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１ 趣旨 

 この実施要領は、「令和２年度 観文歴委第 18 号 駿府城跡天守台野外展示基本設計業務」

（以下「本業務」という。）の契約予定者を、公募型プロポーザル方式により特定するため必要

な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名称 

   令和２年度 観文歴委第 18号 駿府城跡天守台野外展示基本設計業務 

（２）業務目的 

駿府城跡天守台発掘調査により出土した遺構等を野外展示として整備するにあたり、「静

岡市駿府公園基本計画・基本設計」及び「駿府城跡天守台野外展示計画」で示された考え

方に基づき、遺構の保存及び公開・活用を行うために必要となる諸施設等の基本設計を行

うことを目的とする。 

（３）業務内容 

  別紙｢駿府城跡天守台野外展示基本設計業務仕様書｣を参照 

（４）履行期間 

 契約日から令和３年３月 30日まで 

（５）概算事業費 

  19,000千円（消費税額及び地方消費税を含まない。）を上限とする。 

（６）支払い方法 

  業務完了後の一括払い 

 

３ 参加資格 

  次に掲げる要件のすべてを満たしていること。 

（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）この業務の公告の日から業務委託契約締結の日までのいずれの日において、静岡市入

札参加停止等措置要綱（平成28年４月１日施行）による入札参加資格停止措置の期間

中の者でないこと。 

（３）会社更生法（平成14年法律第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を行っていない者であること。 

（４）静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市条例第11号）第６条第２項に掲げる暴力団員

等、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。）及び暴力団員等と密接な関係を
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有する者でないこと。 

（５）消費税及び地方消費税並びに静岡市税の滞納がないこと。 

（６）平成22年４月１日以降に、国指定史跡において、公園の整備事業（遺構の保存・活用

を含む）の設計業務を完了した実績があること。 

（７）上記業務において担当技術者としての実績を持つ者を当該業務の総括責任者として配

置できること。 

 

４. 関連計画等の提供 

（１）関連計画等の資料について、静岡市ホームページ等（下記の URL）にて確認すること

ができる。 

ア 静岡市駿府公園基本計画・基本設計 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000112654.pdf 

イ 第３次静岡市総合計画 

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

ウ 静岡市都市計画マスタープラン 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/299_000018.html 

エ 静岡市中心市街地活性化基本計画 

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

オ 静岡市景観計画 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_004875.html 

カ 静岡市みどりの基本計画 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/551_000013.html 

キ 静岡市歴史文化施設建設基本計画 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/701_000034.html 

ク 駿府城跡天守台発掘調査 

（ア）発掘調査の成果 

   https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_002441.html 

   ※最新の調査成果は「令和２年２月 22日（土）実施 現場見学会資料」を参

照すること 

（イ）発掘調査見える化の情報発信（発掘情報館きゃっしる［別館］） 

 http://www.shizuoka-bunkazai.jp/castle-info/ 

（２）以下の資料は、現場説明会（「６ 現場説明会」を参照）において書面にて貸与する。貸

与した資料は、企画提案書等の提出時に静岡市（事務局）に返却すること。本業務の提
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案書類の作成を除き、資料を複写・転用することを禁止する（現場説明会に出席できな

い場合の資料の貸与方法については静岡市担当者と協議すること）。 

   ア 駿府城跡天守台野外展示計画 

 

５ 選定スケジュール 

内容 日程・期限等 

公告 令和２年９月 14日（月） 

質問受付期間 令和２年９月 15日（火）午前９時から 

令和２年９月 25日（金）午後５時まで（必着） 

質問回答 質問受付後、質問者に電子メールで回答した後、随時静岡市

ホームページに掲載する。 

現場説明会 令和２年９月 18日（金） 

午後１時 30分から１時間程度（雨天決行） 

参加申請書等提出期限 令和２年 10月 ９日（金）午後５時必着 

企画提案書等提出期限 令和２年 10月 16日（金）午後５時必着 

書類選考（1次選考） 令和２年 10月 19日（月）から 

令和２年 10月 20日（火）まで 

書類選考（1次選考） 

結果通知 

令和２年 10月 21日（水）【発送予定】 

ヒアリング（2次選考） 令和２年 10月 28日（水）【予定】 

選定結果の通知 令和２年 10月末～11月上旬【予定】 

 

