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西部防災センターにおける災害VR製作業務委託 企画提案募集要項 

 

１ 企画提案募集の目的 

  本業務は、県民の防災意識を高め、自助・共助の取組を促進するため、VR（仮想現実）に  

より災害現場を疑似体験できる映像機器を製作し、千葉県西部防災センターに整備すること

を目的とします。 

   

２ 募集対象事業 

 （１）名称 

    西部防災センターにおける災害VR製作業務 

 （２）履行期限 

    令和２年３月２５日 

 （３）事業の概要 

    災害VR機材の製作及び関連業務 

 

３ 業務委託契約の上限額 

  １０，０００，０００円（消費税額及び地方消費税額を含む。ただし、消費税率及び地方  

消費税率を合わせた率は１０％とすること） 

   

４ 応募資格 

  次の要件を全て満たす法人とします。 

 （１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない   

者であること。 

 （２）「平成３０・３１年度版物品等入札参加業者適格者名簿」に委託業者として登録され、

又はこの募集要項で定める企画提案書の提出期限日までに登録される見込みであること。 

 （３）募集開始の日から審査終了の日までの間に、千葉県の物品等一般競争入札参加者及び 

指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれない

こと。 

 （４）募集開始の日から審査終了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止

等基準（昭和５７年１２月１日制定）に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る  

暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 
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 （５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条   

第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する者 

若しくはそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

 （６）宗教活動や政治活動を主たる目的とした者でないこと。 

 （７）特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした    

者でないこと。 

 

５ 委託業務の内容 

  別紙１「西部防災センターにおける災害VR製作業務委託仕様書」のとおり 

 

６ 応募方法等 

 （１）提出物 

     表紙 ・・・企画提案書 

     様式１・・・企画提案概要説明書 

     様式２・・・業務スケジュール 

様式３・・・業務実施体制 

     様式４・・・法人の概要 

様式５・・・経費見積書 

 （２）提出部数 正本１部、副本１０部・ＣＤ－Ｒ１枚 

 （３）提出期限及び提出方法 

    令和元年８月２６日（月）午後５時必着（郵送の場合も同様。） 

    提出先に直接持参又は郵送（FAX又はメールでの提出は不可）。 

 （４）提出先 

千葉県防災危機管理部 防災政策課 地域防災力向上班 

「西部防災センターにおける災害VR製作業務」担当宛て 

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 

 

７ 企画提案の審査 

 （１）審査方法 

    審査は、別に定める審査委員会を設置し、提出された企画提案書を基に次により行いま

す。 
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    なお、審査は非公開で行います。 

   ア 審査方法は、企画提案書の内容及び提案者からのプレゼンテーション・質疑応答を 

踏まえて、当該提案者の企画提案能力及び実施能力等を総合的に審査し、審査委員会の

各委員の合計点が最も高い提案者を業務委託候補者として選定します。 

     なお、応募事業者が多数の場合には、事務局の書面審査により、プレゼンテーション・

質疑応答を行う者を選定することがあります。 

   イ 合計点が同点の場合にあっては、所要経費の低い企画提案を上位とします。 

   ウ 上記イにおいて所要経費が同額の場合にあっては、審査委員会の審議により選定  

します。 

 （２）審査委員会 

    審査委員会は、令和元年９月４日（水）に開催予定です。 

 （３）評価基準 

    企画提案書の審査に係る評価基準は、別紙２「企画提案書の審査に係る評価基準」   

のとおりです。 

 （４）選考結果の通知 

    選考後、速やかに結果を各提案者に通知します。 

    なお、業務委託候補者が、上記４に規定する応募資格の要件を満たさないことが判明 

した場合は、その者とは契約の締結は行いません。この場合においては、最終評価点が 

次点の者を業務委託候補者とします。 

 （５）その他 

    プレゼンテーション会場には、パソコン、プロジェクター、スクリーンを用意して   

います。プレゼンテーションに必要なデータをＵＳＢメモリ等に保存して持参して  

ください。 

    また、デモ機による実演を行うことも差支えありませんが、必要な機器は持参してくだ

さい。 

 

