
質問１ 

受入テストが 8 月 7 日から 8 月 28 日で、公開（本運用）が 8 月 29 日とありますが、

App Store へのアプリの公開までは審査する時間がかかります。どの時点で審査申請を

出すことを想定されているのでしょうか？ 

仮に受入テストで不備などが見つかった場合には、公開日に間に合わない可能性もあり

ます。これらは、App Store の方で判断されることなので、受注者側では、日程を制御

できるものではありません。公開日を事前に設定することは、困難なように思いますが、

そのような場合、どうなるのでしょうか？ 

回答１ 

審査申請をする時期は、札幌市では想定しておりませんので受注者側で任意の時期に申

請をお願いします。 

受入テストは、8 月 7 日時点でのバージョンで実施します。8 月 7 日以降、バージョン

変更があった場合は随時更新してテストを実施します。 

公開日は、訓練での利用や広報等の様々な予定を事前に準備しますので 8 月 29 日とし

ます。日程に余裕をもった審査申請をお願いします。 

質問２ 

「アプリケーションの機能等」で４ページの（４）表示情報（機能）−（エ）その他の災

害情報 

の項目について、「現在地」を把握するためには、アプリが起動していることが条件にな

りますが、それで良いのでしょうか？ 

バックグラウンドで位置情報をサーバーにアップすることは可能ではありますが、アプ

リの制限上、３０分〜１時間前の位地情報になるので、「現在地」ではなくなる可能性が

高いですが、それでも良いのでしょうか？ 

仮にバックグラウンドで位置情報を確認する場合、電池消費量がかなり見込まれます。

防災アプリということではふさわしくないように思いますが、如何でしょうか？ 

回答２ 

現在地の把握は、アプリが起動していることが条件で問題ありません。 

質問３ 

アプリの全体サイズは、ダウンロードの利便性を考慮して 100ＭＢ以下とされています

が、データ容量等の制限は、何かあるのでしょうか？特にオフライン地図データの縮尺

によっては、データ容量が相当な規模になるものと予測されます。想定されているサイ

ズの制限があるのでしたら教えてください。また、地図の縮尺においても想定されてい

る縮尺があるのであれば教えてください。 

回答３ 

アプリ全体のデータ容量の制限はありません。また、オフライン地図の縮尺も指定はあ

りませんが、アプリ利用者が避難所への道路がわかる程度まで拡大できることとし、デ

ータ容量が大きくなる場合は、追加ダウンロードや保存できる地図データ数（量）に制

限を設ける等により対応をお願いします。 
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質問４  

【４ 業務内容】（１）イ、（３）アプリ公開、（４）運用保守 に関連して、期間内には

際限なくバージョンアップをするという意図に読み取れますが、OS のバージョンアッ

プとは iphone/ android のマイナーバージョンアップ毎でしょうか？OS を提供する各

メーカーの不確定な回数のバージョンアップはどの程度想定されておりますでしょう

か？ 

回答４ 

契約期間内の ios と Android のバージョンアップに対応してアプリの更新をお願いし

ます。Android の端末メーカーのバージョンアップの回数は、想定できかねますが、過

去の例を参考にしますと Android のバージョンアップは半年に一度程度ですので、そ

れに沿ったものと想定しております。 

質問５  

提出書類に、初年度保守費の参考見積や次年度保守費の参考見積が含まれていますが、

例えば OS 対応・障害対応・機能修正随時・データ更新（5 回以内）と考えて 10 回程

度のバージョンアップを想定とする、など前提として作成してもよろしいでしょうか？ 

回答５ 

導入費・初年度保守費の参考見積は、提案説明書にあるすべての業務にかかる費用を前

提とし作成をお願いします。 

質問６  

【４ 業務内容】（２）アプリのデータ形式は広報に転用する場合どのような内容・フ

ァイル形式となりますでしょうか？また、アプリに提供されるデータ形式はどのような

内容・ファイル形式となりますでしょうか？ 

回答６ 

アプリの広報では、以下のとおりお願いします。 

内容：アプリのトップ画面や主な表示情報（避難情報、避難所設置情報、地図での自位

置と避難所の表示、多言語へ変換された画面等） 

ファイル形式：PNG24 

提供するデータは、以下のとおりです。 

避難所：避難所の名称、緯度・経度、郵便番号、住所、指定緊急避難場所の指定の有無

（例：洪水災害○、土砂災害―（対象外）、地震災害○、大規模な火事○） 

ハザードマップ（レイヤー情報）：土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域、地震防災マ 

ップ、液状化危険度図、建物全壊率図、津波浸水想定 

ファイル形式：shape 

※洪水ハザードマップ、中小河川ハザードマップは平成 29 年 8 月以降に国からデータ 

が提供のため、現在のところファイル形式は不明です。 

質問７  

利用者様向け・札幌市職員様向けマニュアルを作成する際のファイル形式は、予算に合

わせて受託側が決めてよろしいでしょうか？利用者様に向けて今後の啓発活動予定等

ございましたらご教示ください。 



回答７ 

マニュアル（動画を含む）のファイル形式に指定はありません。 

啓発活動は、テレビ等のマスメディアでの広報や防災訓練での利用を予定しています。 

質問８  

アプリ利用状況等報告書のユーザーの口コミ等とありますが、口コミの情報源はそれ

ぞれのアプリストアにあるレビュー以外に意図する箇所はありますか？ 

回答８ 

App store と Google Play Store 内の口コミを基本としますが、提案説明書にあるとお

り詳細は別途協議とします。 

質問９  