６ 現場説明会 

  参加申請書、企画提案書等の提出の事前に、現場説明会を開催する。参加申請書提出予定

者は可能な限り出席すること。なお、出席人数は１者につき２名までとする。 

（１）開催日時 

令和２年９月 18日（金）午後１時 30分集合（１時間程度）雨天決行 

（２）開催場所 

駿府城跡天守台発掘調査現場 （静岡市葵区駿府城公園１番１号） 

（３）出席連絡 

出席する事業者は、令和２年９月 17日（木）午後５時までに静岡市歴史文化課あてに電

話にて連絡すること。 

連絡先 静岡市 観光交流文化局 歴史文化課 駿府城エリア活性化係 

054-221-1085 
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７ 提出書類等 

（１）質問書 

   本実施要領及び仕様書の内容についての質問は、質問書（様式１）に質問事項を記載

し、電子メールにて提出する。電話、ＦＡＸ等での質疑応答は行わない。 

  ア 提出期間 

令和２年９月 15日（火）午前９時から令和２年９月 25日（金）午後５時（必着） 

イ 提出先 

静岡市 観光交流文化局 歴史文化課 駿府城エリア活性化係 

メールアドレス rekibun@city.shizuoka.lg.jp 

   ウ 回答方法 

質問者に対し電子メールで当該質問の回答を送付すると共に、回答送付後、速やか

に静岡市ホームページに質問及び回答内容を掲載する。 

   エ 回答掲載場所（静岡市ホームページ） 

静岡市トップ > 事業者向け > 事業者募集 > 駿府城跡天守台野外展示基本設計業

務公募型プロポーザルの実施について 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/220_000042.html 

（２）参加申請書等 

参加意向のある者は、参加申請書等を、下記の要領により郵送（書留郵便に限る。）又

は持参によって提出すること。 

   ア 提出書類 

     （ア）プロポーザル参加申請書（様式２）      １部 

     （イ）会社概要書（様式３）            １部 

     （ウ）暴力団排除に関する誓約書兼同意書（様式４） １部 

     （エ）商業登記簿謄本（直近３か月以内のもの）   １部（写し可） 

     （オ）貸借対照表、損益計算書（直近１年分）    １部（写し可） 

     （カ）納税証明書（直近のもの）          １部（写し可） 

        国税：その３の３「法人税」、「消費税及び地方消費税」に未納額がない証明書 

          市税：静岡市に納税義務がある場合のみ該当（法人市民税証明書、固定資産税証明書） 

   イ 参加申請書等の提出期限 

     令和２年 10月 ９日（金）午後５時必着 

   ウ 受付時間（持参の場合） 

     土日及び祝祭日を除く「午前９時～正午」及び「午後１時～午後５時」 

   エ 提出場所 

     〒420-8602 静岡市葵区追手町５番１号（静岡市役所静岡庁舎新館 17階） 

     静岡市 観光交流文化局 歴史文化課 駿府城エリア活性化係 
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 （３）企画提案書等及び見積書の提出 

    参加意向のある者は、企画提案書、提案書、実施体制及び業務実績（以下「企画提案

書等」という。）並びに見積書（各書類の詳細は別表１を参照）を、下記の要領により郵

送（書留郵便に限る。）又は持参により提出すること。 

   ア 企画提案書等及び見積書の提出期限 

     令和２年 10月 16日（金）午後５時必着 

   イ 受付時間（持参の場合） 

     土日及び祝祭日を除く「午前９時～正午」及び「午後１時～午後５時」 

   エ 提出場所 

     〒420-8602 静岡市葵区追手町５番１号（静岡市役所静岡庁舎新館 17階） 

     静岡市 観光交流文化局 歴史文化課 駿府城エリア活性化係 

 

