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公募要項中の表記に係る注意事項 

 

１ 用語の定義 

（１）公園施設管理許可 

 都市公園法（昭和 31年法律第 79号）第５条の規定により、申請に基づき公園管理者が

許可を与えることにより、都市公園内において、公園管理者以外の者が、都市公園の機能

増進等を目的に、公園施設を管理することができる制度をいう。 

（２）船舶検査 

 船舶の製造・設計段階から廃船に至るまでの間、船舶が航行するために必要な構造、設

備等が技術基準に適合しているか、船舶安全法（昭和８年法律第 11号）の規定に基づき

確認を行うことをいう。本事業で使用を想定している小型船舶（総トン数 20トン未満）

の検査と登録は、日本小型船舶検査機構が国の代行機関として実施している。 

（３）申請者 

 本公募要項の記載内容に基づき、プロポーザル参加申請書等、応募に必要な書類一式を

静岡市に提出した者をいう。 

（４）運航事業者 

 申請者が提出した企画提案書等及び実施したプレゼンテーションの審査・評価の結果、

事業実施が最も適切であると認められた者をいう。運航事業者として選定された者は、提

案した事業計画等に基づき本事業を実施する。 
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１ 目的 

  静岡市では、交流人口の増加や地域経済の活性化を目指し、「静岡市総合計画」に掲

げる５大構想のひとつである「歴史文化の拠点づくり」として、駿府城公園をはじめ、

地域の貴重な歴史文化資源の有効活用を図ることで、本市の魅力向上を推進している。 

現在、駿府城公園及び周辺の「お堀の水辺空間」は、石垣、水辺、櫓、桜が織りなす

魅力ある歴史景観を有し、本市の観光を代表するスポットとなっている。また、二ノ丸

御門跡地への休憩舎の整備、天守台の発掘、桜の名所づくり、追手町音羽町線の賑わい

空間創出、歴史文化施設の整備等、魅力向上に資する様々な取組みが実施されており、

今後、多くの利用が期待されている。 

  このような取り組みの一つである、駿府城公園を取り囲む特徴的な空間「二ノ丸堀」

を活用し、「魅力ある歴史的価値の高い石垣や櫓を水辺から見上げる」等の貴重な体験

を利用者に提供する駿府城公園お堀の水辺活用事業（通称：葵
あおい

舟
ぶね

事業）を実施する。 

事業実施にあたり、民間事業者の優れた企画力・経営能力等を活かして市民サービス

をより一層向上させることを目的として、運航事業者を公募型プロポーザル方式にて募

集する。 

 

２ 事業の概要 

  駿府城公園の周囲を取り囲む「二ノ丸堀」を活用し、遊覧船を活用した舟運事業を、

民間事業として実施する。事業は、「３ 施設等」に記載の船舶、乗降所を使用して行

うものとし、運営においては静岡市から補助金の交付を予定している。公募により令和

２年 12月下旬に運航事業者を決定し、約３か月の準備期間を経て、令和３年３月 20日

（土）から事業を開始することとする。 

運営状況等を勘案して補助金額等の見直しを令和６年度以降に予定する。現時点での

事業終期は令和 12年３月 31日と設定しており、その後については、運営状況や駿府城

公園の再整備状況等を考慮し継続可否等を検討していく。 

 

３ 施設等 

 （１）所在地 

     所 在 地 静岡市葵区駿府城公園１番１号 

     場  所 駿府城公園内（別紙１参照） 

 （２）施設の概要 

   ア 船舶 

     静岡市が所有する船舶２艘について、「物品借用申請書（様式１）」を提出し、

借用の許可を得ることとする。船舶の諸元等は別紙２を参照。 

     船舶は無償で貸し付けることを想定している。 

     なお現在の船舶検査有効期間は令和３年７月 15日（木）であるため、当該期
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間以降は運航事業者の負担により船舶検査を受けることとする。 

     上記の船舶に加え、運航事業者が調達した船舶を使用する場合は、事前に静岡

市と協議のうえ、都市公園法及び静岡市都市公園条例（平成 15年条例第 231

号）に則り許可を得ること。 

   イ 乗降所 

     駿府城公園内に、船舶を接岸する乗降所３箇所を静岡市が整備する予定。この

乗降所について、「公園施設管理許可申請書（様式２）」を提出し、管理の許可を

得ることとする。乗降所等の設置予定位置は別紙３を参照。整備は段階的に行

い、令和３年３月 15日（月）までに全ての施設の整備を完了する予定。 

また、現場スタッフが着替え、休憩等に使用する「事務所」を、運航事業者が

必要に応じて設置を希望する場合には、公園管理者と設置場所等について協議す

ることとする。 

     乗降所の管理に伴い静岡市都市公園条例第 17条に規定する使用料を市に納め

ることとするが、当面は、静岡市都市公園条例第 19条に規定する使用料免除の

対象とみなすことを想定している。免除の期限については、その後の運営状況等

を考慮のうえ協議により決定する。 

 