８ 提案の無効に関する事項 

提案者が次のいずれかに該当するとき、その者の提案は無効します。 

 （１）応募資格のない者が提案したとき 

（２）所定の期限及び提出先に提案書を提出しないとき 

（３）同一の企画提案募集に対して、２以上の提案をしたとき 
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（４）同一の企画提案募集に対して、自己のほか、他人の代理人を兼ねて提案したとき 

（５）同一の企画提案募集に対して、２以上の代理人として提案したとき 

（６）経費見積書の金額に誤脱や判読しがたい記載をしたとき又は金額を訂正した見積りを

したとき 

（７）選考委員会を欠席したとき 

（８）上記（１）から（７）に掲げるもののほか、提出書類に不備や偽りがあるなど、千葉県   

防災危機管理部防災政策課が無効であると判断したとき 

 

９ 契約締結等 

 （１）契約の締結 

    業務委託候補者と、提案された企画内容をもとに委託業務内容について協議をした後、

委託契約を締結します。 

 （２）契約保証金 

    契約に当たっては、千葉県財務規則（昭和３９年千葉県規則第１３号の２）第９９条  

第１項により、契約金額の１００分の１０以上を契約保証金として千葉県に納めて  

いただきます。 

    なお、契約保証金の納付が免除される場合があります。 

 

１０ その他注意事項 

 （１）企画提案に必要な費用は、各提案者の負担になります。 

 （２）提出された企画提案書及びＣＤ－Ｒは返却しません。 

 （３）企画提案、契約その他の手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び  

日本国通貨とします。 

 （４）今回企画提案いただいた内容は、契約締結後、製作の過程で見直しを求めることがあり

ます。 

 （５）業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることは    

できません。 

 （６）提出された企画提案書は、委託事業者の選定以外の目的に使用することはありません。 

 （７）提出された企画提案書に対する情報開示請求があった場合には、千葉県情報公開条例 

（平成１２年千葉県条例第６５号）に基づき開示することがあります。 

 （８）提出された企画提案書は、必要に応じて複写することがあります。 
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    なお、書類の使用目的は、県庁内及び審査委員会での検討に限ります。 

 

１１ 現地説明会の開催 

   令和元年８月７日（水）に千葉県西部防災センターで現地説明会を開催します。参加を希

望される場合は、令和元年８月２日（金）午前１０時までに、別紙３「現地説明会参加申込

書」により御連絡ください。 

   なお、現地説明会に出席しない場合も、本件への応募は可能とします。 

 

１２ 質問の受付及び回答 

本件に関する質問については、電子メール又はFAXで受け付けます（FAXの場合は、受信

を電話により確認すること）。 

質問は、E-mail 又は FAX により、質問書（企画提案書様式６）により提出願います    

（電話によるお問合せには回答いたしません。）。 

なお、質問のあった事項とそれに対する回答は、県ホームページに掲載します。 

【提出先】 

  千葉県防災危機管理部 防災政策課 

  〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 

  E-mail bousai9@mz.pref.chiba.lg.jp 

   F A X 043-222-5208 

 【質問の提出期限】 令和元年８月１６日（金）午後５時 

 

１３ 千葉県西部防災センター施設等の概要 

   千葉県西部防災センターの施設及び災害VRを配置する視聴覚室の概要は、別紙４「千葉

県西部防災センター施設等の概要」のとおりです。 

   →別紙４「千葉県西部防災センター施設等の概要」 
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別紙１ 西部防災センターにおける災害ＶＲ製作業務委託仕様書 

 

１ 概要 

西部防災センターに設置する災害VR製作業務委託について、その仕様を示すものである。 

 

２ 想定する使用方法 

（１）西部防災センターでは、参加者はツアー形式（定員２０名）により、インストラクターの

説明を聞きながら館内を巡回し、地震や風水害等の体験をしており、このツアーの一環で、

本件VRを体験することとする。 

（２）本件VRの体験場所は、１階の視聴覚室内とする。 

（３）視聴覚室内では、体験者は所定の座席に着席した状態でVRの体験を行う。 

（４）体験を開始する際は、インストラクターの指示及び介助のもと、ヘッドマウントディスプ

レイ（以下「HMD」という。）を装着する。 

（５）装着後、インストラクターの指示又は操作により、HMDによる動画再生を開始する。 

（６）体験終了後、インストラクターの指示及び介助のもと、体験者はHMDを外し、インストラ

クターがHMDを回収する。 

（７）体験者以外のツアー参加者向けに、視聴覚室のスクリーン等の既存の設備を利用しても差

し支えないものとする。また、本委託契約により、その他の設備を追加することも差支えな

いが、その費用は受注者の負担とし、当該費用は本委託契約の金額に含まれるものとする。 

（８）西部防災センターのほか、啓発イベント等に出向き、体験させる場合もある。 

 