本防災アプリが対応する災害レベルはどの程度をお考えでしょうか？また、オフライ

ン時に GPS 機能等で位置情報取得とありますが、GPS による自位置の精度に誤差が

生じる場合があります。なるべく高精度を保ちますが、誤差につきましてはどの程度

まで許容されておりますでしょうか？ 

※建物内や地下などで精度に誤差がある可能性があります。 

札幌市市営交通の地下鉄内・商業施設・地下街で想定される災害レベルに遭遇される

被災者（外国人も含む）が、確実な自位置を把握するのに、精度が低くても許容範囲

となり得ますでしょうか？ 

回答９ 

札幌市の防災アプリは、利用者が必要とする場面において災害情報等を入手できるも

のを目的としていますので、災害レベルの程度は規定しておりませんが、一般的に利

用されると想定する災害は、気象注意報以上の発表や地震、国民保護等に伴う被害や

影響が考えられる事案となります。 

オフライン時の GPS の精度の誤差は、測位状況に大きく影響を受けますので指定はあ

りませんが、アプリ利用者へ「最大○○m の誤差の可能性がある」等の通知をする機

能があってもよいと思います。 

質問 10：提案説明書 4（3）アプリ公開 

（仮称）札幌市防災アプリとして無償公開するためには、札幌市様の Google 社および

Apple社への申請用情報（証明書を使用したデジタル署名等）が必要となりますが、そ

のアカウントは取得済みで、証明書等は貸与されるという認識でよろしいでしょうか。 

回答 10 

お見込みの通り、札幌市のアカウントは取得済みですので、アプリ公開の申請前に証明

書等を貸与いたします。 

質問 11：提案説明書 4（4）保守運用 

「軽微な機能修正を H29 年度は 5 回以内実施」とありますが、（仮称）札幌市防災アプ

リのバージョンアップを伴う機能修正となりますでしょうか。また、（仮称）札幌市防

災アプリのバージョンアップを伴う場合、保守費の範囲内でのご対応となりますでしょ

うか。 



回答 11 

前段及び後段ともにお見込みのとおり。 

質問 12：提案説明書 9（4）イ 自治体情報 

・避難情報（避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）） 

・避難所設置情報 

の配信について、「防災情報配信システム（一斉同報 ASPサービス）を利用すること。」

とありますが、この情報はメールで配信する以外に API等を通じて情報連携可能になっ

ておりますでしょうか。 

回答 12 

現在、防災情報配信システムはメール（テキスト）配信のみとなっており、API等の連

携はありません。 

質問 13：提案説明書 9（4）オ ハザードマップ 

・洪水ハザードマップ（最大浸水を表示）・・・平成29年8月以降にデータ提供 

のため契約期間内の更新で対応 

・中小河川ハザードマップ（最大浸水を表示）・・・同上 

とありますが、データ提供時期によっては、公開（本運用）開始時期（平成 29 年 8 月

29日）には実装されない場合があるという認識でよろしいでしょうか。 

回答 13 

お見込みのとおり。 

質問 14：提案説明書 10 （2）システム機能等 

「1分間に 1万通知が可能なシステムとすること」とありますが、前提条件によって左

右されることになります。前提条件については、受託後、別途協議という認識でよろし

いでしょうか。 

回答 14 

お見込みのとおり。 

質問 15 避難所設置情報について 

札幌市の防災情報配信システム（一斉同報 ASP サービス）は、どの様なインターフェ

ースになりますか。 

回答 15 

現在、防災情報配信システムはメール（テキスト）配信のみとなっており、API 等の連

携はありません。 

質問 16 ハザードマップについて 

レイヤー情報等はどのような形式で提供いただけるのでしょうか。 

回答 16 

shape での提供となります。 

質問 17 避難所リストについて 

避難所データはどのような形式で提供いただけるのでしょうか。 

回答 17 

Excel での提供となります。 



質問 18 アプリ公開について 

アプリ公開に使用する App Store／Google Play Store のデベロッパーアカウントは、

受託者側のアカウントでしょうか？ 

それとも、札幌市様のアカウントでしょうか？ 

回答 18 

札幌市でアカウントを取得済みですので、アプリ公開の申請前に証明書等を貸与いたし

ます。 

質問 19 提案説明書 2P スケジュールについて 

受入テスト期間は 8 月 28 日（月）までなっております。 

公開（本運用）8 月 29 日（火）は、ストア申請まで実施すればよいという理解でよろ

しいでしょうか。 

回答 19 

受入テストは、8 月 7 日から 8 月 28 日までとし、8 月 7 日は、その時点でのバージョ

ンでテストします。8 月 7 日以降、バージョン変更があった場合は随時更新してテスト

を実施します。 

8 月 29 日は、App Store 及び Google Play Store での公開の日ですので、日程に余裕を

もった審査申請をお願いします。 

質問 20 提案説明書 3P 企画提案のポイント(6)多言語について 

防災情報メールは何ヶ国語で配信されているか、またその言語をご教示ください。 

また、多言語にて配信している場合、自動翻訳エンジンは使用有無についてご教示くだ

さい。 

回答 20 

札幌市の防災情報配信システムは、現在日本語のみでの配信となっております。 

質問 21 提案説明書 4P 項目オ ハザードマップについて 

ハザードマップデータは提供とあるが。ai 形式のハザードマップか、または、Shape 

Data か？ 

また、災害別ハザードマップ別に両方のデータをいただくことは可能か？ 

回答 21 

ハザードマップ別に shape のみでの提供となります。 

 


