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質疑事項

質疑No.

回答

①提案条件について
仕様書条件の一部のみの提案は可能か。
1 （例：成人式専用サイト開設運営業務のみ
の提案）

業務の一部のみの提案は不可です。

②式典プログラム（会場、映像関係）について
式典の映像収録を実施する場合、市川市よ
り借用できる施設や会場はあるか。

提案内容により協議及び施設所管部署と
の調整となります。施設や会場が用意で
きない場合は、代替施設を用意していた
だくことになり、その費用も含まれま
す。

式典プログラムを行う配信拠点となる会場
はあるか。また、その場所の回線環境（状
3 況）を教えてほしい。

配信拠点を必要とする場合の会場につい
てもあわせて提案してください。

式典プログラム（市長挨拶、ゲスト出演）
は、フォトスポット会場で見られるように
4 する必要性はあるか。

必ずしもフォトスポット会場で見られる
ようにする必要はありません。

動画をライブ配信する場合、成人またはそ
の家族などに限定公開すべきか。一般公開
5 で問題ないか。

限定公開とします。成人式専用サイトか
ら視聴できるものとしてください。

2

②ビデオレター映像について
ビデオレター映像制作編集業務について、 第１稿納期は１１月末となります。
10月末日までに市による事前撮影のメッセ
6 ―ジ映像を提供するとあるが、第1稿の納品
までの納期はいつ頃となるか。

③成人式専用サイトについて
成人式専用サイトの開設期間はどの程度を
想定しているか。
7

11月下旬から1月下旬頃までを想定してい
ます。
ただし、専用サイトにアクセスするため
の二次元コード等を案内状に印刷するた
め、印刷準備の都合上、二次元コード等
の作成のみ10月末までとなります。

④フォトスポット会場（体育館）について
各設置会場の図面に養生部が明記されれい
8 るが、記載エリアの養生に係る作業及び費
用も含まれるのか。

養生にかかる資材（養生シート等）、運
搬、作業、処分費用も含まれます。

養生作業は受託者が行うのか。資材は会場
9 にあるものを利用するのか。

作業は受託者が行います。会場には養生
シート等資材はありません。

学校の備品、利用していない教室、付属の
ＴＶの貸し出しは可能か。利用できる場
10 合、貸出備品は何があるか。

体育館以外の校舎の使用はできません。
学校内の備品についても原則使用できな
いと考えてください。

電源を使用する場合は、一般的な100V,15A
コンセント及び電気料金について支給して
もらえるか。

体育館内に設置されている一般的なコン
セントの容量の範囲内であれば使用可能
です。コンセントの電源で不足が生じる
場合は、別途電源を用意してください。
その際の費用は委託料に含むものとしま
す。

使用資機材に、使用不可の物はあるか。
（重量制限、高さ制限、ヘリウムガスＮＧ
12 等）

過度な重量物や高さのある施工物は安全
性に問題があるため使用しないでくださ
い。ヘリウムガスは、バルーン等通常想
定できる範囲での使用は可能です。

フォトスポットとなる14か所の回線環境
13 （状況）を教えてほしい。

フォトスポット会場の回線環境はありま
せん。

11

前日施工が可能か。
14

仕様書のとおり、施工日は前日（1月9
日）となります。

会場設営業務の日程（設営（9:30～17:00）
及び、撤去（13:00～18:00））について、
作業時間を指定時間帯より前倒しや延長す
ることは可能か。
15 また、作業にあたり各校へ事前の現調に入
らせて頂く事は可能か。

作業時間については、指定の時間内で施
工できるようスケジュールを組んでくだ
さい。ただし、当日の来場者の状況によ
り撤去開始が遅れた場合は、撤去時間の
延長もやむを得ないものとします。
また、事前調査は、学校との調整が必要
となります。

設営撤去時において、資器材運搬車両の駐
16 車スペースは無償で確保してもらえるか。

作業中は学校敷地内に駐車できます。

参加対象者は約４，７００人とあるが、
フォトスポットに充てられたそれぞれの学
17 校近隣の新成人該当内訳数は、概ねどれく
らいずつの人数になるのか。

１校あたり平均300人程度となりますが、
地域（学区）によって差があります。

市内14箇所に設置するとあるが、新成人各
人ごとに指定のスポットを案内する想定
18 か。或いは、市内全てのスポットに自由に
行き来して良い想定か。

会場指定はしません。全てのスポットに
自由に行き来も可能です。

フォトスポットが不測の状況により立入不
可となった場合（例えば、小中学校と言う
場所の特性上、児童・教員からコロナのク
19 ラスターが発生した）代替の会場へ変更と
なるか。