 （３）貸付許可及び管理許可の期間 

   ア 船舶 

     許可日から令和３年３月 31日（水） 

     更新する場合は、毎年度末に再度物品借用申請書を提出し、年度単位で借用の

許可を得ることとする。 

   イ 乗降所 

     許可日から令和３年３月 31日（水） 

     更新する場合は、毎年度の年度末に再度公園施設管理許可申請書を提出し、年

度単位で管理の許可を得ることとする。 

   上記ア、イともに、更新しない場合又は許可期間内で撤退する場合は、３箇月前ま

でに意思表示すること。また更新の終期は令和 12年３月 31日とし、終期以降の事業

実施については、再公募又は協議のうえ継続の可否を決定することとする。 

 

４ 応募資格 

 （１）許可期間中、円滑に運営を行う能力のある法人又は団体（以下「法人等」とい

う。）であること。 

（２）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こ

と。 

 （３）納税義務のある市税、県税及び国税に滞納がないこと。 
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 （４）会社更生法（平成 14年法律 154号）、民事再生法（平成 11年法律第 225号）、破

産法（平成 16年法律第 75号）に基づく再生又は破産等の手続きを行なっていない

こと。 

 （５）静岡市暴力団排除条例（平成 25年静岡市条例第 11号）第２条第３項に掲げる暴

力団員等、同条第２号に規定する暴力団員の配偶者（暴力団員と生計を一にする配

偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

次項において同じ）及び暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。 

 （６）別紙４のとおり、事業実施に必要な人員（小型船舶操縦者、安全統括管理者、運

航管理者、陸上保安員）を配置できること。 

 

５ グループで応募する場合の注意事項 

 （１）代表となる法人等を定めること。 

 （２）代表以外の法人等は、当該グループの構成員として扱う。 

 （３）グループを構成する全ての法人等が、「４ 応募資格」（１）～（５）を満たして

いること。 

 （４）単独で応募又はグループの代表として応募した法人等は、他のグループ応募の構

成員になることはできない。 

 （５）複数のグループにおいて、同時に構成員になることはできない。 

 （６）運航事業者の決定後、グループを構成する法人等の変更は原則認めない。ただ

し、静岡市が特に理由があると認める場合はこの限りではない。 

 

６ 応募手続き等 

（１）受付期間 令和２年 11月２日（月）から令和２年 12月４日（金）までの閉庁日を

除く毎日 

（２）受付時間 ８時 30分から 17時 15分まで 

（３）受付場所 静岡市葵区追手町５番１号 

        静岡市観光交流文化局観光・MICE推進課 

（静岡市役所 静岡庁舎 新館 17階） 

（４）提出書類 

  ア プロポーザル参加申請書（様式３） 

  イ 会社概要書（様式４） 

  ウ 暴力団排除に関する誓約書兼同意書（様式５） 

エ 委任状（グループ応募の場合のみ）（様式６） 

  オ 法人にあっては登記簿謄本、法人以外の団体にあっては、相当する書類（団体

名・所在地・代表者・役員等の記載があるもの） 

  カ 納付義務のある税に未納がないことの証明（完納証明書、納税証明書等） 
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キ 駿府城公園お堀の水辺活用事業企画提案書（様式７） 

