
 業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

  令和５年度 経商産振委第１号 

静岡市コ・クリエーションスペース運営業務（以下「本業務」という。） 

 

２ 本業務の目的 

  新型コロナウイルス感染症の拡大や気候変動、AIの進歩など将来の社会変化が全く予測でき

ない時代に直面しているが、このような状況下においても、企業等は柔軟に適応し、事業を創

造・変革していくことが求められている。 

これまでの本市の産業支援は、企業ごとの個別課題に対する支援が主流になっており、「経営

支援」「企業立地」「新事業創出」等の各事業を本市産業支援機関や行政、金融機関等がそれぞ

れ実施していたが、今後は、事業の連動性を確保するとともに、異業種連携や産学官連携など

による新事業が創出される機運を醸成し、人・資金・情報などが集積・融合し、新たなビジネ

スチャンスの創出、人材育成支援、雇用創出等につながる仕組みを構築するなど、地域の持続

可能な経済発展に寄与する支援策を講じていく必要がある。 

このため、本市では令和３年度に設置した「コ・クリエーションスペース（以下「本スペー

ス」という）」を引き続き運営する。首都圏企業や市内企業、ベンチャー企業、研究者、学生な

ど、肩書や立場に関係なく、多種多様なプレイヤーが本スペースを利用してもらうことで相互

につながり、知識・技術・情報・アイディアがクロスすることで、イノベーションが創出され

る交流・共創の拠点の令和６年度の本格整備に向けた検討、及び準備を行うこととする。 

本業務では、本スペースを核として、本市が別に実施するイノベーションを生み出すための

取組を有機的に連携させるとともに、多様な人材による新たな交流イベントなどの取組を実施

し、交流・共創拠点の有効性や求められる機能について検証を行うことを目的とする。 

 

３ 委託期間 

令和５年４月１日から６年３月 31日とする。 

 

４ 本スペースの設置場所及び諸条件 

(1)設置場所 

①所在地：静岡県静岡市葵区御幸町 3-21 ペガサートビル７階 

静岡市産学交流センター（以下「センター」という。）  大会議室 

   ②床面積：126㎡ 

   ③平面図：別紙のとおり 

 

 (2)諸条件 

   ①本スペースの開館時間に関わらず、開設日から委託期間終了日までの大会議室の全ての

コマの使用について、受託者が申込手続を行うものとする。 

   ②設置場所の使用に係る以下の使用料は受託者が負担し、支払手続を行うものとする。 

    【大会議室使用料（令和５年４月１日～６年３月 31日）】 

 23,650円/日 × 290日（開館日数） ＝ 6,858,500円 

※税込料金、プロジェクター等の設備利用料を除く 

   ③備品は大会議室に備えられたものを使用することができる。備品に関しては別紙 1 の通



り。その他、業務実施に必要となる什器備品については受託者が用意するものとし、事

業終了後の取扱いについては、委託者と協議を行うものとする。 

   ④受託者は、本スペースへの問い合わせ等に対応するための専用の携帯電話（１台以上）

を用意するものとする。また、当該携帯電話の使用に要する費用についても受託者が  

負担するものとする。 

   ⑤大会議室のほか、７階ラウンジスペース（別紙参照）についても、センターの本来業務

に支障のない範囲で利用可能とする。利用方法等詳細については、委託者との協議の上

決定するものとする。 

 

５ 本スペースの運営日時 

 (1)運 営 日：令和５年４月１日から６年３月 31日まで 

※ただし、センターの休館日（日曜祝日及び 12月 28日から 1月 5日まで）を除く。 

 詳細な運営日は委託者との協議の上決定するものとする。 

 

  (2)運営時間：各日 9時 30分から 22時までのうち８時間以上 

※詳細な運営時間は委託者との協議の上決定するものとする。 

 

６ 業務実施体制 

  受託者は、以下に掲げる人員を定め、委託者に報告すること。 

  なお、本スペースには、②の者を週３日、各日６時間以上、③の者を少なくとも運営時間の

うち②の者が不在の間、常駐することとする。 

  ①業務遂行責任者 

    業務全般の管理を行うとともに委託者との協議・調整を行う。 

    なお、業務遂行責任者は企画・事業スタッフと兼務できるものとする。 

  ②企画・事業スタッフ 

    「７ 業務内容」に掲げる業務の企画・運営を行う。 

    当該スタッフについては、本業務に関連する経験・実績、ネットワーク構築力、コミュ

ニケーションスキル、コーディネート力などを踏まえ、本業務を適切かつ着実に対応で

きる者を確保すること。 

    本スタッフのうち最低でも１名は契約社員での雇用、または業務委託とし、採用に関し

ては静岡市との協議の上、進めること。 

  ③事務スタッフ 

    本スペース来館者への１次対応を行うほか、企画・事業スタッフの業務を補佐する。 

   

