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静岡市スマートシティビジョン策定・推進体制構築業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

令和４年４月18日 

静岡市 企画局 デジタル化推進課 

 

１ 趣 旨  

  我が国においては、高齢化の急激な進展、東京一極集中と地方の衰退、気候変動により

多発する大規模災害、新たな感染症リスク等様々な社会課題に直面しており、本市が魅力

的な地域づくりを進めるうえでの大きな課題となっている。 

  他方、国においては、新たなテクノロジーやデータ集積、デジタル技術の活用等による

「Society5.0」の実現を目指しており、また、「デジタル田園都市国家構想」により、地

域課題の解決を図るとともに、地方から国全体へボトムアップの成長を実現することが

表明されるなど、地方のデジタル化による都市発展の政策が打ち出されている。 

本市においても、「誰もがデジタル化による豊かさを享受できる地域社会の実現」を目

指し、令和４年２月に静岡市デジタル化推進プランを策定し、「デジタル技術」と「デー

タ」を活用した「市民中心の」新たな価値創造ができる都市を目指し、スマートシティの

事業を推進していく。 

 そこで、自然豊かな中山間地からコンパクトシティが実現されている都心部、駿河湾に

面した港湾部など、多くの特徴を持つ地域を有し、温暖な気候で首都圏・名古屋圏の中間

的に位置するなど、恵まれた地域資源と地政学的に優位点の多い本市ならではのスマート

シティの実現に向け、ビジョンの策定を行うとともに、様々なステークホルダーが参画で

きる推進主体の設立を行うことを目的とした静岡市スマートシティビジョン策定・推進体

制構築業務について、企画提案（プロポーザル方式）により事業者を選定する。  

 

２ 委託業務  

（１） 業務名 

令和４年度企デ委第８号 

静岡市スマートシティビジョン策定・推進体制構築業務 

（２）業務内容  

別紙「業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

（３）委託期間 

契約締結日の翌日から令和５年３月31日まで 

※ 詳細条件は別紙仕様書を参考のこと。 

（４）委託料 

19,998,910円（消費税額及び地方消費税額を含む）を上限額とする。  

※ 仕様書記載業務および提案のうち令和４年度分の提案事業を実施するために
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必要な一切の経費を含む。 

※ この金額は、契約時の予定価格を示すものではない。 

※ 上限額を超えた者は失格とする。 

（５）委託料の支払  

 業務完了後の一括払い 

 

３ 企画提案に参加するにあたり必要な資格 

この企画提案に参加するためには、次の条件を全て満たしていることとする。 

（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）静岡市入札参加停止等措置要綱（平成31年４月１日施行）による入札参加停止の期間

中でないこと。 

（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。 

（５）仕様書に合致した業務を確実に実施できる者であること。 

 

４ 選定スケジュール 

内  容 期  間 注意事項 

公募開始 

（実施要領等の公開） 

令和４年 

４月18日（月） 

デジタル化推進課ホームペー

ジ上で公開します。 

質問受付期間 ５月６日（金）午後５時まで 
質問票【様式５】を提出 

※詳細は「５」記載のとおり 

企画提案書の提出 

（提出書類等一式） 
５月18日（水）午後５時まで 

デジタル化推進課あて電子メ

ールにて提出（不可の場合は

静岡市役所 静岡庁舎 11 階ま

で持参又は郵送）※詳細は

「６」記載のとおり 

一次審査結果通知 ５月20日（金）午後５時まで 
※詳細は「８（２）」記載のと

おり 

二次審査 

（プレゼンテーシ

ョン） 

５月24日（火） ※詳細は「９」記載のとおり 
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審査結果の通知 ６月１日（水）以降 
※詳細は「９（６）」記載のと

おり 

  ※ 審査結果等についての問合せには回答しない。 

  ※ 最終の審査結果の通知後、速やかに選定された業者と随意契約の手続きを行う。 

 

５ 質問受付及び回答方法について 

   本実施要領等の内容について不明な点がある場合は、「質問票」【様式６】に記載の上、

提出すること。 

（１）提出方法 

    電子メールのみとし、電話及びファックスでの提出は受け付けない。 

    なお、質問メールのタイトルは「静岡市スマートシティビジョン策定・推進体制構

築業務 質問票（業者名）」とすること。 

（２）提出先 

    静岡市デジタル化推進課  E-mail：digital-suishin@city.shizuoka.lg.jp 

（３）受付期間 

    ５月６日（金）午後５時まで 

（４）回答方法 

    回答を作成次第、５月10日（火）までにホームページに掲載する。 

 