  ク 提案概要（様式８－１から８－５） 

  ケ 収支計画（任意様式） 

   ※ オ及びカは、３箇月以内に発行されたもの 

   ※ ク及びケは申請者名が特定できないように作成すること 

（５）提出部数 

  アからキは各１部、ク及びケは 11部 

  グループ応募の場合、イからカは構成員の情報が網羅できるよう遺漏なく提出するこ

と。 

（６）提出方法 

  応募者が直接持参すること（郵送は不可） 

（７）現地見学会 

  駿府城公園において現地見学会（船舶・乗降所設置予定箇所ほか）を次の日程で開催

する。参加希望者は「現地見学会参加申込書（様式９）」を持参、郵送、電子メール又

は FAXにより令和２年 11月６日（金）17時までに提出すること。但し、電子メール又

は FAXで送信する場合はその旨を電話で連絡すること。 

  見学会は雨天決行、荒天中止とする。中止の連絡は、静岡市から見学会参加申込者へ

見学会前日までに電話により行う。 

  【見学会日程】※いずれかを選択すること 

   ① 令和２年 11月 11日（水）10時から 12時 

   ② 令和２年 11月 12日（木）10時から 12時 

   なお詳細については見学会参加申込者へ別途連絡する。 

（８）その他 

  ア 書類の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本通貨、日本の標準時及

び計量法（平成４年法律第 51号）に定める単位とするほか、専門用語には注釈を

付けるなど、分かりやすい表現で記載すること。 

イ 提出された書類に虚偽の記載をした場合は、無効とする。 

  ウ プロポーザル参加申請にかかる一切の費用は、申請者負担とする。 

  エ 提出書類の著作権は申請者に帰属し、提出書類は、審査・選定の用途以外に、申

請者に無断で使用しないものとする。 

  オ 受理した書類は返還しない。 

  カ 提出期限以降における関係書類の追加、撤回、差し替え等は認めない。 
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７ 運航事業者の選定方法 

  選定は、プロポーザル（企画提案型）方式による競争とし、競争に参加する申請者よ

り提出される企画提案書等の提案内容についてプレゼンテーション審査を実施する。 

（１）プレゼンテーション日程 

令和２年 12月 14日（月） 

 （２）時間配分の目安 

   プレゼンテーション 15分程度、質疑応答 10分程度 

※提出した企画提案書等以外の資料は使用禁止とする。 

   ※場所、日時、設備等の詳細については、別途連絡する。 

 （３）注意事項 

   出席者は、各団体３名以内とする。 

   プレゼンテーションは、原則として、本事業を実施する際に担当者として従事する

者が行うこととする。 

 

８ 審査方法 

企画提案の審査及び選定は「駿府城公園お堀の水辺活用事業企画提案審査会」におい

て審査基準（別紙５）に基づき次のとおり実施する。なお審査会は非公開とする。 

 （１）企画提案書等、プレゼンテーションの内容等について、項目ごとに数値化して採

点し、最高得点を得た者を運航事業者として選定する。ただし、本公募への申請者

が１者のみであった時、審査員の合計点数が満点の７割未満の場合又はいずれかの

審査項目の点数が著しく低く「不適」と判断された場合は、当該申請者を事業候補

者として選定しない。最高得点を得た者が複数あった場合はくじ引きで選定する。 

 （２）審査結果（最高得点を得た法人等の名）は、令和２年 12月下旬に、申請者全員

に文書で通知するほか、静岡市ホームページにて公表する予定。なお得点や審査内

容に関する問い合わせには応じない。 

 （３）運航事業者として選定された者は、提出した企画提案書に基づき、静岡市と詳細

を協議のうえ、必要な許可等を得たうえで事業を実施する。協議が整わない等の理

由により事業の実施に至らなかった場合は、その選定を取り消すとともに、次順位

の者を運航事業者として選定し、協議を行う。 

 

９ 失格要件 

  次の事項に該当する場合は失格とする。 

 （１）参加資格を満たさなくなった場合 

 （２）提出書類の不足、虚偽の記載があった場合 

 （３）審査の透明性、公平性を害する行為があった場合 

 （４）プレゼンテーションに参加しなかった場合 
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 （５）その他、本公募要項に示された条件に適合しない場合 

 

10 内容等についての質問及び回答 

質問の受け付けは、令和２年 11月 13日（金）正午（必着）までとする。 

  質問は、「質問書（様式 10）」を電子メールにより提出し、その旨を電話にて連絡する

こと。電話や FAXでの質問は受け付けない。 

  質問に対する回答は、静岡市ホームページに公開する。この質疑応答の内容は、本公

募要項の追補とみなす。 

 