開催日直前に、万が一学校内での集団感
染が発生した場合、使用不可となること
も考えられます。この場合は、代替会場
は設置しません。

14箇所以外にも会場を設けた場合、他会場
と同様に運営は市川市に依頼することは可
能か。

当日のフォトスポット会場の運営は市職
員で行います（交通誘導警備員の配置は
必要です）。フォトスポット以外で会場
を使用する企画提案があり、採用された
場合は、当日の運営も業務に含まれま
す。

各会場の送迎車両については、市で手配し
てもらえるか。

参加者用送迎車両の手配は不要です。
（来場方法は、公共交通機関、徒歩等と
なります）

20

21

④感染症対策について
感染症対策に必要な資材について、基準と
なる資材はどのような想定で考えている
か。（消毒液、検温器・サーマルカメラ、
22
フェイスシールド、飛沫防止パーテーショ
ンなど）

必要と考えられる感染症対策を提案内容
に盛り込んでください。

コロナ対策用の機材、資材などで市から借
用できるものはあるか。

感染対策に必要な資機材、物品は原則受
託者で用意するものとしますが、実際に
用意する物は提案に基づき協議により決
定します。

23

⑤交通誘導警備員について

24

当日の警備担当には警備資格が必要か。

統括責任者のみ有資格者としてくださ
い。

交通誘導警備の人員は、制服警備の専門会
社にこちらから委託になるのか。もしくは
25 イベント運営スタッフレベルで大丈夫なの
か。

制服警備の専門会社にて所定の教育を受
けた人員を用意してください。統括責任
者以外は有資格者である必要はありませ
ん。

その他
案内状に一人一人ユニークなQRコードを印
字するか、もしくはユニークなQRコードが
26 印字された紙を封入することは可能か。

案内状は、例年圧着はがきを使用してい
るため、一人一人異なる印字はできませ
んが、全員同じものであれば印字可能で
す。

３ 委託金額(2)の保険料は、何を対象とし
た保険か。（コロナ感染・事故・怪我・イ
27 ベント中止や対象人数・補償金額など）

受託者の管理費としてかかる保険料のこ
とです。来場者を対象とした障害保険は
市が別に加入する予定です。

28

アンケート内容の過去事例を頂きたい。

前回のアンケート内容を添付します。

成人式で渡した過去事例をいただきたい。
（今回はデジタルで渡せるものに変更にな
ると思うが）

過去に採用した主な記念品は以下のとお
りです。
・クリアファイル
・個人情報保護スタンプ
・朱肉
・多機能ボールペン
・名刺入れ
・携帯用箸

29

昨年のプログラムスケジュール詳細につい
30 て教えてほしい。

本webサイトの関連リンク先（開催報告の
ページ）をご覧ください。

令和元年度「新成人の集い」

アンケート

本日は、「新成人の集い」にご参加いただきありがとうございました。
今後の式典の参考といたしますので、アンケートにご協力をお願いします。
（１）成人式に参加した理由は何ですか。（複数回答可）
□１ 小・中学校時代の友人に会うため
□４ 式典の企画に興味があったため
□２ 大人になったことを自覚するため
□５ 先生からのビデオレターを見るため
□３ 市長の祝辞を聞くため
□６ その他（
）

（２）式典内容やその他の企画のうち、良かったものは何ですか。
（複数回答可）
□１ オープニング公演（チアダンス）
□５ 先生からのビデオレター
□２ 市長の祝辞
□６ 茶席体験
□３ ゲストによるパフォーマンス
□７ フォトスポット
□４ 成人式実行委員によるクイズ企画

（３）成人式に参加して感じたことは何ですか。（複数回答可）
□１ 友人とのつながりが大切だと感じた
□６ 一生に一度の良い思い出となった
□２ 大人になったことを自覚した
□７ 楽しかった
□３ 将来への期待や希望が持てた
□８ つまらなかった
□４ お世話になった方々に感謝したい
□９ 何も感じなかった
□５ 郷土「市川」への関心が深まった
□10 その他（
）

（４）記念品（二つ折りクリアーファイル）はいかがでしたか。
□１ 満足
□２ やや満足
□３ やや不満

□４

不満

（５）成人式全般についての満足度を教えてください。
□１ 満足
□２ やや満足
□３ やや不満

□４

不満

（６）成人式について、意見や感想がありましたらご記入ください。

ご協力ありがとうございました。

