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掛川市アプリを用いた健康づくり事業業務委託 質問回答 

 

                 2022.8.24 掛川市 

 

No. 

資料名 

ページ 
質 問 内 容 回 答 

1 

実施 

要項 

Ｐ1 

【３ 契約上限額】 

次年度以降の事業計画について、契約上限額

20,500,000円は令和 4年度のみでしょうか。それと

も令和 5～7年度の 3年度分を含みますか。 

また、契約金額にはポイント原資分の金額も含みま

すか。 

契約上限額は、令和４年度のみで

す。 

また、契約金額には、ポイント原

資分の金額は含みません。 

2 

実施

要領 

Ｐ2 

【５(3) ④提出書類】 

見積書の「アプリ作成後 3年間（令和 5～7年度）の

保守・管理料等必要となる経費」について、想定予

算額はございますか。 

想定予算額はありません。 

3 

仕様

書 

Ｐ1 

【２ 業務目的】 

業務目的に、「子どもから高齢者まで」とありますが、

特に注力したいターゲット層はございますか。 

今回のアプリでは、特に、これま

で紙で実施していた健康マイレー

ジ事業で参加者の少なかった 20

代～40 代の方にも健康づくりに

関心を持っていただきたいという

目的、及び市の DXを進める中で高

齢者の方にもアプリに慣れていた

だきたいという目的を持っていま

す。 

4 

仕様

書 

Ｐ1 

【２ 業務目的】 

事業目的として「アプリを通して集積した様々な匿

名データを分析・研究し、さらなる健康増進施策に

活用していくことを目的」とありますが、この取り

組みは令和 5 年 4 月以降の取り組みという認識で宜

しいでしょうか。（令和 4年度の見積もり金額に含む

必要はないかを確認するための質問となります。） 

アプリのデータを利用した健康増

進施策への活用につきましては、

令和５年度以降の取り組みとして

予定しています。 

5 

仕様

書 

Ｐ1 

目標利用者数について、事業期間中の利用者数はど

れくらいを想定していますか。令和 4～8年度まで各

年度の終了時点で想定する会員数をご教授いただけ

ますか。 

 

  

令和４年度の利用者は 1,000 人程

度を想定していますが、令和８年

度には 10,000人を目標とします。 
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6 

仕様

書 

Ｐ1 

【３ 業務期間】 

令和 5 年 1 月のアプリ運用開始以降のスケジュール

について、参加者募集期間や、ポイントの付与期間

など、想定されているスケジュールはございますか。 

令和５年１月までのアプリ運用開

始を目指し、その前に参加者募集

の広報等を実施する予定です。 

その他のスケジュールについて

は、受託者と提案内容に基づいて

協議をさせていただきます。 

7 

仕様

書 

Ｐ1 

【３ 業務期間】 

令和 4年度の業務期間が 3月 24日までとなっており

ますが、アプリの利用も 3月 24日までとなりますで

しょうか。翌年度までの期間は、利用を停止する予

定でしょうか。 

また、3月 24日でアプリ利用を停止する場合、その

理由をご教授いただけますでしょうか。 

委託業務期間としては、年度内の

業務完了報告を鑑み３月 24 日を

設定していますが、アプリは通年

運用を予定しています。 

運用の詳細については、受託者と

の協議の上、契約書で明示させて

いただく予定です。 

8 

仕様

書 

Ｐ1 

【４ 業務内容】 

ポイントを特典へ交換できる機能について、特典交

換は 18 歳以上からと考えておりますがお間違いな

いでしょうか。 

令和 4 年度の一人当たりの特典へ交換できる限度額

の設定は必要ですか。また、必要な場合、金額をご

教授いただけますか。令和 4年度の想定交換者数は、

何人を想定していますか。 

ポイントの地域特典への交換は

18歳以上を想定していますが、ア

プリの対象者については「子ども

から高齢者」を想定していますの

で、ポイント活用について独自案

がありましたら企画提案書でご提

案ください。 

また、令和４年度の特典交換の限

度額の設定は不要です。想定交換

者数は、最大で利用者数になりま

す。 

9 

仕様

書 

Ｐ1 

【４ 業務内容】 

お知らせ機能について、健康情報コーナーとは具体

的にどのようなものを想定していますか。 

市から市民に対してお知らせした

い健康に関する情報を、随時更新

していくことができるページを想

定しています。 

10 

仕様

書 

Ｐ1 

【４ 業務内容】 

ウォーキングコース等マップの掲載について、アプ

リから別 WEB サイトに誘導し、閲覧いただくような

掲載方法とさせていただいてもよろしいでしょう

か。 

市民がわかりやすく利用しやすい

方法であれば、掲載方法の制約は

ありません。 

さらに、アプリ内でのマップの活

用や展開について独自案がありま

したら企画提案書でご提案くださ

い。 
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11 

仕様

書 

Ｐ1 

【４ 業務内容】 

「スポンサー表示」とは、具体的にどのような機能

でしょうか。 

スポンサーになっていただいた事

業者を、バナー等によりアプリ内

で表示する機能を想定しています

が、独自案がありましたら企画提

案書でご提案ください。 

12 

仕様 

書 

Ｐ1 

【４ 業務内容】 

スポンサーについて、スポンサーの準備は貴市が行

う予定でしょうか。 

また、想定スポンサー数はどれくらいを予定してい

ますか。 

スポンサーは、市で募集する予定

です。 

また、できるだけ多くの事業者の

御協力を目指しています。 

13 

仕様 

書 

Ｐ1 

【４ 業務内容】 

本プロポーザルは、アプリの構築・参加者募集とい

った、事業開始における準備にかかる公募であり、

運用業務は含まれない認識で宜しいでしょうか。 

本業務は、仕様書にありますよう

に、(1)アプリの構築・作成、(2)

管理画面の構築・作成、(3)アプリ

の管理・運用、(4)アプリの活用に

係る事業提案、となります。 

そのため、アプリの運用業務につ

いては本委託に含まれます。 

14 

仕様

書 

Ｐ2 

【４ 業務内容】 

アクセス解析ツールについて、アクティブ率やログ

イン数などが確認できれば、問題ありませんか。 

また、確認したい情報が具体的に決まっていました

らご教授いただけますか。 

アクティブ率やログイン数など利

用者の状況が確認できれば問題あ

りません。 

さらに、利用者データの把握がで

きれば分析により様々な施策に活

用できますので、独自案がありま

したら企画提案書でご提案くださ

い。 

15 

仕様

書 

Ｐ2 

【７ その他】 

「(1) 本業務において制作した最終成果物の著作権

は、掛川市に帰属するものとする。」とありますが、

こちらは 5．納入成果物の（1）を指しており、アプ

リは委託者の帰属と捉えて宜しいでしょうか。 

アプリは委託者の帰属とすること

も可能ですが、それ以外にも掛川

市に帰属するデジタルデータを成

果物として提供していただける独

自案がありましたら、企画提案書

でご提案ください。 

 


