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項

番 

カテゴ

リー 

質問事項 回答 

１ 別紙２ 別紙２のドリーム抽選会の

回数が 300 から 500 と記

載されており、固定されて

いないのはなぜか。 

来場可能人数が現時点で不確定であるため、幅を持たせた回数としています。 

積算にあたっては、仕様書中別紙２に記載した物品数を見積もってください。 

２ 別紙３ 別紙３の“年間を通じて制作

するグッズ”は、開催毎に制

作するのか。 

年間を通じて１回制作してください。 

３ 別紙３ 別紙３中、佐々木竹見カッ

プと記載があるが、今年度

制作したグッズをご教示い

ただきたい。 

佐々木竹見氏の騎手服を模したマスクとカードを制作しました。ビジュアルは別添１

のとおりです。 

４ 別紙１ ビギナーズカウンター設置

及びドリーム大抽選会につ

いての実施については仕様

書に記載されております実

施日案の合計 7 回実施とい

う認識で宜しいでしょう

か。 

そのとおりです。ただし、新型コロナウイルスの感染拡大状況により、実施回数や内容

を変更する場合があります。 

５ 仕様書 独自提案については開催毎

に毎回実施するとあるが、

オンラインイベントを実施

仕様書に「基本線」と記載したとおり、より高い効果が期待できる場合は、継続性が認

められる範囲内で回数を増減することは差し支えありません。 
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する場合、開催期間内各 1

回実施する認識で宜しいで

しょうか。 

６ 別紙３ グッズ制作に関しまして、

単価の設定はございますで

しょうか。 

単価の設定を含め提案者に委ねますが、発注者が想定する単価等は別添２のとおりで

す。 

７ 仕様書 仕様書内に「達成すべき水

準」と記載がございますが

指標はございますでしょう

か。 

明確な指標は設定していませんが、必要に応じて提案者が目標値及び実施内容を設定

し、それを達成するための業務内容を提案してください。 

８ 別紙１ 最低 2 名は常駐させるとい

う意味で宜しいでしょう

か。 

そのとおりです。 

９ 別紙１ スタッフの人数は増やして

も良いでしょうか。 

差し支えありません。 

10 別紙１ 「ビギナーズカウンター」

「LINE お友達登録等」の

令和 1 年、2 年の実施内容

を 

お教えいただくことは

可能でしょうか。 

令和２年度は実施していません。令和元年度は別添３のとおりです。 
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11 別紙１ LINE お友達登録、現在

の人数と実施データ（実施

時の来場者数、参加者数な

ど） 

を頂くことは可能でしょう

か。 

令和元年度の実績ですが、各回 100 から 300 人程度参加いただいています。ただし、

令和元年度とは登録いただいた方に提供する商品などに差異があるため、単純な比較

ができないことに留意してください。 

現在の登録人数（アクティブユーザー）は 7,815 名です。 

12 別紙２ 抽選会の実施データ（実

施時の来場者数、参加者数

など）を頂くことは可能で

しょうか。 

以下のとおり参加者数を記載します。ただし、令和元年度は 5,000 円、3,000 円、

1,000 円の３コースがあり、単純な比較ができないことに留意してください。 

2019 年４月５日 参加者数 772 人 

2019 年５月 17 日参加者数 277 人 

2019 年６月 14 日参加者数 635 人 

2019 年７月５日 参加者数 668 人 

2019 年７月 23 日参加者数 589 人 

2019 年８月６日 参加者数 924 人 

2019 年８月 23 日参加者数 686 人 

2019 年９月６日 参加者数 726 人 

2019 年 10 月 25 日参加者数 540 人 

2019 年 11 月 22 日参加者数 547 人 

13 別紙３ LINE お友達登録、抽選会

場内で実施するという認識

LINE お友達登録はビギナーズカウンターと一体化して実施してください。なお、上記

業務の実施箇所までは指定していません。 
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でよろしいでしょうか。 

14 別紙１ ビギナー用や LINE お友達

登録のガイドブックやチラ

シはありますでしょうか。 

ビギナー用のガイドブック及び LINE お友達登録のガイドブックともにございますの

で提供します。 

15 別紙１ ビギナーズカウンターは、

セミナーなどせず、問合せ

時の対応業務のみの認識で

宜しいでしょうか。 

そのとおりです。 

15 別紙１ 賞品のデザイン案は必要で

しょうか。 

デザインまで提案に求めませんが、「年間を通じたグッズ制作のコンセプト」がわかる

資料を提出してください。 

16 別紙２ オリジナルティッシュの

「カラーラベル」挿入場所

は、外ポケットか中に入れ

るタイプどちらでしょう

か。 

指定はありません。 

17 別紙２ 提案時、賞品のデザイン案

は必ず必要でしょうか。 

デザイン案までは必要ありません。 

18 別紙３ 過去のグッズの金額を教え

て頂くことはでしょうか。 

・通常時:500 円から 1,000 円程度 

・ダートグレード時:5,000 円程度 

・佐々木竹見カップ:800 円から 2,000 円程度 

・年間を通じて配布するグッズ:800 円程度 
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で制作しています。 

