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凡例 

 

• 【提案依頼事項】(P-00)      ：提案者が提案すべき事項 

提案依頼事項の項番は、全体を通じて、2桁固定の通し番号で付与している。 

• 任意の提案依頼事項には（任意）と記載している。（任意）の記載がない提案依頼事

項は全て必須とする。 

• 上記以外：提案者が留意すべき事項又は参考情報 

• 追加提案を記載する場合において、別途費用が必要な場合は、必ず、その旨を記載す

ること。別途費用の有無についての記載がない追加提案については、貴社が提示し

た見積の範囲内であるとみなす。 
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1. 業務の概要 

本仕様書は、埼玉県（以下「本県」という。）の「データ活用イベント運営業務委託」

（以下「本業務」という。）の提案に関し、必要な仕様を定めるものである。 

 

1.1. 目的及び背景 

本県では、計画的に行政のデジタル化を着実に推進するため、令和３年３月に「埼玉県

デジタルトランスフォーメーション推進計画」（以下「DX 推進計画」という。）を策定し

た。DX 推進計画では、社会基盤としてのデジタルインフラを浸透させることで「社会全

体のデジタルトランスフォーメーション」を実現し、快適で豊かな真に暮らしやすい新し

い埼玉県への変革を目指すビジョンとしている。 

また、行政サービスは様々な対象や分野など多岐に渡ることから、令和４年１月に、DX

推進計画で示したビジョンを細分化・詳細化し「DXビジョン」として設定するとともに、

当該ビジョンを実現するための計画期間の工程をバックキャスティングにより明確化し

たものを「ロードマップ」として位置づけて策定を行った。 

本業務は、「DXビジョン・ロードマップ」で示している総合ビジョンにおける「官民連

携によるデータ活用」の実現に向けて、データ活用イベントとして、県民・事業者・行政

がそれぞれ抱えている課題に対して、メタバースの活用を前提に課題解決の方法を検討

するアイデアソンを実施することを目的とする。 

 

1.2. 履行期間 

本業務における履行期間は、契約締結の日から令和５年３月３１日とする。 

 

1.3. 予算額 

3,300,000円（消費税及び地方消費税込み） 

※本事業の契約に係る上限額（税込み）であり、予定価格はこの範囲で別途算定する。 

 

1.4. 全体スケジュール  

本業務における全体スケジュールは、以下のとおりである。事業の実施おいては、この

スケジュールを参考に、具体化するとともに、本県の承認を得て、計画的に進めること。   

 
図 １ 全体スケジュール 
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【提案依頼事項】 

(P-01) 会社概要について 

貴社の会社概要について、資料を提示すること。 

(P-02) 類似業務の受注実績について 

国や地方自治体における類似業務について、受注実績を提示すること。 

※受注実績がない場合は、その旨を提案書に記述すること。 

(P-03) スケジュールについて 

本業務の実施スケジュールを提示すること 

(P-04) 見積について 

本業務における貴社の見積書を、提案書とは別に提出すること（様式任

意、「別添資料 1」とする）。 
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2. データ活用イベントの概要 

2.1. 概要 

県民・事業者・行政がそれぞれ抱えている課題に対して、メタバースの活用を前提に課

題解決の方法を検討するアイデアソン（以下、「本イベント」という。）を実施する。 

 

2.2. 想定参加者（例） 

民間事業者、NPO、県民（大学生等）、市町村職員、庁内関係課職員等 （２～３グルー

プ、２０人程度） 

 

2.3. 実施内容 

本イベントは複数のテーマを設定して行う。 

以下の図２に実施手順イメージ、図３にイベントでの検討イメージを示す。 

 
※１ イベント後、庁内で検討 

図 ２ 実施手順イメージ 

 

 

図 ３ イベントでの検討イメージ（観光バージョン） 
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3. データ活用イベントの運営 

