
№ 該当箇所

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に関する質問および回答

・仕様書P4「14.本業務に当たっての留意事項について」⑤「本業務に係る電気料金及び通信料金、サーバーレンタル料については、
市が負担する。」となっておりますが、監視カメラの電気料金および通信料金は、各種機器の接続および検査が完了し、視聴（使用）
が可能となったものから順次、大分市負担となります。
・サーバーレンタル料は、機器を設置し、大分市ホームページにおいて市民による視聴が可能になってから大分市負担となります。

2
サーバーレンタル料の
負担

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。とありますが
システム保守料（使用料）にはサーバーレンタル料
は含まないという理解でよろしいでしょうか？

3 サーバーレンタル料

⑤本業務に係る電気料及び通信料金、サーバーレン
タル料については、市が負担する。との記載があり
ますが提案上限額８３，０００千円に含まれていな
いと理解してよろしいでしょうか？含まれていない
場合、初期導入工事費用及びランニングコストの両
方と捉えてよろしいでしょうか？

質問項目 質問内容 回　　答

1
ランニングコストの負
担

実施要項1ページ（5）のイの令和3年度中における
システム保守料(使用料)等は、この額に含める　と
ありますが仕様書4ページ14.の⑤では本業務に係る
電気料金及び通信料金、サーバーレンタル料金につ
いては市が負担するとあります。
令和3年度中における通信費用やサーバーレンタル
費等は市が負担するのでしょうか、受注者が負担で
しょうか？

実施要領P1「1.業務概
要」(5)イ

仕様書P4「14本業務に当
たっての留意事項」⑤

5 ランニングコスト

（１）⑦・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。とありますが
維持管理経費とは電気料及び通信料金、サーバーレ
ンタル料及びシステム保守料（使用料）という捉え
方でよろしいでしょうか？

実施要領P2「4.参加申込
書及び企画提案書一式の
提出」(1)⑦６ポツ目

ランニングコストは、仕様書P4「13.」に記載した内容および電気料及び通信料、サーバーレンタル料、システム保守料（使用料）の
合計額になります。

4
レンタルサーバーの契
約

レンタルサーバーについては提案（機能・料金）は
するが、契約については大分市様とレンタルサー
バー業者との直接契約が可能でしょうか？

実施要領P1「1.業務概
要」(5)イ

実施要領P1「1.業務概要」(5)イに令和3年度中における保守料（使用料）は提案額上限に含まれることから、レンタルサーバー業者と
の大分市の直接契約はできません。当初は受託者がレンタルサーバー業者と契約後、大分市ホームページにおいて市民による視聴が可
能になった段階から大分市へ名義変更することになります。

7 見積り

仕様書４ページ13.保守要件③で予備機の台数とそ
の費用は、この見積もりに含めるのでしょうか、別
途契約でしょうか？

仕様書P4「13保守要件」
③

予備機は本委託費に含めます。仕様書別紙２においてソーラーパネルによるバッテリー方式のものについては、カメラ部のみとしま
す。別紙３について予備機は必要ありません。

8 予備機

③予備機の保管とありますが、別紙２及び３の数量
とは別に市と協議の上決定であれば、今回の提案上
限額８３，０００千円の中に含まれるのでしょう
か？

6 契約金の内訳

（８）契約金の支払いは、業務委託時の１回払いと
する。とありますが契約金の内訳は電気料及び通信
料金、サーバーレンタル料の初期導入工事費用及び
ランニングコスト以外の全てのものと捉えてよろし
いでしょうか？

実施要領P5「10.その
他」(8)

契約金の内訳は次のとおりです。
・仕様書P1「5.業務概要」に記載する費用
・監視カメラの、視聴可能前までの電気料金及び通信料金
・サーバーレンタル料は、設置から大分市ホームページにおいて市民による視聴が可能となるまでのシステム保守料（使用料）
※質問№1から3までの回答を参照してください。

10 共同企業体（ＪＶ）

共同企業体（ＪＶ）での入札は可能でしょうか？ 実施要領にありませんので不可能です。

9 別契約とは

見積に含まれる項目ではあるが、手続き上、本委託
契約とは別契約が必要なものについては、市と協議
の上決定する。とありますが、具体例をご教示くだ
さい。

仕様書P4「15.見積りに
ついて」

・例として、仕様書P1「5.業務概要⑧」などがありますが、企画提案書の内容によります。
※質問№1から4までの回答を参照してください。
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№ 該当箇所質問項目 質問内容 回　　答