７ 業務内容 

   本業務の目的達成に必要となる以下の業務を行う。 

(1)交流イベントの開催 

首都圏企業、市内企業、ベンチャー企業、研究者、学生などの多種多様なプレイヤーが集

い、交流・連携し、新たなアイディアを生み出していくための交流イベントを主催すること

（30回程度）。 

また、利用者等の発案イベントについても企画・実施について協力すること。 

なお、実施方法については、オンライン形式での実施も可とする。 

 



(2)相談・マッチング業務 年間 120件以上 

「(1) 交流イベント」参加者等の持つ新事業創出に関するニーズやシーズを把握し相談業

務に対応するとともに、連携可能性の高いプレイヤーとのマッチングを行うこと。 

 

(3)パイロットプロジェクト組成業務  

 ①市内企業と学生の有償インターンマッチング 

 内容：市内企業と学生の有償インターンマッチングを実施し、産学による新規事業創出を促 

す。また学生に地元企業との接点を設けることで、地元での就職を促すことを目的と 

する。 

件数：学生５名程度 

学生への報酬：有償とする。金額については委託者との協議の上、確定すること。 

 

②ビジネスアイディアラボ 

内容：アイディアレベルのビジネスを伴走支援及びマッチング等の支援により実走させる。 

ビジネスアイディアに関しては創業者に限らず、既存事業者の新規事業についても対 

象とする。 

件数：３件以上 

期間：３ヶ月間以上 

   

③行政課題解決プロジェクト 

内容：行政の抱える課題に関して、解決策を提案、実証実験できる事業者を募集し、伴走支 

援を行い、アイディアをブラッシュアップし、実証実験を行う。 

１件 

 

 (4)「異分野連携・共創フォーラム」の開催 

新事業創出に向けた機運醸成、域内外の関係者間の連携促進を図るとともに、業務(3)に 

おいて立案されるプロジェクトへの新たな参画者を募ることを目的とした「異分野連携・共

創フォーラム」を企画・開催すること。 

【会 場】静岡市産学交流センター内の大会議室を含めた７階フロアでの開催を想定す

るが、これに限らない。 

【参加者数】70名程度以上 

【内容】基調講演、立案プロジェクトの事業計画についての発表、パネルディスカッシ

ョン、展示（域内外の企業、研究機関の活動内容ほか）等を想定するが、形式は

問わない。 

  【方法】オンライン、オフライン等に関しては委託者と協議の上決定する。 

 

(5)情報発信業務 

本スペースでの活動を含む地域の新事業創出に関する活動に係る情報を幅広く収集する

とともに、本業務専用のホームページ及びＳＮＳを運用し、登録会員の活動紹介等、積極的

な情報発信を行い、地域における新事業創出の機運醸成を図ること。 

   ①Facebook  

【投稿】イベント、登録会員の活動紹介など年間 120件以上 

【いいね数】FBページいいね数 700人以上 



②HP 

【作成】静岡市コ・クリエーションスペース業務について概要、予約状況、イベント内容 

が分かる HPを受託者で用意すること。 

【投稿】静岡市コ・クリエーションスペースで実施するイベントについて、主催共催問わ 

ず掲載すること。 

  

 (6)引継ぎ書の作成及び引継業務への協力 

令和５年度までの業務で知りえた情報及び実施した事業に関して引継ぎ書の作成を行い、次 

年度への実施者への業務の移管に対し、サポートを行う。 

 

（7）その他 

   ７（１）～（６）上記業務を効果的かつ円滑に実施するために必要となる業務 

 

８ 留意事項 

受託者は、本業務の企画提案及び業務履行に当たって、以下の事項に留意すること。 

(1)オンラインによる業務実施 

  「６ 業務実施体制」における企画・事業スタッフの常駐及び「７ 業務内容」(1)～(5)