3.1. 実施テーマ・課題設定 

(1) メタバースの活用を前提としたテーマとして、以下の５つのテーマを設定している。こ

の５つから本イベントで実施するテーマを２つ以上提示すること。 

ア スポーツ 

（課題例） 

バーチャルコンテンツでの体験を通じて、スポーツの振興（例 県内プロ・ト

ップスポーツチームのファン層の拡大、スポーツ実観戦率の向上、スポーツ実施

率の向上など）を図りたい。 

イ 魅力発信 

（課題例） 

県の豊かでおいしい食、美しい自然、高度なものづくり技術、充実した交通網

や好立地といった住みやすさなど、国内外に誇れる埼玉県の良さ・魅力に対する

認知向上を図りたい。 

ウ 観光 

（課題例） 

都心と結ばれた鉄道・交通網の充実や豊かで美しい自然など、都市と自然の魅

力を併せ持つ県内各地の観光スポットへの誘客を図るとともにデジタルによる

新たな観光価値の向上を図りたい。 

エ 公園・文化施設等の県有施設 

（課題例） 

それぞれの県営公園や文化施設（劇場、美術館、博物館等）等の施設が持つ特

色や魅力をバーチャルコンテンツでうまく表現し、かつリアルと連動させるこ

とで、より効果的に魅力を発信し、来園・来館者の拡大を図りたい。 

オ 文化芸術 

（課題例１） 

地域の伝統芸能を知ってもらい、県民が伝統芸能に触れ合う機会の拡大を図

りたい。 

（課題例２） 

外出が困難な人、時間がない人、きっかけがない人など、文化芸術に触れにく

い人が文化芸術に出会う機会の創出を図りたい。 

（課題例３） 

若年層やファミリー層へ、童謡・唱歌、和楽器の音色など、次世代に残したい

音楽の継承を図りたい。 

(2) 提示したテーマ及び課題は本県と協議の上、本イベントでの実施を決定するものとす

る。 
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3.2. 庁内調整 

(1) 上記 3.1.で決定したテーマと関係する課所に本イベントへの参加を依頼する。依頼に

ついては原則として本県で行うものとする。 

(2) 関係課所との打合せにあたっては、本県からの求めに応じて同席し、説明の補助等を行

うこと。 

 

3.3. イベント実施手順・実施内容 

(1) 本イベント全体の実施手順・実施内容を検討し、提示すること。 

(2) 必要に応じて、テーマ別ワーキングでの検討を行うなど、参加者が活発にアイデアを出

し、精度の高い検討ができるよう配慮した実施手順・実施内容とすること。 

(3) イベントの開催日数、開催時期、開催方法（リアル、Web、ハイブリッド）について提

案すること。なお、開催時期については、イベントの最終回を令和５年２月中に実施す

ることを予定しており、開催方法については、Zoomによる Web会議も利用可能とする。 

(4) 初回及び最終回はイベント当日の会場を県で用意するものとする。 

(5) アイデアを実現するために必要となるオープンデータ、ビッグデータなどのデータに

ついて本イベント内で検討すること。 

(6) アイデアを実際にサービスとして提供する際の、デジタルマーケティングの活用につ

いて本イベント内で検討すること。 

(7) 本イベントに必要な資料の作成を行うこと。 

 

3.4. イベント周知・参加者募集 

(1) 本イベントの開催及び参加者の募集については、県 HPでの周知を予定しているが、そ

の他に有効な周知手段があれば、県と協議の上、周知を行うこと。なお、参加者のとり

まとめ及び参加者への連絡については原則として本県で行うこととする。 

(2) イベントに意欲的に取り組むと見込まれる民間事業者や県民を参加者として推薦する

こと。 

(3) 周知用資料を作成すること。 

 

3.5. ファシリテーター 

(1) 本イベントを進行するファシリテーターを派遣すること。 

(2) ファシリテーターはメタバースやデータ活用等の技術について広い知見を持つ者とす

ること。 

(3) ファシリテーターと本県で実施内容のすり合わせができるよう、必要に応じて打合せ

を設けること。 

 

3.6. イベントを活性化させるための工夫 

(1) 優秀なアイデアを発表したグループへの表彰など、イベントが活性化する方法を検討
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すること。 

 

3.7. 実施報告 

(1) 本業務の実施内容をまとめて報告書を作成すること。 

(2) 報告書には本イベント時の写真を含むこと。 

 

 

 

【提案依頼事項】 

(P-05) 実施テーマ設定 

テーマ候補の中からイベントで実施するテーマを２テーマ以上選定し、

選定した理由を提示すること。 

(P-06) 参加者推薦について（任意） 

 候補となる推薦者がいる場合は、推薦理由及び参加意向の確認状況を提

示すること。 

(P-07) 実施手順・実施内容について 

イベント全体の実施手順及び実施内容を提案すること。 

(P-08) ファシリテーター 

本業務のファシリテーターのプロフィール（経歴等）を提示すること。複

数の場合は主となるファシリテーターについて提示すること。 

(P-09) イベントを活性化させるための工夫（任意） 

イベントを活性化させる工夫として実施可能なものがあれば提案するこ

と。 

 

 

4. 納品要件 

4.1. 納品条件 

ドキュメント類については、各成果物の電子データを収納した電子媒体（DVD-R 等）1

式を納品すること。 

 

4.2. 納品形式 

(1)  納品物は紙媒体及び電子媒体の双方で納入するものとし、全て日本語表記とするこ

と。 

(2)  報告書等の各種ドキュメントは、原則デジタルでの閲覧を前提とした様式とするこ

と。 
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(3)  電子ファイルの納品物は、「Microsoft Word」、「Microsoft Excel」、「Microsoft 