19 別紙３ 通常の川崎競馬開催時に配

布するグッズと年間を通じ

て配布するグッズの違いは

何でしょうか。 

年間を通じて配布するグッズは、川崎競馬の所属騎手（騎手服）にスポットを当てたも

のを制作してください。 

通常の川崎競馬開催時に配布するグッズにその縛りはありません。 

20 別紙３ 障害サービス事業所と連携

しての制作とはどういうも

のでしょうか、また、川崎

競馬とどのようなことをし

ていましたか。 

神奈川県内に存在する障害福祉サービス事業所と連携してグッズを作成してください。 

なお、デザインそのものを委託することや、デザインしたグッズの制作を委託すること

など、障害福祉サービス事業所それぞれに得意な分野がありますので、受注者が障害福

祉サービス事業所と日頃からつながりがない場合は契約後発注者と協議してください。 

なお、神奈川県内の障害福祉サービスの取組に関しては、 

https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/（障害福祉情報サービスかながわ） 

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/1368/tomoniikiru/index.html（ともに

生きる社会かながわ憲章マッチングサイト）をご参照ください。 

なお、令和２年度の実績はミニゼッケン型ネームプレートの制作、印刷業務などです。 

21 別紙３ 提案時、通常の開始時 8

回・DG 時 5 回・年間 1

回 18 種類の全部デザイン

案は必ず必要でしょうか。 

または、賞品案だけでも可

能でしょうか。 

回答 17 をご参照ください。 

22 その他 様式 4 は、合計金額を記載 差し支えありません。 
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し、詳細は別紙でも問題な

いでしょうか。 

23 その他 様式４は、正本の 1 部に付

けるだけで良いのでしょう

か。 

副本を含め添付してください。 

24 その他 様式 3 は、各企画書に付け

るのでしょうか。正本分 1

部だけに付けるのでしょう

か。 

また、提案書内に記載はし

てはいけないのでしょか。 

提案内容を別紙で作成することは可能ですが、様式３は提案書の頭紙になりますので、

その場合も様式３は必ず提出してください。 

25 その他 実施後、使用している備品

を場内に置いておくことは

可能でしょうか。 

必要に応じて契約後発注者と協議してください。 

26 その他 来場者数の想定数をお教え

いただけますでしょうか。 

現時点では未定です。なお、直近に開場した 12 月開催では 1,800 人を上限に事前予

約または事前申し込みを受け付けていました。 

27 その他 来場者数は新型コロナウィ

ルスの感染状況にもよると

思いますが、来場者は制限

しての来場でしょうか。そ

の場合、何名を想定してい

現時点では未定ですが、来場者を限定しての入場になる可能性が高いと思われます。 
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ますでしょうか。 

28 その他 運営スタッフ用の衣装ブル

ゾンや T シャツ等の貸し出

しはありますでしょうか。 

貸出はありませんが一瞥してスタッフだと認識できるよう、統一した衣装を着用して

ください。 

29 その他 川崎競馬様では、場内に

て、キャッシュレス投票が

行えるカードなどは、あり

ますでしょうか。 

大井競馬の TCK プレミアムカード、船橋競馬のキャッシュレスメンバーズカード等を

想定されているのでしょうか。川崎競馬では当該サービスはありません。 

30 仕様書 別途発注している「令和３

年度川崎競馬広報業務委

託」で実施する内容内容と

重複しないように留意する

こと。 

（契約後、発注者が上記業

務の状況を確認しつつ、内

容に重複感がある場合は受

注者に対し実施内容の変更

提案を行うことがあるの

で、留意すること。）とあ

りますが、当該業務委託の

詳細はどこで確認すること

別添４のとおりです。 

なお、別添４中３(1)カに記載されているとおり、 

地方競馬に精通する MC や解説者をゲストに加えて買い目やレース情報を中心にトー

クする特番やJRAファンの中でも地方競馬未経験者や不慣れな方を対象に川崎競馬を

攻略するための特番に関しては「令和３年度川崎競馬広報業務委託」の提案項目に含ま

れているため、提案者の皆様におかれましては、上記内容とあまりに重複感のある提案

を行わないよう留意してください。 
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ができますか。 
 