13 配管の耐用年数

配管の 耐用年数はどれくらいを想定していますで
しょうか？
耐用年数に見合った、材料を準備する必要がありま
すので、決まっていましたらお願いします。

14 盤の材質

通信装置を入れる盤の材質に指定はありますでしょ
うか？
金属製、ABS 製 など

11 保証年数

設置する機器（装置）の保証年数は決まっています
でしょうか？
翌年度から保守が発生しますが、保証が切れている
場合は、その分を請求可能なのでしょうか？

材質に指定はありませんので、耐用年数を考慮して企画提案書で提案してください。

15 監視カメラの仕様

カメラ側に無停電装置は必要でしょうか？必要な場
合、稼働時間の指定はありますでしょうか？

仕様書P1「6.監視カメラ
の仕様」(1)

企画提案書で提案してください。

16

実施要領P2「4.参加申込
書及び企画提案書一式の
提出」(1)⑦３ポツ目

・保証年数および耐用年数は企画提案書で提案してください。
・保証が切れている場合は、その分の請求は可能です。

12 機器の対応年数

設置する機器（装置）の耐用年数は決まっています
でしょうか？
耐用年数に見合った、材料を準備する必要がありま
すので、決まっていましたらお願いします。

仕様書P1「6.監視カメラ
の仕様」(1)①

カメラの遠隔操作に関する機能です。

18 カメラの仕様

（1）カメラ部の仕様-②「撮影方式は原則として動
画とするが、静止画とする場合でも可能とする」と
ありますが、静止画カメラとしても良い条件はどの
ような場合でしょうか？また、静止画カメラの場
合、定期的に撮影/蓄積する画像の取得間隔はどれ
くらい（何分間隔）で考えればよろしいでしょう
か。

仕様書P1「6.監視カメラ
の仕様」(1)②

仕様書P1「2.」に記載した内容を考慮し、企画提案書で提案してください。

電源のバックアップ

監視カメラの仕様（1）～（3）について
各カメラの商用電源利用の場合、電源のバックアッ
プについての記載がありませんが予算に応じてバッ
クアップ方法・時間を提案すればよろしいでしょう
か？

17
パソコンのカメラ操作
についての機能

（１）カメラ部の仕様①で、「パソコン2台が同時
使用可能であること。」とありますが、この同時使
用とはどの機能（操作）を想定しておりますでしょ
うか。

20 録画機能

（2）サーバーの仕様-②録画機能について「撮影し
た画像データは、撮影方式により動画または静止画
で保存すること」とありますが、静止画を任意の間
隔で保存する方式でよろしいでしょうか？

仕様書P2「7.サーバーの
容量」②

仕様書P1「2.」に記載した内容を考慮し、企画提案書で提案してください。

19 防犯対策

（１）カメラ部の仕様⑦で、どういった防犯対策を
想定されていますでしょうか。

仕様書P1「6.監視カメラ
の仕様」(1)⑦

いたずらや盗難などを想定していますが、それらを考慮して企画提案書で提案してくざさい。

22 映像の公開

（2）サーバーの仕様-③イ.「災害の発生前後はア
クセスが短期間に集中することを考慮し、サーバが
ダウンすることがないよう、対策を講じること」と
あるが、これは3ページ12.「市民への公開」での市
民からのアクセスに対してのことと理解して宜しい
でしょうか？

仕様書P2「7.サーバーの
仕様」③イ

市民からのアクセスに対してのものです。

21 サーバーの容量

③サーバーの容量について、「アクセス数は10万回
を想定した仕様」とありますが、動画共有サービス
(YouTube等)の利用を想定されていますでしょう
か。

仕様書P2「7.サーバーの
容量」③

仕様書P3「12.」④⑤のとおりです。
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№ 該当箇所質問項目 質問内容 回　　答

