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水害監視カメラシステム構築業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．業務概要 

（１）業務名称 

水害監視カメラシステム構築業務委託（以下、「本業務」という） 

（２）業務目的 

   近年、多発している豪雨災害等を踏まえ、浸水被害の可能性が高い場所等に監視カメラを

設置し、専用端末にてリアルタイムで監視を行うシステムを整備する。併せて、大分市ホー

ムページ等を通してカメラ映像を提供することにより、自主避難の判断等、的確な避難行動

に結びつけること及び、関係部署との情報共有の向上を図り、排水ポンプの設置等の適切な

対応が可能となることを目的とする。 

（３）業務場所 

  本業務の実施場所は以下のとおりとする。 

ア．大分市役所本庁（大分市荷揚町２番３１号） 

イ．市内一円（仕様書別紙 1のとおり） 

（４）業務内容 

別紙「水害監視カメラシステム構築業務委託仕様書」（以下、「仕様書」という）のとおり 

（５）提案上限額 

８３，０００千円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

ア．後述する提案書の一部である見積書（提案金額）を提出する際に、上限額を超えた場

合は失格とする。 

イ．令和３年度中におけるシステム保守料（使用料）等は、この額に含むものとする。 

（６）委託業務期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとする。 

※可能な限り早期に完了すること。 

※監視カメラの設置が完了した箇所については、出水期（6月から 10月）までに随時、シ

ステムに接続し、市において視聴可能とすること。 

※契約締結は令和３年３月下旬を予定している。 

 

２．応募に必要な資格要件 

応募者は、応募資格確認の日において、次の各項及び各号すべてを満たす者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に該当しない者であ

ること。 

（２）公告日において、大分市建設工事競争入札参加資格審査要綱（平成１７年大分市告示第１

６１６号）により、電気通信工事または電気工事について入札資格の認定を受けている者で

あり、かつ、電気工事についてはＡ等級に格付けされている者であること。 

（３）公告日から契約締結日までにおいて、大分市建設工事に等に係る指名停止等の措置に関す

る要領（平成１２年大分市告示第４７７号）または、大分市物品等供給契約に係る指名停止

等の措置に関する要領（平成２１年大分市告示第５５３号）に基づく指名停止期間中でない

こと。 

（４）公告日から契約締結日までにおいて、大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要

綱（平成２４年大分市告示第３７７号）に基づく排除措置期間中でないこと。 

（５）契約締結日以前３月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実また

は、銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 
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（６）破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定に基づく破産手続開

始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開

始の申立てまたは民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手

続開始の申立てがなされている者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てまたは

民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者であって、更生計画の認

可が決定し、または再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）でないこと。 

（７）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項第２号に規定する特定建設業の許可

を有する者であること。 

（８）大分市内に本店または支店、営業所を有する者であること。 

 

３．質問及び回答 

 ①質問 

  ア．質問期限:公告日から 2021年（令和３年）1月 28日（木）17時 15分まで 

  イ．質問方法:文書（A4判、書式自由）により行うものとし、持参、郵送（必着）、ファック

ス、電子メールのいずれかの方法とする。なお、文書には応募者の担当窓口の部署、担当

者氏名、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレスを併記すること。 

  ※ファックスや電子メールの場合は、河川・みなと振興課の担当者まで送信した旨の連絡を

電話にて行い、質問書が受信されたことの確認を行うこと。 

 ②回答 

  ア．回答期限: 2021年（令和３年）2月 3日（水）まで 

  イ．回答方法:質問内容と合わせ、市のホームページ上で随時回答する。 

 