11 企画提案に係る条件 

（１）営業日数 

  下記を含めて年間 120日以上営業すること。 

  ア 土曜日、日曜日及び国民の祝日（ただし 12月 29日から１月３日を除く） 

  イ 大道芸ワールドカップ inしずおか開催期間 

  ウ 静岡まつり開催期間 

  エ 桜の開花状況にあわせた任意の 10日間（上記ウを包含しても差し支えない） 

  上記は最低営業日数の制約であり、平日の運航等により上記の日数を超えて運航する

ことも可能とする。 

安全管理規定により運航中止と判断される荒天、上記イ又はウの開催中止、不測の機

材トラブルその他やむを得ない場合は、営業を中止して差し支えないこととする。 

なお令和３年３月 20日（土）から令和３年３月 31日（水）までの期間においては、

土曜日及び日曜日を基準として、静岡市と運航事業者の協議により営業日数を決定す

る。 

（２）営業時間 

  年間 960時間以上営業することとするが、一日当たりの営業時間は申請者の裁量とす

る。なお、日中、夜間いずれの運航も可能とし、季節等により営業時間を変動させるこ

とも可能とする。なお令和３年３月 20日（土）から令和３年３月 31日（水）までの期

間においては、１日当たり８時間を基準として、静岡市と運航事業者との協議により営

業時間を決定する。 

（３）運航ダイヤ 

運航事業者の裁量とするが、1時間につき２便程度の運行を基準とし、本市社会実験

の結果や他市事例等を参考に、乗客の理解を得られ、かつ採算性を考慮した合理的な設

定とすること。 
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（４）運航ルート 

  申請者の裁量とするが、次の運航は必ず行うこととする。 

  ア 周回運航 

  イ 乗降所３箇所を活用した運航 

（５）料金設定 

申請者の裁量とするが、本市社会実験の結果や他市事例等を参考に、乗客の理解を得

られ、かつ採算性を考慮した合理的な設定とすること。貸切り料金等の設定も可能とす

る。 

（６）受付・発券等業務 

  申請者の裁量とするが、キャッシュレス決済や事前予約（電話・インターネット等）

等利用者の利便を向上させる取り組みについては導入可否を検討すること。 

なお駿府城公園内に設置されている既存券売施設の指定管理者へ受付業務を委託する

ことも可能。その場合、静岡市は運航事業者と指定管理者の仲介のみを行い、委託に係

る協議その他必要な調整は、運航事業者が自ら行うこととする。ただし、現指定管理期

間は令和２年度末までであるため、令和３年度からは再公募により指定管理者が変更と

なる可能性がある点に十分留意すること。 

  また券売機の設置も可能であるが、設置箇所・電気代の支払い方法等、詳細条件につ

いては本市公園管理者及び駿府城公園内施設指定管理者等と協議して決定するものとす

る。 

（７）魅力創出業務 

  通常の遊覧船事業以外に、あわせて付帯事業を提案することも可能とする。なお実施

にあたっては、公園管理者等から必要な許可を得ること。 

（８）事業名及び船舶名 

  これまで通称として「葵舟」を用いてきたが、静岡市と協議のうえ変更を可能とす

る。ただし、駿府城公園に関連する単語（駿府、葵など）は必ず使用することとし、歴

史文化の拠点にふさわしい名称を提案すること。 

また船舶については、船舶検査上「葵舟１」、「葵舟２」の名称で登録されているが、

同様に静岡市と協議のうえ、運航事業者の負担により当該名称を変更することも可能と

する。 

 

12 その他諸条件等 

（１）収入 

  事業実施により発生した収入は、全て運航事業者に帰属するものとする。 

（２）補助金 

  静岡市お堀の水辺活用事業補助金交付要綱に基づき、次のとおり補助金を交付する予

定。補助金の交付を受ける場合は、要綱に基づき交付申請、完了報告等必要な手続きを
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行うこと。 