３ 機材の仕様 

HMDを主体とし、操作用PC等付随する機器を含むものとする。 

（１）HMDの仕様 

・VRを含む映像を再生するのに十分な処理能力を有したものであること。 

・HMD で画像処理を行い、PC との間でケーブルによる有線接続を必要としないものである  

こと。 

・ヘッドホンを含むものであること。 

（２）その他の機器の仕様 

・HMD の遠隔操作を行なおうとする場合等、操作用 PC が必要な時は、十分な性能を有する機

材とすること。 
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・納入する機材のうち少なくとも５台は、防災イベント等に出向いた際に、操作用PCを介さ

ずHMD又はその代替機のみで運用することもできるようにすること。 

・HMDの充電器等、通常の運用をするのに必要な付属品を併せて納入すること。 

 

４ 映像の仕様 

（１）製作条件 

・津波編及び豪雨編の２本を製作すること。 

・各編は２分から３分間程度の長さとすること。 

・いわゆるVR酔いを防止するために必要な技術的な処理を施すこと。 

・各編のシナリオは独立させ、再生する際はどちらかを選択して再生することができるように

すること。 

（２）シナリオ 

シナリオにおける製作条件は以下のとおりとし、その他シナリオの詳細については、提案

者からの企画提案による。なお、次の点に留意して製作すること。 

・災害を疑似体験することにより、体験者に対して発災時の早期避難等の行動を促すこと

を目的とする。 

・シナリオ上で題材して取り上げる被災地域は、場所を特定できない架空の地域とする。 

ア 津波編 

・沿岸地域で地震に見舞われた者が、津波の危険性を認識し、海から遠い方へ避難するシ

ナリオを標準的な構成とするが、詳細は企画提案による。 

・地震の発生から津波の襲来までの時間は、映像の長さを考慮して、実際の襲来予測時間

から短縮して差し支えないものとする。 

イ 豪雨編 

・豪雨に遭遇した者が、浸水等の危険を認識し、水平避難又は垂直避難をするシナリオを

標準的な構成とするが、詳細は企画提案による。 

・題材として選択した被災場所（自宅や外出先、都市部や山間部等）に応じた災害の危険

性を理解できるようにすること。 

 

５ 納入数量 

 下記の対象者毎に、１０人以上が同時に体験することができる構成とし、それに必要な機材

一式を納入すること。 
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対象者 使用する機材 

採用するHMDの対象年齢以上の者 HMDによる 

採用するHMDの対象年齢未満の者 年齢にふさわしいHMDの代替機器による 

 

６ 特許権等の取り扱い 

（１） 特許権等の帰属 

ア 本委託業務の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等（以下、併せて「発明

等」という。）に係る特許権その他の知的財産権及びノウハウ等に関する権利（ただし、

次項に規定する著作権を除く。以下「特許権等」という。）は、当該発明等を行った者が

属する当事者に帰属するものとする。 

イ 受注者は、前項に基づき特許権等を保有することとなる場合、県（県が使用を認めた者

を含む）が本件VR機材を使用するのに必要な範囲において、当該特許権等の通常実施権

を許諾するものとする。 

ウ 前項に規定する許諾の対価は、本委託業務の契約金額に含むものとする。 

（２） 著作権の帰属 

ア 本委託業務の過程で生じた著作権（プログラム及び映像に係るものをいい、著作権法第

２７条及び２８条に規定する権利を含む。）は、第三者が従前から保有していた著作物の

著作権を除き、受注者に帰属するものとする。 

イ 受注者は、本件VR機材に係る著作物のうち自己が著作権を持つもの及び前項により自

己に帰属するものについて、県（県が使用を認めた者を含む）が本件VR機材を利用でき

るように利用許諾し、これについて著作者人格権を行使しないものとする。 

ウ 前項に規定する許諾の対価は、本委託業務の契約金額に含むものとする。 

 

