
質問回答書 

（件名：横須賀プログラミング“夢”アカデミー運営業務） 
No 資料名 頁 質問内容 

1 

仕様書 

 

 2 （イ）アカデミー生の募集 

「対象は未成年とする」とあるが、「未成年」のうち、実際に応募資格を

有する対象者の属性範囲（例：男女、学年、年齢 etc.）を特定する提案

は可能なのか。 

 

回答内容 対象の属性範囲については、未成年を想定しております。ただし、ご提

案の中で、本業務の目標達成のために、理由をもって特定の属性範囲に、

募集の力点を置くことは可能です。 

2 

仕様書 2  （イ）アカデミー生の募集 

（ウ）アカデミー生の選考 

（イ）で募集する人数、（ウ）で選考する人数（アカデミー生）について

は指定が無いという理解で良いか。 

どちらの人数も、本事業の目標を達成すること、コミュニティづくり、

予算等の観点から、提案するということで良いか。 

 

回答内容 （イ）で募集する人数については、ご提案いただく応募条件に基づき、

最大限の募集をしていただくことを想定しております。 

（ウ）で選考する人数（アカデミー生）については、本業務の目標を達

成する観点を重視しつつ、40 名前後を想定しております。 

3 

仕様書 

 

様式 5 

3 

 

2  

（カ）最先端で活躍する技術者との交流会の実施 

「市内ゆかりの企業等との調整は、委託者で行う予定であり」とあるが、

「市内ゆかりの企業等の技術者や国内外で活躍する技術者」の選定は、

委託者において行うということか。 

委託者において選定する場合、様式 5の「（6）最先端で活躍する技術者

との交流会の実施」の「②交流会の概要（想定する技術者、場所、時間、

内容等）」の「想定する技術者」については、何を提案すれば良いのか。 

 

回答内容 「市内ゆかりの企業等の技術者や国内外で活躍する技術者」の選定につ

いて、「市内ゆかりの企業等の技術者」の選定は委託者にて行います。市

外に拠点を持つ「国内外で活躍する技術者」の選定を含め、ご提案下さ

い。 

4 
仕様書 3 （キ）各取組におけるウェブ及び SNS 発信 

「既存のウェブサイト」について、具体的にご教示いただきたい。 

 

回答内容 「既存のウェブサイト」について、市サイト「すかりぶ」

https://www.sukalive.jp/ 

を想定しています。 

 



 

 

No 資料名 頁 質問内容 

5 

仕様書 3  （キ）各取組におけるウェブ及び SNS 発信 

「コンテンツを作成」とあるが、具体的にどのような業務を想定してい

るのか。 

掲載するテキスト、写真、ページのデザインを企画し、Web ページの作成

（HTML/CSS による作成）までも含むものか。 

 
回答内容 ご認識のとおりです。 

6 

仕様書 

様式 5 

3 

2 

（キ）各取組におけるウェブ及び SNS 発信 

（7）その他 ①ウェブサイトと併用する SNS 等の名称 

 

「使用する SNS 等の名称」とは、今回の事業のために新たに作成する SNS

アカウントの種別（サービス名）という理解で良いか。 

 
回答内容 ご認識のとおりです。 

7 

募集要領 4  ４（１）参加申込書等の提出 

エ 商業登記簿謄本、オ 納税証明書 については、原本の提出が必要

か、コピーの提出は不可か？ 

 
回答内容 写しと原本の両方をご提出下さい。 

8 

募集要領 4 ４（１）参加申込書等の提出 

オ 納税証明書（国税、神奈川県税及び横須賀市税に未納が無いことの

を証明する書類）について、弊社は神奈川県内、横須賀市内に事業所等

を有していないため、神奈川県税及び横須賀市税の納税義務が無いため、

「神奈川県税及び横須賀市税に未納が無いことのを証明する書類」につ

いては提出の必要がないという理解で良いか。 

 

回答内容 「神奈川県税及び横須賀市税に未納が無いことを証明する書類」につい

ては、「神奈川県税及び横須賀市税に未納がないことの証明書」又は、法

人市民税納税証明書（本店所在地自治体発行のもの）をご提出下さい。 

9 

募集要領 5 (1)④提出部数 

「社名の入っていないもの」とあるが、説明資料の中に画像や写真を入

れる際にロゴ等が入ることも不可という意味か。 

 

回答内容 提案者が判別できるようなロゴ等は、入れないでください。記載がある

場合は、マスキング等にてご対応下さい。 

10 仕様書 4 (1)指導者について 



 

 

募集要領 

 

 

5 

「アカデミー全体に活力を与え、活動を牽引する指導者」 

 

(2)③実施方法 

「プレゼンテーションは、（略）指導者が行うものとします。」 

 

上記の２点の記述の背景として、指導者に期待する役割・スキルをご教

示いただきたい。 

 

回答内容 プログラミングを教える知識や技術、経験とともに、資質や技術力に個

人差があるアカデミー生に対し、一人ひとりのプログラミングに対する

モチベーションを高め、維持できるような力量、それを裏付けるような

実績について、特に期待します。 

11 

仕様書 4 (1)指導者について 

「指導者を 1人以上配置」 

「指導者は、全てのアカデミーの活動において指導することを原則」 

とあるが、指導者を複数配置し、この者のうちいずれかが全てのアカデ

ミー活動において指導する体制でも良いということか。 

（全員の指導者が全てのアカデミー活動において指導することまでを求

めていないということか。） 

 