４．参加申込書及び企画提案書一式の提出 

（１）提出書類（※下記の②から⑧までを合わせたものを企画提案書一式とする） 

①参加申込書（様式 1） 

・所定の様式にて提出すること。 

②企画提案書（鑑）（様式 2） 

・所定の様式にて提出すること。 

③業務実施体制（様式 3） 

・配置予定の業務責任者、業務担当者を記載すること。 

・現地作業において、安全対策をどのように講じるか記載すること。 

④実績調書（様式 4） 

・過去１０年間において類似の業務の実績があれば、所定の様式にて提出すること。 

⑤工程表（様式 5：A4、１枚） 

・仕様書に記載した各業務の具体的な実施方法および手順について、所定の様式にて提出

すること。 

⑥企画提案書【要約版】（様式自由：A3用紙片面１枚） 

 ・「⑦企画提案書【詳細説明資料】」の内容を要約したものを提出すること。 

⑦企画提案書【詳細説明資料】（様式自由：A3用紙片面 10枚以内（表紙を含む）） 

提案書の作成にあたっては、下記の事項を必ず記載すること。 

・会社概要 

・システムの概要および特徴 

 イメージ図や図面等を適宜使用し、簡潔に分かりやすく記載すること。 

・機器の性能および保証 

 本業務で使用する機器（監視カメラ、管理用パソコン、サーバー等）の性能を記載する
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こと。なお、監視カメラおよび管理用パソコンについては、仕様書別紙 2 および別紙 3

を参考に作成すること。また、メーカー保証について内容を併せて記載すること。 

・撮影した映像（または画像）の公開方法 

・メンテナンス体制 

 本業務完了後の維持管理に要する保守内容について記載すること。 

   ・ランニングコスト（見積り） 

    １年間分の維持管理経費について記載すること。 

・応募者による提案に基づく取り組み（記載事項があれば作成とし、内容は自由記述とす

る） 

⑧参考見積書 

本業務における参考見積書を、「様式 6」を基に作成すること。 

 

<提出書類の一覧表> 

 提出書類 

参加申込書 （様式 1）参加申込書 

企画提案書一式 

（様式 2）企画提案書（鑑） 

（様式 3）業務実施体制 

（様式 4）実績調書 

（様式 5）工程表 

（様式自由）企画提案書【要約版】 

（様式自由）企画提案書【詳細説明資料】 

（様式 6）参考見積書 

 

（２）提出期限 

2021年（令和 3年）2月 12日（金）17時 15分まで（必着） 

（３）提出方法 

持参又は郵送（必着）による。 

（４）提出部数 

本書１部、副本 10部 

（５）その他 

①参加申込書及び企画提案書一式は、縦の左綴じで横書きとし、企画提案書以外は指定の様式

を用いること。 

②書類の提出後において、記載された内容の追加及び変更は一切認めない。 

③参加申込書及び企画提案書一式の提出が期限に間に合わなかった場合は失格とする。 

 

５．受託候補者選定までのスケジュール 

 項目 期間等 

１ 公募開始 2021年 1月 21日（木） 

２ 質問書の提出期限 2021年 1月 28日（木）17時 15分まで 

３ 質問書に対する回答 2021年 2月 3 日（水）までに回答 

４ 参加申込書及び企画提案書一式の提出期限 2021年 2月 12日（金）17時 15分まで 

５ 一次審査 2021年 2月 12日から 19日まで 

６ 結果通知 2021年 2月 19日（金） 

7 二次審査（プレゼンテーションおよびヒアリン 2021年 2月 27日（土）予定 
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グ）の実施 

８ 選定結果の通知及び公表 2021年 3月 3 日（水）予定 

 