７ その他 

本件災害 VR を納入する際は、操作説明書及びインストラクター向けの解説シナリオを  

製作し、併せて納入すること。 

また、西部防災センターにおいて、県の担当職員及び西部防災センターの施設管理者に  

対して、実際の機材を使用した操作説明を実施すること。 
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別紙２ 企画提案書の審査に係る評価基準 

評価項目 評価基準（着眼点・評価ポイント） 

１ 企画提案内容 

（１）基本的な考え方 

①災害VR機材を整備する目的を理解しているか。 

②水害及び津波の特性をVRにより表現することができるか。 

③VRの特徴を活かし、県民に対し効果的な啓発を実施できるか。 

（２）VR映像について 

①県民に対するメッセージは明確か 

②津波について、地震後の津波の襲来を体験させることなどにより、内陸方向

への早期避難等を促すものとなっているか。 

③水害について、浸水状況等を体験させることなどにより、早期の避難等を促

すものとなっているか。 

④内容が単に娯楽的なもの又は恐怖心を抱かせるものとなっていないか。 

⑤体験者の安全性（VR酔い等）に考慮しているか。 

（３）VR機材について 

①VR映像を体験するのに十分な性能を有しているか。 

②多数の者が利用することに相応しい耐久性があるか。 

③子ども用機材は、対象年齢に応じた機材を選択しているか。 

（４）災害 VR の運用方法に 

ついて 

①西部防災センターの運営方法（ツアー）を理解した運用方法となっているか。 

②ツアーの際に、１０人程度が同時に体験することができる工夫がなされてい

るか。 

③操作方法は、過度に複雑なものではないか。 

２ 事業推進・運営体制 

（１）業務推進能力について 
①他の自治体、公的機関、民間企業等において業務受託実績は十分か。 

②法人の経営状況は良好か。 

（２）運営体制について 
①事業実施体制（技術力、開発力）は十分か。 

②再委託がある場合に、再委託先や再委託する業務内容は適正か。 

（３）事業費の積算 

①事業費予算の範囲内で必要な経費が適切に見積もられているか。 

②見積金額の算定根拠や内訳が具体的に示されているか。 

③適正な算出方法であり、金額は妥当か。 
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別紙３ 

令和元年  月  日 

千葉県防災危機管理部 

防災政策課長 様 

 

現地説明会参加申込書 

 

 西部防災センターにおける災害VR製作業務に係る現地説明会に参加します。 

法人名  

所在地  

担当者名  

電話（内線）  

ＦＡＸ  

E-mailアドレス  

参加者職氏名  

希望する時間 午前 午後  時  分から 

※ 参加人数は、２名程度でお願いします。 

所要時間は、３０分程度の見込みです。 

【提出先】 

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 

千葉県防災危機管理部防災政策課 

地域防災力向上班 髙橋 

E-mail bousai9@mz.pref.chiba.lg.jp 

電話  043-223-3405 

FAX   043-222-5208  
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別紙４ 千葉県西部防災センター施設等の概要 

 

１ 施設の概要 

（１）名称 千葉県西部防災センター 

（２）所在地 千葉県松戸市松戸５５８－３ 

（３）施設の沿革  

火災・地震・暴風雨などの災害の疑似体験を通して、広く県民に対し防災意識の普及・啓

発を図る展示・体験学習施設として、また、大規模災害時における応急資機材の備蓄及び搬

送基地としての機能を備えた施設として、平成１０年６月に開館した。 

（４）開館時間及び休館日等 

開館時間 午前９時から午後４時３０分まで 

休館日 火曜日（祝日の場合はその翌日） 年末年始（１２月２８日から１月４日） 

（５）施設利用者数           （単位：人） 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

３５,２９８ ３９,７６６ ４２,６４０ 

 

２ 視聴覚室の概要 

（１） 面積 

約１２２㎡（約９ｍ×約１３.５ｍ） 

（２） 設備 

座席数：８５席（固定席：８３席 車いす席：２席） 

備付スクリーン及び映写装置 

（３） 図面 

別紙５のとおり 


