様書のコンテンツ等の保守は、納品後にシステムやコンテンツの

不具合が判明した場合を想定しています。 

 

該当箇所 全般 

質問内容 

「タブレットの機種、ＯＳ、その他のツール」について、現在、貴市の学校教育で

採用されているタブレットの機種、ＯＳについてご提示いただきたい。また現時点

で教員間の情報共有ツールの利用があればそれについてもご教示いただきたい。 

回 答 
タブレットの機種は、「Google Chrome」。現在、教員間の情報共有ツールは、「Google

共有ﾄﾞﾗｲﾌﾞ」を使用しています。 

 

該当箇所 その他 

質問内容 参加に関してコンソーシアムを組むことは問題ありませんでしょうか？ 

回 答 

コンソーシアムで参加しても構いません。ただし、コンソーシアムを構成する事業

者のうち、１者が代表事業者として、本市に届け出ることとし、本プロポーザルの

申請以降の手続きは、代表事業者が行ってください。また、構成事業者は、コンソ

ーシアム協定書を締結してください。 

 

該当箇所 その他 

質問内容 
学校防災みえ以外でベンチマークにされている県や他の市町村の事業はあります

か？ 

回 答 広島県、新潟県など 

 