PowerPoint」を利用したファイル形式で作成すること。それ以外の形式での提出を希

望する場合は個別に確認すること。 

(4)  電子ファイル（DVD－R）の納品物は、ファイルの構成等が分かるようインデックスや

ディレクトリ構成の説明資料を添付しておくこと。 

(5)  納入媒体のうち電子ファイル（メール等）とした媒体は、電子メールやファイル送信

システム等により本県が指定する宛先に送付すること。 

(6)  納入媒体のうち電子ファイル（DVD－R）とした媒体は、「Microsoft Windows」で読

込可能な DVD-R にデータを書き込んでレーベル等に納品物名が分かるようにし、正副

各一式を納入すること。 

(7)  紙媒体及び電子ファイル（DVD－R）の納品物のうち、納期が同じ納品物については、

媒体を一つにまとめて提出すること。 

 

4.3. 納品場所 

紙媒体及び電子媒体による納品物については、以下の場所へ納品すること。その他の成

果物については、プロジェクト計画書作成時に本県と協議のうえで決定する。 

 納品場所 〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1  

   埼玉県庁本庁舎２階 行政・デジタル改革課執務室  

 

4.4. 納品物 

4.4.1. 納品物要件 

(1) 各ドキュメントの作成においては、本県と、ドキュメントの構成及び内容について十分

に協議を行い、サンプルドキュメント等により最終成果物の完成イメージを事前に本

県に確認すること。 

(2) ドキュメントの作成においては、各ドキュメントの利用者のレベルを想定して、誰もが

理解できる内容とすること。 

 

4.4.2. 成果物一覧 

以下の成果物を提出期限までに本県に提出し、最終的な成果品を納期までに納品する

こと。提出時期の具体的な期日は、プロジェクト計画書作成時に本県と協議のうえ決定す

る。 

No 成果物 内容 提出時期 

1 プロジェクト計画書  プロジェクトの目的、成果、実施体制、実

施スケジュール等を示した資料 

契約後速やかに 

2 周知用資料一式  イベントの開催を周知し、参加者を募集す

るための資料 

参加者募集前 

4 イベント資料一式  イベント時に参加者に配布する資料 イベント実施前 
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No 成果物 内容 提出時期 

5 表彰関連物品  表彰時に参加者に授与する賞状・副賞等 イベント実施前 

6 実施報告書 ・本業務の実施結果をまとめた資料 検収段階 

7 業務完了報告書  本仕様書に示されているすべての要件が

実現されていることを確認したうえで、業

務の完了を報告する資料 

検収段階 

10 議事録  会議開催の際に作成する議事録 定例会時 

 

5. 実施体制 

5.1. 実施体制 

(1) 本支援業務の受託者は、本支援業務の実施に当たっての責任者を配置すること。 

(2) 本支援業務の受託者は、業務遂行における体制を明確にし、作業に従事する者（責任者

を含む）の名簿とその連絡先を明記したプロジェクト実施体制表を、本契約締結時に提

出すること。 

(3) 原則として、契約期間を通じ、業務遂行における体制の変更は認めない。ただし、やむ

を得ない事由が生じた場合は、本県に、申し出ること。 

(4) 2次審査（プレゼンテーション）において、説明及び質疑に対応した者を、当該プロジ

ェクトに係る実質的な責任者（プロジェクトリーダー）とすること。 

(5) 本県との連絡対応の窓口を一本化し、即時に対応できる体制を確立すること。 

 

 

5.2. 会議の開催・記録 

(1) 定例の進捗状況確認会議を開催し、本業務全体の進行手順の確認、進捗状況の確認、進

行上の課題への対応策の協議を行うこと。なお、進捗状況確認会議は必要に応じて追加

開催すること。 

(2) 進捗状況確認会議などにおいて使用する資料は、受託者が必要部数を用意するものと

し、また、当該会議の記録は、受託者が原則として 3営業日以内に作成し、本県の承認

を得ること。なお、当該会議の開催場所は、本県が準備する。 

(3) 会議については、新型コロナウイルスの感染状況及びテレワークの推進状況を鑑み、原則として、

県がホストとなるＷｅｂ会議で実施する。なお、対面会議が必要と県が判断した場合には、対面で

実施すること。 

【提案依頼事項】 

(P-10) プロジェクト実施体制について 

貴社が想定している本業務における「プロジェクト実施体制表」を提示

すること。また、本業務に従事させることを想定している個々の要員の経

歴や業務実績等を提示すること。（様式自由） 

 

 