  ア 補助対象経費 

    人件費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、役務費、委託料、

使用料及び賃借料で、市長が必要と認める経費。 

  イ 補助金額 

    （ア）令和２年度：上限 4,800千円 

    （イ）令和３年度から５年度：上限 10,000千円程度を想定。当該年度当初予算

案の議決及び補助金交付要綱の改定により、上限額が確定する。 

    （ウ）令和６年度以降：自立運航を目標に、運営実績や周辺施設の整備に伴うエ

リア活性化状況を踏まえ、段階的に補助金額の見直しを行う想定。 

  ウ 補助金交付要綱 

    別紙６のとおり。 

（３）広告の掲出等 

  静岡市との協議及び屋外広告物条例等に基づく審査手続き等を経たうえで、船体、船

舶の屋根、船内、乗降所等において、広告の掲出を可能とする。 

（４）営業に伴う関係法令上の手続き 

営業に伴い、関係法令上必要となる諸官庁への申請、届出や保険の加入等について

は、すべて運航事業者の負担において行うものとする。 

海上運送法（昭和 24年法律第 187号）第 20条第２項、第 20条の２第２項、同法施

行規則（昭和 24年運輸省令第 49号）第 22条、第 22条の２の規定に基づく「人の運送

をする内航不定期航路事業の届出」及び「安全管理規定の届出」については、特に遺漏

なく実施すること。また届出に際しては、事前に内容等を静岡市と協議すること。 

（参考資料：別紙７ 過去の社会実験において提出した届出書） 

（５）静岡市と運航事業者のリスク分担 

  静岡市と運航事業者のリスク分担は、別紙８のとおりとする。 

（６）定期報告 

企画提案書に基づき、実際に運航を行う際の事業計画を静岡市に提出すること。ま

た、月次の乗船者数報告書提出や静岡市との定例会議等の手段により、運営状況等を報

告すること。これらについて、頻度、方法、内容等の詳細については、運航事業者と静

岡市の協議により決定する。 

（７）アンケート等の実施 

  乗客満足度調査や、本事業の乗客に限定しない市民アンケート調査等により、ニーズ

把握、サービス向上等に必要な情報の収集に努めること。また収集した情報は報告書等

に記載して静岡市へ報告すること。 

（８）静岡市関連事業への協力及び観光客等に対する対応 

  静岡市が行う関連事業に積極的に協力をすること。また観光による地域経済活性化の
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観点から、市外からの来園者や観光客等に配慮した運営を行なうこと。 

（９）本事業における静岡市の役割 

  静岡市は、本事業に関して以下の協力を積極的に行うものとする。 

  ア 広報 

    静岡市が所管する広報紙等の媒体を活用し、本事業の周知を図る。 

  イ 関連事業との連携支援 

    これまでの社会実験等において連携実績のある関連事業者等を運航事業者に仲介

することで、幅広な事業展開を支援し、事業の魅力向上を図る。 

 

13 許可の解除または変更 

 次の各号のいずれかに該当するときは、静岡市は許可の解除または変更をすることがで

きる。 

（１）静岡市が、施設を必要とするとき。 

（２）運航事業者が、許可に付された条件に違反したとき。 

（３）応募資格の詐称その他不正な手段により静岡市から許可を受けたとき。 

（４）他者を欺くような行為により運航事業者が社会的責任を追及された場合等、事業継

続に重大な障害が認められるとき。 

（５）１号を除く前各号による解除または変更によって生じた損失の補償を静岡市に請求

することはできないものとする。 

 

14 原状回復 

（１）許可期間が満了したときまたは許可が解除されたときは、運航事業者は自己の費用

で、静岡市が指定する期日までに施設を原状に回復したうえで、返還しなければなら

ない。 

（２）運航事業者が前号の期日までに原状回復の義務を履行しないときは、静岡市がこれ

を行い、その費用を運航事業者に請求することができる。 

 

15 損害賠償 

  運航事業者が、許可に付された条件に違反することにより静岡市に損害を与えたとき

は、その損害額に相当する損害賠償金を支払わなければならない。 

 

16 有益費等の請求権の放棄 

  運航事業者は、施設に投じた改良のための有益費並びに修繕費等の費用及びその他の

費用を静岡市に請求しないものとする。 
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17 法令の遵守 

  事業の実施にあたっては、海上運送法、船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和 26年

法律第 149号）、都市公園法、静岡市都市公園条例及びその他関係法令を遵守するこ

と。 

 

18 特例措置 

  新型コロナウイルス感染症の拡大等、今後の状況変化に伴い、事業の中止又は内容の

見直し等を行う可能性があることに留意すること。 

 

19 参考 

（１）静岡市総合計画 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/750_000004.html 

（２）静岡市総合戦略 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/750_000022.html 

（３）静岡市中心市街地活性化基本計画 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/381_000055.html 

（４）駿府城公園整備計画 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_004844.html 

（５）歴史文化の拠点づくり 

   https://www.city.shizuoka.lg.jp/000844293.pdf ※２ページを参照 

（６）駿府城公園ホームページ 

   https://sumpu-castlepark.com/ 

（７）駿府城公園利用者情報 別紙９のとおり 

（８）過去実施した社会実験の報告書（計６回分） 

※上記（８）は静岡市役所静岡庁舎 17階観光・MICE推進課窓口にて閲覧可能。 

閲覧を希望する場合は、事前に連絡すること。 

 

20 連絡先 

 〒420－8602 静岡市葵区追手町５番１号 

        静岡市観光交流文化局観光・MICE推進課 

        東海道歴史街道係 

        電話番号 054－221－1310 

        ＦＡＸ  054－221－1312 

        E-mail  kankou@city.shizuoka.lg.jp 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/750_000004.html
https://www.city.shizuoka.lg.jp/750_000022.html
https://www.city.shizuoka.lg.jp/381_000055.html
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_004844.html
https://www.city.shizuoka.lg.jp/000844293.pdf
https://sumpu-castlepark.com/

