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スカーレット放映を活かした滋賀の魅力発信事業に関する質問と回答 

 

2019.5.21 

 

 

仕様書等の

番号 

質問 回答 

（1）ア キャンペーンロゴの納品希望時期や、特設

ウェブサイト公開日の目安はあるか。 

特段の早期の納品・公開が望ましいが、PR ポ

スターの納入時期を 8 月下旬と想定している

ため、ロゴマーク、ウェブサイトともにそれま

での決定、公開を想定しています。 

なお、当該プロポーザルで提案を求めるロゴマ

ークの方向性について、受託者決定後、甲賀市

やドラマ関係機関との調整を行い、策定するこ

ととします。 

（1）ア キャンペーンロゴについて、甲賀市が作成

するロゴマークはいつごろアップ予定で

すか 

甲賀市のロゴマークは今後作成予定であるた

め、当該プロポーザルで提案を求めるロゴマー

クの方向性について、受託者決定後、甲賀市や

ドラマ関係機関との調整を行い、策定すること

とします。 

（1）ア ロゴの利用認定について商品の登録管理

とあるが管理する期間はいつまでか。 

本委託業務で管理いただくのは委託期間終了

までです。 

ただし、業務委託終了後も県で管理するため、

データ引き継ぎのやりやすい方法でお願いし

ます。 

（1）イ 『委託者が有する画像素材』とは滋賀県の

HP やガイドブックに使用しているものを

想定してよいか。 

県ホームページやガイドブックに使用してい

る写真の全ての著作権を持っているものでは

ありませんが、おおむねそのイメージで結構で

す。 

（1）イ 特設 WEB サイトについて、更新や運営保守

等は令和2年3月31日までとしてよいか。 

令和 2年 3月 31 日までとしてください。 

（1）イ WEB サイトのサーバーはどこを指定され

ますか。その際のセキュリティ対策等はど

のようになりますか。 

びわこビジターズビューローのサーバーを使

用する予定です。セキュリティ対策はびわこビ

ジターズビューローにより実施していますの

で、その基準に従って作業願います。 
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（1）イ ウェブサイトの適切な運営・保守・管理・

更新などはどの程度の頻度を見込めばい

いでしょうか。 

ウェブサイトの更新頻度は高い方が良いとは

考えますが、予算との折り合いの中で、当該プ

ロポーザルで提案してください。 

（1）イ 特設 WEB サイトのドラマに関する情報は

権利処理など問題ないものを県から頂く

ことが出来るのか。受託者が調べて権利処

理をするところまで行うのか。 

ドラマに関する情報の使用や権利関係につい

て、ドラマ関係機関との調整は県で行います。 

（1）イ 特設ウェブサイトの構築について SNS 連

携を記載がありますが具体的に連携を想

定している SNS アカウント等があればご

教示ください。 

下記のいずれかで想定しています。 

（滋賀県公式） 

Facebook 

https://ja-jp.facebook.com/pref.shiga/ 

Twitter 

@watan_shiga 

（滋賀・びわ湖観光情報 公式） 

Facebook 

https://www.facebook.com/biwaichi.shiga/ 

Twitter 

@siga_biwako 

（1）ウ 制作サイズ（A4 判）の提案は可能か。可

能な場合、配慮すべき事は。（ex.紙面の総

ボリュームが仕様と乖離しない） 

仕様書では、A4 判、16 ページを想定している

ことを踏まえ、当該プロポーザルで提案してく

ださい。 

（1）ウ 出演者の画像素材などは使用不可能とい

う認識で間違いないか。 

認識のとおり、出演者の画像素材などは使用で

きません。ただし、事業の中でドラマ関係機関

から素材提供の許可が出た場合はこの限りで

はありません。 

（1）ウ 『スカーレットの舞台となった滋賀県』と

いったような表現は可能か。 

スカーレットの舞台地が滋賀県および該当す

る自治体であることは事実であるため、可能と

考えています。 

（1）ウ ポスター・ガイドブックについてドラマと

タイアップすることはありますか。 

条件が整い、事業の効果が最大限見込まれるの

であれば可能性としてあり得ます。 

（1）ウ ドラマに即した素材などは提供できるも

のはありますか。 

権利関係等が処理できたものは県から提供し

ます。 

（1）ウ ポスターの掲出先、無償掲載していただけ

るところはありますか 

県内各市町や観光協会への配布と合わせ、県内

の物産販売所等で掲出予定です。 

（1）ウ ガイドブックはどのように配布しますか 県内の観光案内所や主要なスポット等で配布

する予定です。 
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（1）ウ ポスター・ガイドブックについてドラマ放