６ 提出書類等 

（１） 提出書類 

①企画提案書表紙【様式１】（１部） 

②企画提案書（１部） 

③会社概要書【様式２】（１部） 

④納税証明書 ※コピー可（１部） 

     ・国税：「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額のない 

証明書 

     ・市税：静岡市に納税義務がある場合は、法人市民税納税証明書と固定資産税 

納税証明書 

⑤暴力団排除に関する誓約書兼同意書（様式３－１）（１部） 

⑥見積書（今回の業務に係るもの）【様式４】（１部） 

      ・金額は税抜で記載し、代表者印を押印すること。 

      ・見積上限額１９，９９８，９１０円（税込）を超えないこと。 

（２） 提出期限 

令和４年５月18日（水）午後５時まで 

（３） 提出方法 

      下記まで電子メールによりファイルを提出。 



4 

 

       提 出 先：digital-suishin@city.shizuoka.lg.jp 

 静岡市デジタル化推進課 地域デジタル化推進係 

       受付時間：月曜日から金曜日の午前９時から午後５時までの間。 

 

（電子メールでの提出が難しい場合） 

      下記まで持参又は郵送により提出。（郵送の場合は書留郵便に限る。） 

       提 出 先：静岡市役所 静岡庁舎11階 静岡市デジタル化推進課 

地域デジタル化推進係（〒420-8602 静岡市葵区追手町５番１号） 

       受付時間：月曜日から金曜日の午前９時から午後５時までの間。 

 

７ 企画提案書について 

 企画提案書を作成するに当たり、次の事項に留意して作成すること。 

（１） 書式等 

ア. 企画提案書は、仕様書の内容を十分に踏まえ、プロポーザルの提案内容を含めて、

本業務の達成に必要と考える取組や手法等を具体的に記載すること。 

なお、記載に当たっては「審査基準」記載の「評価項目」に沿って提案書に記載

すること。 

イ. 用紙サイズはＡ４版を基本とし、それを超えるものはＡ４版の大きさに折り曲

げること。提案書のページ数制限はないが、プロポーザル審査会での説明時間

（15分以内）で説明できる内容とすること。 

ウ. 企画提案書のファイル形式は、MS-Word、MS-PowerPoint、MS-Excel、PDF形式と

すること。 

エ. 紙媒体で提出の場合、散逸しないような形で綴ること。 

  オ．本事業の提案に当たり、仕様書記載外の業務については自由提案とするが、見積

上限額を超えないこと。 

 

（２） その他留意事項 

   ア．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のこと。  

  イ．企画提案書の提出は、１社につき１提案とすること。 

 

８ 一次審査について 

（１） 実施方法等 

プロポーザル参加者が４者以上の場合は、企画提案書による一次審査を実施し、この

審査を通過した提案についてのみ二次審査を実施する。 

なお、プロポーザル参加者が３者以下の場合は、一次審査を省略する。 

（２） 審査結果の通知 

審査結果等については、令和４年５月20日（金）午後５時までに通知する。 

http://#
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９ 二次審査（プレゼンテーション）について 