回答内容 中心となる同一の指導者１名については、全てのアカデミーの活動にお

いて指導することとしますが、やむ終えない事情等が発生した場合につ

いては、事前に委託者と協議の上、対応するものとします。 

12 

様式 5 1  「枚数は 30 枚程度」とあるが、「30 ページ」という意味か。 

両面印刷で 30 枚（60 ページ）でも良いということか。 

 

回答内容 両面印刷で 30 枚（60 ページ）でも構いません。 

枚数はあくまで目安として記載しております。ご提案内容を伝えるのに

必要十分なボリュームでご提案下さい。 

13 

様式 5 1  (2)アカデミー生の募集 

③④について、チラシ、ウェブページの「デザイン」とあるが、本事業

で実際に使うことまでを想定したデザイン（テキストまで含めたもの）

を示す必要があるか、それとも、デザインイメージ（例）を示すことで

も良いのか。 

 

回答内容 本事業で実際に使うことを想定した、タイトルや見出しを含めたデザイ

ンをご提案下さい（ただし、詳細についての文字情報は、必ずしも要し

ません）。また、実際に使う場合に想定しうる変更点等を記載の上、ご提

出下さい。 



14 

様式 5 1  (4)学習プログラム 

⑧について、「ウェブページのデザイン」とあるが、事業を受注した際に

想定されるデザイン作成作業（つまり、現在無いものを新たに作成する

作業）を提案段階で行うことを求めているのか。それとも、弊社で作成

している（つまり、弊社で作成可能である）既存の Web ページのイメー

ジを複数示すことでも良いのか。 

 

回答内容 本事業で実際に使うことを想定した、タイトルや見出しを含めたデザイ

ンをご提案下さい（ただし、詳細についての文字情報は、必ずしも要し

ません）。また、実際に使う場合に想定しうる変更点等を記載の上、ご提

出下さい。この点をご理解いただいた上で、貴社の作成している Web ペ

ージのイメージを活用いただくことは、構いません。 

15 

様式 5 2 （6）最先端で活躍する技術者との交流会の実施 

⑧について、「ウェブページのデザイン」とあるが、事業を受注した際に

想定されるデザイン作成作業（つまり、現在無いものを新たに作成する

作業）を提案段階で行うことを求めているのか。それとも、弊社で作成

している（つまり、弊社で作成可能である）既存の Web ページのイメー

ジを複数示すことでも良いのか。 

 

回答内容 本事業で実際に使うことを想定した、タイトルや見出しを含めたデザイ

ンをご提案下さい（ただし、詳細についての文字情報は、必ずしも要し

ません）。また、実際に使う場合に想定しうる変更点等を記載の上、ご提

出下さい。この点をご理解いただいた上で、貴社の作成している Web ペ

ージのイメージを活用いただくことは、構いません。 

16 

様式 5  2 (7)その他 

②の「市サイト『すかりぶ』とは下記のサイトか。 

https://www.sukalive.jp/ 
 

仮に上記サイトと異なるものを意図しているのであれば、正しいものを

ご教示いただきたい。 

 
回答内容 ご認識のとおりです。 

17 

様式 5 2 (7)その他 

②について、「ウェブページのデザイン」とあるが、事業を受注した際に

想定されるデザイン作成作業（つまり、現在無いものを新たに作成する

作業）を提案段階で行うことを求めているのか。それとも、弊社で作成

している（つまり、弊社で作成可能である）既存の Web ページのイメー

ジを複数示すことでも良いのか。 

 
回答内容 本事業で実際に使うことを想定した、タイトルや見出しを含めたデザイ

ンをご提案下さい（ただし、詳細についての文字情報は、必ずしも要し



ません）。また、実際に使う場合に想定しうる変更点等を記載の上、ご提

出下さい。この点をご理解いただいた上で、貴社の作成している Web ペ

ージのイメージを活用いただくことは、構いません。 

18 

様式 5 2 3「新たな都市魅力への取組みについて」の ③について、「「プレスリリ

ース」とは、委託者の名義で行うプレスリリースを想定しているのか。 

 

回答内容 原則として、委託者の名義でのプレスリリースを想定しております。た

だし、受託者の希望によっては、事前に内容等の調整を行った上で、対

応を協議することを想定しております。 

19 

様式 5 2 3「新たな都市魅力への取組みについて」の ③について、「ウェブページ

のデザイン」とあるが、事業を受注した際に想定されるデザイン作成作

業（つまり、現在無いものを新たに作成する作業）を提案段階で行うこ

とを求めているのか。それとも、弊社で作成している（つまり、弊社で

作成可能である）既存の Web ページのイメージを複数示すことでも良い

のか。 

 

回答内容 本事業で実際に使うことを想定した、タイトルや見出しを含めたデザイ

ンをご提案下さい（ただし、詳細についての文字情報は、必ずしも要し

ません）。また、実際に使う場合に想定しうる変更点等を記載の上、ご提

出下さい。この点をご理解いただいた上で、貴社の作成している Web ペ

ージのイメージを活用いただくことは、構いません。 

20 

様式６③ 1 業務に従事するスタッフの氏名を記入する欄があるが、メンターについ

ては、実際に受注が確定してから、参加する生徒の属性（性別・学年・

コース等）に応じて最適なスタッフをアサインすることを想定している。 

そのため、例えば、 

「総勢約◯名のメンターのうち、◯名を従事させることを想定」 

「メンターのスキルについては・・・という方法により担保している」

等の記載で代えさせていただきたいが、認められるか。 

 
回答内容 差し支えありません。 

 
 
 