映を生かしてとあるが、ドラマに関する写

真素材などを県から頂けるのか。 

県が著作権を持つもの、市町等から提供を受け

た写真素材は提供します。その他、より魅力的

な資材にするために新たに必要な写真が必要

である場合は、当該委託業務の中で撮影いただ

きます。 

（1）ウ ポスターの掲出場所は、どのようなところ

をお考えでしょうか。 

 

下記を想定しています。 

・県関係機関 

・県が主催する各イベント（県内外） 

・県内市町・県内観光協会 

・県内宿泊施設、お土産店など 

（1）エ 日本橋プラザビルイベントスペースの利

用料（22 万円）は、委託費に含まれるか。 

委託費に含まれています。委託費の中から支払

いいただきます。 

（1）エ ドラマ関連のトークショーやパネル展の

実施調整（ex.ドラマや地域関係者の招聘）

に、県や関係団体の協力を得られるか。 

委託者として協力します。ただし、招聘に要す

る費用は本事業で負担してください。 

（1）エ 日本橋イベ ントスペースの利用料

￥220,000-は単日の費用なのか。 

9 月 12 日、13 日の両日の利用料です。 

（1）エ 首都圏でのプロモーションについて、特別

な運営の要件や開催時間の指定はありま

すか。 

受託者側で運営可能な内容とし、当該プロポー

ザルで提案してください。 

（1）エ 1 月「ここ滋賀」でのイベントについて開

催期間の想定はありますか。 

1、2 日間を想定していますが、当該プロポー

ザルで提案してください。 

（1）オ キャラバン隊が新聞社等メディア訪問を

したこと自体を掲載化させることが目的

である「メディアキャラバン活動」のこと

を指すのか。 

それとも、例えば都内プロモーションイベ

ントの当日取材を対面で依頼するなどの

活動も「訪問プロモーション」と捉えて良

いのか。 

お示しの例は、どちらもプロモーションの範囲

内と考えますが、単に当日取材の依頼に終わる

ことなく、一連の取組を県外メディアに対して

売り込む機会であることから、実施に際しては

創意工夫を求めます。 

（1）オ 「3エリア以上で6回以上実施」とあるが、

「6 回以上」というのは「6 媒体以上」と

いう捉え方で良いか。 

同じ媒体を複数回プロモーションすることを

否定するものではありませんが、6媒体以上が

望ましいと考えます。 

（1）オ 「4 名程度で行う」とあるが、4 名の内に

委託側責任者は含まれているか。 

4 名のうちに委託側の担当者（責任者とは限ら

ない）を含みます。 
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（1）オ 旅費交通費の負担は、事業者側だけでしょ

うか、委託者側分も負担でしょうか。 

委託者（県）側の交通費を負担いただく必要は

ありません。 

（1）オ 滋賀県観光大使や、ゆるキャラなどの同行

を想定する場合謝礼や交通費は本予算内

でしょうか。 

原則として、本委託業務で負担いただくことに

なります。 

（1）オ メディア掲載の際、「読者プレゼント」が

必要となる場合は予算外でしょうか。 

原則として、本委託業務で負担いただくことに

なります。 

（2）ア プロモーショングッズの配布場所や対象

はどのように考えていますか。 

首都圏でのプロモーション等での配布を想定

しています。 

（2）イ 販売施設等での販売機会創出は、すでに許

可を得ているような施設はありますか。 

ありません。今後の交渉、調整となります。 

（2）イ 集客施設での販売機会の創出について 

商品の納品は 1 回限りの買い取りでも良

いか。 

買取、委託販売等の指定や回数指定は行いませ

ん。企画提案の中では、商品販売の規模感や展

開期間がわかるようにお願いします。 

（2）イ ロゴ利用に関する説明会の開催場所は指

定がありますか。 

現時点で想定している場所はありません。 

（3） イベントによる誘客促進における PR チラ

シの配布は委託者側で実施するというこ

とでよろしいですか。 

委託者側で実施します。配布する場所や枚数は

今後調整します。 

（3） 出演者の選定や交渉については謝金など

も必要でしょうか。 

当該プロポーザルで提案してください。 

（3） イベントにおけるパネル製作等も受託者

が制作すればよろしいのでしょうか。その

際の枚数や内容の指定はありますか。 

本業務のイベント実施にかかる経費は、委託費

で負担いただきます。 

ただし、ドラマ関係機関との調整の上で、ドラ

マ関連のパネル展示を同時に行う場合、そのド

ラマ関連のパネル作成費は、この限りではあり

ません。 

 