（１） 実施方法等 

ア．二次審査（プレゼンテーション）は現地またはＷＥＢ会議を利用したプレゼンテ

ーション形式とする。ＷＥＢ会議を希望する場合は二次審査前日までにＷＥＢ

会議のリンクを連絡するため、そこに入室すること。 

イ．プレゼンテーションの時間配分の目安は、次のとおり。 

(ア)準備：５分 

(イ)説明：１５分以内 

(ウ)質疑応答：１０分程度 

ウ．参加者は３名以内とする。 

エ．提出された企画提案書等の書類及びプロポーザル審査会の内容については非公 

開とする。 

 （２）開催日 

    令和４年５月24日（火）午前９時から午後６時まで 

    詳細な時間は、別途通知する。 

（３）開催場所 

   現地の場合：静岡市役所 新館11階 第２ＯＡルーム 

   ＷＥＢ会議の場合：ＺＯＯＭ、ＷｅｂｅｘもしくはＴｅａｍｓ 

（４）評価者 

    本市が設置する審査委員会における審査員である職員が評価者となる。 

 （５）企画提案の評価 

     企画提案の評価は、企画提案書、見積金額及びプロポーザル審査会の内容につい

て、企画提案審査基準（別紙１）に基づき、項目ごとに数値化して採点し、合計点

数の最高得点を得たものを本委託業務の選定業者とする。企画提案審査基準の評

価項目を参考にして、プロポーザル審査会に参加のこと。 

企画提案の評価の合計点が２社以上同点であった場合、見積価格が低いほうを

選定業者とする。 

応募者が１者であっても本プロポーザルは成立するものとするが、審査の結果、

審査員の合計点数が７割（70点）未満の場合は、本業務の契約予定者として選定し

ない。 

 （６）審査結果 

ア. 審査結果の通知 

審査後、参加者全員に通知する。 

イ. 審査結果の公表 

参加者名及び審査結果については、公開することができることとする。 
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10 失格条件 

  次の事項に該当する場合は失格とする。 

（１） 提出すべき書類に不足があった場合 

（２） 提出書類に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） その他この書面に示された条件に適合しない場合 

 

11 その他 

（１） 提出書類等は返却しない。 

（２） 提出書類作成、プロポーザル審査会に係る費用は、参加者の負担とする。 

（３） 提出期限以降に関係書類の差し替えや再提出は認めない。 

（４） 提出書類作成等のため本市から入手した資料等がある場合は、本市の了解なく使用

及び公表することはできない。 

（５） 提出書類について本市は選定手続きに必要な範囲において複製することがある。 

（６） 提出書類は契約予定者選定の目的以外に使用しない。ただし、静岡市情報公開条例

（平成15年４月１日条例第４号）第７条に基づき、開示請求があったときは、法人

等の競争上又は事業運営上の地域を害すると認められるもの等不開示情報を除いて、

開示請求者に開示する。 

（７）  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、事業の中止又は見直

し等を行う可能性があることに留意すること。 

 

12 問合せ先 

 静岡市企画局デジタル化推進課 地域デジタル化推進係（担当：長島、清） 

 〒420-8602 静岡市葵区追手町５番１号（静岡市役所新館11階） 

  電 話 ０５４－２２１－１３４１ 

  メール digital-suishin@city.shizuoka.lg.jp  
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審査基準 

評価項目 評価内容 配点 倍率 点数 

基

本

事

項 

業務の進め方 ・ビジョンの策定及び推進主体の構築において、本市の特色

を踏まえた静岡市らしいスマートシティ事業の推進が見

込めるか。 

・庁内外のステークホルダーの巻き込み方は効果的なものと

なっているか。 

5 ×2 10 

事業実施体制 ・業務を適切かつ着実に実施できる企画運営能力、実績を持

つ人員が配置されているか。 

・本市との業務分担が明確となっているか。 

・専門的知見を有する有識者（スマートシティアーキテクト）

に準ずる人員が業務実施体制に組み込まれているか。 

5 ×2 10 

業務実施スケジ

ュール 

・ビジョン（戦略）策定及び推進主体の設立が効率的かつ確

実に行えるスケジュールとなっているか。 
5 ×2 10 

類似事業実績 ・他自治体等における類似業務の実績を有しており、業務を

円滑に行うことが見込めるか。 
5 ×1 5 

業

務

内

容

等 

本市における社

会・経済情勢の現

状と課題の調査 

・本市の現状と課題を効率的に把握し分析するための実施

内容となっているか。 5 ×2 10 

スマートシティ

ビジョンの策定 

・スマートシティビジョンに本市の課題、背景から優先度の 

高い課題を抽出し、具体的な施策に落とし込むための定量

的な目標設定ができるかどうか。 

5 ×3 15 

スマートシティ

推進主体の設立

支援 

・スマートシティ推進主体が確実に設立されるための支援内

容となっているか。 5 ×3 15 

スマートシティ

のビジネスモデ

ル検討 

・令和５年度以降の本市スマートシティ事業の進め方や発展

性についての考え方が示されているか。 5 ×2 10 

自由提案 ・上記以外の魅力的なスマートシティとなるための自由提案 5 ×1 5 

事業の持続可能

性、発展性 

・令和５年度以降の本市スマートシティ事業の進め方や発展

性についての考え方が示されているか。 

・都市ＯＳの導入に向けた考え方が示されているかどうか。 

5 ×2 10 

合計   100 