６．審査 

（１）一次審査 

本要項に定める提案上限額および、資格要件に係る条件を満たしていることを確認後、2月

19日（金）までに企画提案書を提出した全ての応募者に対して、電子メールにより通知する。 

（２）二次審査（プレゼンテーションおよびヒアリング） 

①日時 

2021年（令和 3年）2月 27日（土）予定 

実施時間については、「参加資格確認結果」とともに 2月 19日（金）までに通知する。 

②場所 

大分市役所（大分市荷揚町 2番 31号）第 2庁舎 6階大研修室 

③出席者 

3名以内とする 

④実施時間 

40分（プレゼンテーション 20分、ヒアリング 20分）予定 

※応募者が多数の場合は、変更することがある。なお、実施時間は変更の有無に関わらず「参

加資格確認結果」にて通知する。 

⑤その他 

・プロジェクターやパソコン等を使用する場合は、提案者で準備することとし、参加申込書

及び企画提案書一式の提出時に申し出ること。 

・スクリーンの代用としてモニターを使用することも可能とする。 

・スクリーンについては、市で用意することも可能なので、申し出の際に確認を行うことと

する。 

・県外からのプレゼンテーション等への出席については、可とする。ただし、今後、新型コ

ロナウイルス感染症について緊急事態宣言の発出等により大分県及び大分市新型コロナウイ

ルス感染症対策本部から県境を越える移動に関し要請があり、県外からの出席の可否につい

て取り扱いが変更となった場合は、速やかに参加申込者に通知する。 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、インターネット回線等を使用し

た対応をとる場合は、「ZOOM」を使用することとし、回線利用料や機器に係る費用については、

提案者で負担すること。 

・プレゼンテーションの順番は、提案書の受付順とする。 

 

７．選定方法及び評価基準 

 ①プレゼンテーション及びヒアリングの実施により、選定委員会において、評価基準に基づき

最高点を得た者を優秀提案者として、また、次点までを選定する。なお、具体的な評価項目

及び基準の配点は、別紙「評価基準」によるものとする。 

ただし、最高点を得た者が複数となった場合は、以下の基準により優秀提案者を決定する。 

・評価基準の「6.情報発信の多様性」の最高点を得たものを優秀提案者とする。 

・上記の結果においても最高点を得た者が複数となった場合は、以下のアからオの評価基準の

順に最高点を得たものを優秀提案者とする。 

 ア．「7.公開手段及び内容」 

 イ．「8.外部機関との連携」 
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 ウ．「4.カメラ本体、サーバー、管理用パソコンの性能について」 

エ．「12.アクセスが集中した場合の対応能力および、セキュリティー能力」 

オ．「13.プライバシーへの配慮」 

②選定過程の非公開 

選定委員会は非公開とする。また、選定結果及び選定内容についての質問及び異議申し立て

は一切受け付けない。 

③参加者の欠格事由 

参加者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

ア．提出書類に虚偽の記載があった場合 

イ．公正に欠いた行為があったとして選定委員会が認めた場合 

ウ．正当な理由がなくプレゼンテーション・ヒアリングに応じなかった場合 

エ．公告日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合 

 

８．選定結果の通知及び公表 

選定結果は、全提案者へ書面により通知する。また、大分市ホームページにて優秀提案者及

び次点のみを公表する。 

 

９．契約 

優秀提案者と協議により仕様を確定させたうえで、業務委託契約を締結する。なお、優秀提

案者と契約締結に至らない場合については、次点の事業者と協議を行うものとする。 

 

１０．その他 

（１）本プロポーザルに係る費用は、すべて提案者の負担とする。 

（２）企画提案書等に関する著作権は、これを提出した提案者に帰属する。 

（３）提案書の提出は、１事業者につき１提案とし、複数提案を禁止する。 

（４）提出された書類等は返却しない。 

（５）提出された企画提案書等は、必要な範囲において複製をすることがある。 

（６）応募者が１社であっても本プロポーザルを実施し、審査の結果、業務を適切に実施できる

と判断された場合には、当該参加者を契約の相手方として選定する。 

（７）本プロポーザルは、事業者の選定を目的としたものであり、受託候補者の提案に沿って原

則業務を実施するが、詳細については、契約締結前における協議により決定する。 

（８）契約金の支払いは、業務委託完了時の１回払いとする。 

（９）新型コロナウイルス感染症の対応については、大分県新型コロナウイルス感染症対策本部

及び大分市新型コロナウイルス感染症対策本部の発表内容に準ずること。 

（１０）建設業法、その他関係法令等を遵守し本業務を実施すること。 

 

１１．書類提出先・問い合わせ 

〒８７０－８５０４ 大分県大分市荷揚町２番３１号 

大分市土木建築部河川・みなと振興課庶務みなと振興担当班 安藤、三重野 

電 話 番 号  ０９７－５３７－５６３２（直通） 

ＦＡＸ番号  ０９７－５３２－７５４５ 

電子メール  kasen@city.oita.oita.jp 