の実施にあたっては現実の空間である本スペースでの実施を主とするが、新型コロナウイル

ス感染症の拡大及びそれに伴う「新しい生活様式」に基づく新たな働き方の定着等を踏まえ、

ウェブ会議ソフトやバーチャル交流スペース等を活用してオンラインによる交流環境を整備

すること。 

 

(2)他事業との連携 

  本業務の実施にあたっては、静岡市産学交流センターで実施する創業・中小企業支援事業

や産学連携支援事業など、委託者が別に実施する各事業との連携に努めること。 

 

(3)他施設との交流・連携 

本業務の実施にあたっては、市内に立地するコワーキング施設や本スペースと同様の目的

を持つ首都圏施設等との積極的な交流・連携を行い、本スペースにおける多様な交流促進や

新事業創出に向けた有機的なネットワークの構築を図ること。 

 

 (4)実施計画及び実績報告等 

受託者は、委託者と協議のもと、本業務に係る実施計画、実績報告等を委託者に提出・報

告し、本業務について、調整を行うこと。 

 

(5)情報管理及び守秘義務 

本業務の実施により得られる個人情報・企業情報等の管理について、受託者は、本業務の

結果、知りえた秘密情報等を厳守するとともに、自己の利益に決して利用しないこと。 

 

 (6)利用者からの参加費等の徴収 

本業務において、イベント等の参加費は原則無料とする。ただし、委託者の承認を得たう

えでイベント等の実施に係る実費（材料費、テキスト代等）の経費を利用者から徴収する場

合、適切に、管理・会計処理を行うこと。利用者主催のイベントに関しても、有料の際は事



前に委託者に相談し、10日前までに許可を得た上で開催すること。 

 

 (7)施設管理者との調整 

   本スペースの運営及び管理にあたっては、設置場所となる静岡市産学交流センターの指定

管理者である静岡市産業支援施設管理運営共同事業体と適宜調整を行うこと。また利用に関

しては、静岡市産学交流センター条例など施行規則を遵守し、利用者においても同条例及び

同施行規則の遵守をするよう、予約時、利用時において説明を行い、当日も利用について管

理すること。 

 

９ その他 

(1)業務の履行 

①本業務の実施に当たっては、労働関係諸法その他各種関係法令等を遵守すること。 

②受託者は、委託者と適宜、連絡調整を行いながら円滑に業務を実施すること。 

③受託者は、疑義や事故等が発生した場合は、速やかに委託者に報告・協議して適切な   

対応をとること。 

 

(2)業務の報告 

受託者は、業務完了後、本仕様書８(4)に基づく業務完了報告書を書面及び磁気記録媒体等

にて速やかに委託者に報告すること。ただし、その内容にあっては、委託者と協議・調整の

上、決定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙 1 備品一覧 

物品名 品番等 個数

ワンアクションテーブルロング竹　 LV-015TR 11

FDチェアワイドRD　 LV-077RD 49

ラウンジシェルオールインワン(4SET)　 SET-500 1

ウッドテーブルＷ竹　 CK-126TR 1

ラウンジクッション グリーン　 TM-096GR 3

ラウンジクッション オレンジ TM-096OR 3

焚火台Lスターターセット　 SET-112S 1

ベースプレートスタンドL/M　 ST-032BS 1

ジカロテーブル　 ST-050 1

ローチェアショート アイボリー　 LV-093IV 6

Ｍｙテーブル竹　 LV-034TR 2

シェラカップ E-103 30

フォールディングコーヒードリッパー ｢焚火台型｣ CS-113 3

タイルカーペット　スミノエ（人工芝） SGT-5025 128.9

スマートスピーカー GA00781JP 1

モニター 32MP60GB 2

ディスプレイスタンド TF4303S 2

キャビネット3段ホワイト FWGN-DY39WHAL 1

電気ケトル K04308JP 1

ダストボックス 2

加湿空気清浄機 HCN500Y(W) 2

充電式クリーナー KICSLDC7P 1

非接触式体温計スタンドタイプ TOATMN1000 1

冷蔵庫 YRZC05H1 1

120インチスクリーン WAV-120HDC 1

三脚スタンド SST-1B 2

プロジェクター（台含む） Anker Nebula Cosmos 1

スピーカーフォン Anker PowerConf S3 1

観葉1 2

観葉2 2



（別紙２）平面図 

ラウンジ 

大会議室 