８ 企画提案書等及び見積書の作成に係る留意事項等 

（１）企画提案書等及び見積書に係る留意事項 

   企画提案書等及び見積書は、次の事項に留意して作成すること。 

ア 用紙サイズについて、指定の様式以外は、Ａ４判、縦を基本とする。 

イ 企画提案書等には表紙（様式５）を添付し、種類（提案書（様式任意）、業務実績(様

式８)、業務実施体制(様式６)、担当者の経歴（様式７)、）ごとに散逸しないように

綴ること。 

ウ 提案書の内容は、ヒアリング（２次選考）において 15分間で説明可能な内容とする

こと。 

エ 見積書（様式任意）は、本業務の仕様書及び企画提案書等の記載した内容を踏まえ、

必要な経費を算出し記載すること（業務に係る積算内訳も明示すること）。 

 （２）参加が無効になる場合 

    企画提案書等又は見積書が以下の項目に該当する場合には、参加を無効とする場合が

ある。 

   ア 提出期限を経過したもの 

   イ 虚偽の内容が記載されているもの 

   ウ ヒアリング（２次選考）に参加しなかったもの 

   エ 選考の公正性を害する行為をしたもの 

   オ 見積額が上限を超えているもの 
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９ 選考方法 

（１）書類選考（１次選考） 

ア 実施日時等 

令和２年 10月 19日（月）から令和２年 10月 20日（火）まで 

イ 審査方法等 

  （ア）企画提案書等の書類について事務局にて書類選考を行う。書類選考では、審

査基準（別表２）に基づき、項目毎に数値化して採点する。 

（イ）参加申請書等及び企画提案書等を提出した者（以下「提案者」という。）が

５者を超えた場合は、（ア）で採点した合計点数が高い順に５者程度を選定

する。 

   ウ 選定結果の通知 

書類選考の結果は、すべての提案者宛に通知する。 

（２）ヒアリング（２次選考） 

   書類選考において選定された提案者に対し、企画提案書等の提案内容についてヒアリン

グを実施する。 

ア 実施日時等 

令和２年 10月 28日（水）【予定】※時間及び場所は、別途通知する。 

   イ 審査方法等 

（ア）静岡市が設置する審査会において、提案者から企画提案書等のヒアリングを

行い、総合的に審査して、審査基準（別紙２）により合計点数の最高得点を

得たものを本業務の契約予定者とする。 

（イ）ヒアリングの時間は 30分間を目安とする。ヒアリング時間の内訳は、企画提

案書等の説明（15分間）、質疑応答（10分間）、準備・片付け（合計５分間）

とする。 

（ウ）ヒアリング時に新たな資料の提示は認めない。ただし企画提案書等に記載さ

れた図表等の拡大や、企画提案書等の記載内容を整理した資料の掲示（ホワ

イトボード 1枚に貼れる大きさの資料）及びプロジェクターでの投影（パソ

コン使用）は認める。 

（エ）プロジェクターで資料を投影する場合は、使用するパソコンを各自持参し、

ヒアリング前に準備すること（準備時間を超える場合は、説明時間を短縮す

ることがある）。プロジェクター、接続ケーブル及びスクリーンは市が用意す

る。なお、プロジェクターでの資料の投影を希望する場合は、令和２年 10

月 23日（金）午後５時までに事務局宛に連絡すること。 

（オ）新型コロナウイルス感染拡大の状況により、オンラインでの審査になる可能

性がある。 
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ウ 選定結果の通知 

  ヒアリングの審査終了後、最も優れた企画提案を行った提案者を候補者として特定

し、「特定通知書」を通知する。特定されなかった提案者に対しては、「非特定通知書」

を通知する（通知の予定時期：令和２年10月末～11月上旬）。 

 

10 契約手続等 

選定結果の通知後、見積執行を行い、契約締結手続きを行う。 

 

11 注意事項等 

（１）提出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）に定める単位とし、専門用語には注釈を付けるなど、わ

かりやすい表現で記載すること。 

（２）提出書類の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、各事業者の負担とする。 

（３）提出書類に虚偽の記載をした場合には、提出書類を無効とする場合がある。 

（４）提出書類は返却しない。 

（５）提出書類は提出期限より後には、記載内容の変更を認めない。 また、提出書類（実施

体制)に記載した配置予定者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等

のやむを得ない理由により配置できない場合は、同程度以上の資格及び経験を有する者

をもってこれに代えることができる。 

（６）参加申請書を提出後、企画提案書等及び見積書の提出を辞退する場合は、令和２年 10

月 15日（木）までに、辞退届（様式９）を事務局宛に提出すること。辞退届を提出した

場合、これを理由として以後、何ら不利益な取扱いを受けることはない。 

（７）提出資料の著作権は、資料を作成・提出した提案者に帰属する。ただし、静岡市は本

事業のプロポーザルに関する報告、公表などのために必要な場合には、提案者の承諾を

得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとする。 

 

12 事務局（問合せ） 

静岡市 観光交流文化局 歴史文化課（静岡庁舎 17階） 担当：松下、花村 

住所：〒420-8602 静岡市葵区追手町５番１号 

電話番号：054-221-1085  FAX：054-221-1451 

E-mail：rekibun@city.shizuoka.lg.jp 
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別表１ 提出書類（企画提案書等及び見積書） 