（3） イベントにおける現地探訪ツアーはツア

ー造成ということでしょうか、また、イベ

ントの来場想定人数はありますか。 

イベントでの現地探訪ツアーとは、例えば、徒

歩でドラマ関連の場所や、信楽もしくは滋賀の

魅力を体験できる場所を訪れるようなツアー

を想定しておりますが、ツアー造成を否定する

ものではありませんので、自由に提案くださ

い。また、来場想定人数の想定は特にありませ

ん。当該プロポーザルで提案してください。 

 



5 
 

（3） 開催場所の利用料は見積額に算入する必

要はありますでしょうか。 

会場費として見積もりしてください。なお、複

数の会場候補地を検討している場合は、それら

会場費のバラツキを踏まえ、妥当な金額を判断

し、見積もりしてください。 

実施要領 予定価格は消費税８％記載だが、事業終了

（請求）時に増税している場合、差額分を

上乗せして請求できる認識でよいか。 

増税された場合は、その増税分を上乗せし、変

更契約します。 

実施要領 見積書について、10 月以前に納品のもの

と以降のもので８％と１０％に分ける必

要はありますか。 

一括の委託業務であり、現時点ではすべて８％

としてください。 

実施要領 実施要領にて提出期限が令和元年 5 月 28

日（月）となっておりますが、5 月 28 日

（火）ということでよろしいでしょか。 

5 月 28 日（火）です。 

作成要領 企画提案書について 

縦書きの場合、図面やデザインページ等を

A３版で折込んで製本することは可能です

かその場合２ページ換算となりますか 

A3 版を織り込んで製本することは可能です。

その場合２ページ換算となります。 

作成要領 業務体制図も 12 ページの中に含みます

か。 

含みます。 

作成要領 「企画書の上限は 12 ㌻(表紙は除く)」と

ありますが、2‐(2)イでは「企画書の上限

10 ㌻に含まない」とございます上限はど

ちらでしょうか。 

企画書作成要領の 2‐(1)で「企画書の上限は

12 ㌻(表紙は除く)」です。 

作成要領 「企画書のページ上限は 12 ページ（表紙

は除く）」とありますが、２（２）その他

には、「企画書のページ上限 10ページを含

まない」とありますのでどちらに合わせた

らよろしいでしょうか。また、企画書の正

にも会社名、住所などを表示しなくてよろ

しいのでしょうか。 

 

企画書作成要領の 2‐(1)で「企画書の上限は

12 ㌻(表紙は除く)」です。 

また、企画書の「正本」であっても会社名等の

表示はしないようにお願いします。 

作成要領 ２（２）イについて「類似の調査・分析業

務を行った実績がある場合」とあります

が、これは、様式３の「スカーレット放

映を活かした滋賀の魅力発信事業業務委

託同種業務実績調書」でよろしいでしょ

うか。また、様式 3 の書式を横サイズに

変更してもよろしいでしょうか。 

 

 

当該魅力発信事業に記載している業務につい

ては、同種業務実績調書に記載してください。

記載事項に漏れがなければ様式を横に変換し

ていただくことは差し支えありません。 
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同種業務実

績調書 

提案事業者と作業を協業する会社が持つ

実績については調書に書くべきでしょう

か。自社のものだけでしょうか。自社で実

績が無い場合、または少ない場合、提案に

参加できないのでしょうか。 

契約書（案）に示すとおり、あらかじめ委託者

に対して書面により申請を行い、承認を受けた

場合は、当該業務の一部を第三者に委託し、ま

たは請け負わせることができます。 

実績調書に記載する場合は、自社と協業事業者

それぞれの実績が分かるよう区別して表記し

てください。 

提案への参加要件は、公募型プロポーザル実施

要領に示すとおりです。 

 

同種業務実

績調書 

同種業務実績調書について、首都圏プロモ

ーションや、メディア訪問事業などの業務

も掲載可能ですか。 

当該魅力発信事業に記載している業務につい

ては、同種業務実績調書に記載してください。 

 