24 プライバシー処理

⑥プライバシーへの配慮手段について、人物の顔が
特定できないレベルのマスキング処理を想定してい
ますでしょうか。

仕様書P2「7.サーバーの
容量」⑥

マスキング処理は、プライバシーへの配慮手段として必要であり、企画提案書で提案してください。

23 サーバー管理の内容

⑤「監視カメラ操作用パソコン（2台）をもって、
サーバーの管理を行う。」について、サーバー管理
内容とは何を想定されていますでしょうか。

仕様書P2「7.サーバーの
容量」⑤

主に保存したカメラ映像の管理になりますが、他の内容（機能）も含め企画提案書で提案してください。

26
早期視聴可能となるカ
メラ映像の公開の対象

出水期までに視聴可能となる監視カメラについて
は、市民への公開用としてではなく、大分市役所内
のみの視聴で問題ないか。

実施要領P1「1.業務概
要」(6)※印(2番目)
仕様書P1「4.履行期間」
※(2番目)

視聴可能となったカメラから、順次市民への公開を予定しています。

25 マスキング処理

（2）サーバーの仕様-⑥プライバシーへの配慮につ
いて「必要に応じて、マスキング処理が可能な仕様
であること」とありますが、この機能をカメラ側で
搭載している場合は、カメラの機能を利用してマス
キングが施されればよいと理解して宜しいでしょう
か？

仕様書P2「7.サーバーの
容量」⑥

マスキング処理が施されれば、カメラの機能を利用しても問題ありません。

28 庁舎内の配線

10.大分市役所庁舎内の配線についてですが、監視
カメラ操作用端末（パソコン）に専用のインター
ネット回線を敷設する必要があると理解して宜しい
でしょうか？その場合、御指定の回線業者、接続業
者はありますでしょうか？

仕様書P3「10.大分市役
所庁舎内の配線につい
て」

回線及び接続業者の指定はありません。

27 設置予定場所の管理者

5.業務概要①監視カメラの調達及び設置
イ、ウの設置場所について
設置予定場所の管理者は貴市以外の管理者様がい
らっしゃいますでしょうか？

仕様書P1「5.業務概要」
①イ、ウ

管理者は、大分市以外に、大分県および国有地（所管は国土交通省）を予定しています。

30 ホームページ

12.市民への公開-②「公開の場は、応募者の提案に
よるものとするが、大分市ホームページを含めるこ
とを必須とする」とあるが、大分市ホームページか
らリンクするという理解でよろしいでしょうか？

仕様書P3「12.市民への
公開」②

大分市ホームページからのリンクは必須です。

29 ディスプレイの表示

11.監視カメラの操作用端末-③「2台のディスプレ
イを使用し、すべてのカメラ映像が同時に表示でき
ることを推奨するが…」とあるが、今回導入予定の
26台を想定すれば宜しいでしょうか？その場合それ
ぞれのモニタに13ヶ所ずつ表示するのか、数箇所ず
つ一定間隔に巡回表示する方式でもよろしいでしょ
うか？

仕様書P3「11.監視カメ
ラ操作用端末(パソコン)
の仕様」③

カメラの台数は、仕様書「7.」のとおり増設を想定した40台です。画面の表示については、企画提案書で提案してください。

32
同等品の認定（監視カ
メラ本体）

仕様書8ページの(２)固定式カメラは参考品の
PanasonicWV-S1510と同等以上スペックのAXIS製
「P1455-LE」を使用しようと思いますが可能でしょ
うか？

仕様書P8(別紙2) 仕様書別紙２に記載したスペックと同等以上のものであれば可能です。

31
情報バリアフリーの具
体例

「③情報バリアフリーに配慮した内容とするこ
と。」とありますが、大分市様が想定されている具
体例をご教示ください。

仕様書P3「12.市民への
公開」③

仕様書P3「12.」③をもとに企画提案書で提案してください。

34 プレゼン

企画提案書の提出までに準備が間に合わないため、
二次審査のプレゼンテーション時に、企画提案書以
外に別途用意した参考資料等を配布またはモニター
等に映すことで見ていただくことは可能か。

・企画提案書に記載されている内容に関連したものおよび、詳細説明は可です。また、企画提案書に記載されていない内容のものは不
可とします。

33 パソコンの仕様

パソコンの仕様-その他アプリケーションについて
Adobe Photoshop ElementsやDocuworks9はライセン
ス認証版を導入することで良いと理解で宜しいで
しょうか？

仕様書P10(別紙３) ライセンス認証版を導入することで良いです。
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