提出書類 
記載内容 

提出 

部数 名称 様式 

業務実績 様式８ 

＊平成22年４月１日以降、本業務と同種の業務を元請として完

了した実績を記載すること（主なもの５件まで）。 

＊近世城郭を対象とした業務実績を優先して記載すること 

８部 

実施体制 

様式６ 
＊実施体制の特徴を記載すること。 

＊本市との打合せ、連絡体制を記載すること。 
８部 

様式７ 

＊配置予定者（主務担当者及び担当者）の氏名、年齢、所属、

役職・役職、専門分野、資格、経歴（経験年数、関連業務実

績等）を記載すること。 

＊配置予定者の資格について、保有資格者証の写しを添付する

こと。 

＊配置予定者１名につき１枚を記載すること 

８部 

見積書 様式任意 

＊本業務の仕様書及び企画提案書に記載した内容を踏まえ、必

要な経費を算出し記載すること（業務に係る積算内訳も明示

すること）。 

＊本業務の上限額は、19,000千円（消費税及び地方消費税の額

10％を含まない）とする。 

＊契約時に再度、見積書の提出を求める。 

１部 

企画 

提案書 
様式５ ＊代表者名を記名し、代表者印を捺印の上、提出すること。 １部 

提案書 

様式任意 

Ａ３判・横

（片面１枚） 

実施 

方針 

＊業務に取り組むに当たっての基本的な考え方や、本業

務における課題などを記載すること。 

８部 

実施 

手順 

＊実施方針に基づく業務の実施手順や想定されるスケ

ジュール、進捗管理の方法などを記載すること。 

様式任意 

Ａ３版・横 

（片面１枚） 

業務 

提案 

＊３つのテーマに対する提案内容を記載すること。 

テーマ１ 

「発掘された本物の石垣を活かした整備方法」 

本事業の計画地では、発掘調査により天正期（16 世

紀末）及び慶長期（17 世紀初頭）の天守台等の価値の

高い遺構（石垣）が確認されており、これは全国的にも 

８部 
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提出書類 
記載内容 部数 

名称 様式 

提案書 

様式任意 

Ａ３版・横 

（片面１枚） 

業務 

提案 

珍しい事例である。貴重な遺構の保存に留意しながら、

遺構が持つ価値（歴史的な意義、石垣の迫力、天守台の

大きさ・規模等）を感じることができる具体的な整備（野

外展示）の方法を提案すること。 

テーマ２ 

「天守台跡地の遺構を、まちづくりや観光などに効果的

に活用するための方法」 

本事業の計画地がある駿府城公園は、静岡市の中心市

街地にあり、静岡まつりや大道芸ワールドカップ等の大

規模なイベント会場として活用されるなど、まちづくり

や観光に活用することが期待されている。このような状

況を踏まえ、天守台跡地の遺構（文化財）をユニークベ

ニュー（特別な会場）として、イベントなど多目的に活

用することも可能となるような具体的な整備方法を提

案すること。 

テーマ３ 

「天守台跡の遺構と関連施設等との連携方法」 

本業務では、駿府城公園エリア全体を野外博物館（フ

ィールドミュージアム）、天守台跡地を野外展示と捉え

ている。駿府城公園内には復元した東御門・巽櫓、坤櫓

などの復元建物があり、また、公園に近接する位置には

（仮称）静岡市歴史文化施設の整備が行われているとこ

ろである。これらと天守台跡の遺構（野外展示）との効

果的な連携方法を提案すること。 

 

８部 
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別表２ 審査基準 

審査項目 審査内容（審査の視点） 配点 

業務実績 
平成 22年 4月 1日以降の同種業務又は類似業務の実績を有しているか。 ８ 

実施体制 業務体制が具体的に示されており、業務を適切に実施するために必要な

知識・経験・実績等を有する担当者の配置体制が確保されているか。 
12 

見積金額 見積金額は概算事業費の上限を超えていないか。 

仕様書に対応して適切に見積が行われているか。 
２ 

企画提案を

求める事項 

業務の理解

度 

事業目的を理解した提案となっているか。 

発掘調査の成果や関連する計画を踏まえた方針となって

いるか。 

10 

実施手順 実施手順に妥当性があるか。 10 

実施方針 業務目的や上位計画（駿府公園基本構想・基本計画）をよ

く理解した上で提案されているか。 

着眼点及び課題について妥当性があるか。 

10 

業務内容 

 的確性 

 実現性 

 独創性 

テーマ１ 

「発掘された本物の石垣を活かした整備方法」 

15 

テーマ２ 

「天守台跡地の遺構を、まちづくりや観光などに効果的に活

用するための方法」 

15 

テーマ３ 

「天守台跡の遺構と関連施設等との連携方法」 
18 

合      計 100 

 


