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第６回アジア・スマートシティ会議運営業務委託仕様書 
 
 

１ 委託件名 
第６回アジア・スマートシティ会議運営業務委託 

 
２ ⽬的 

環境未来都市である横浜市では、公⺠連携による国際技術協⼒事業「Y-PORT 事業」を実施して
いる。その⼀環として、アジア新興国諸都市の市⻑や国際機関などの有識者が⼀堂に会し、持続可能
な都市づくりの実現に向けた知⾒を共有する国際会議・交流会である「アジア・スマートシティ会議」を平
成 24 年から開催している。 

第６回となるアジア・スマートシティ会議では、アジア・⼤洋州の都市や関係機関を招聘し実施する。
当会議開催により、環境問題などの様々な社会的課題に総合的に取り組んでいる活⼒ある都市として、
国内外でのプレゼンスを向上させるとともに、視察や会議を通じ、本市が都市づくりの課題解決に取り組
んできた知⾒の共有を図る。また、都市や国際機関が⼀堂に会する場にて、持続可能な都市づくりへ向
け、参加者間の情報交換を推進し、企業においても、持続可能な都市づくりに関する技術をアジア・⼤
洋州諸都市の代表者へ紹介できる機会を設け、海外ビジネス展開へ向け後押しを⾏うことを⽬的とす
る。 

さらに、都市の代表者、関係機関等が交流できるよう、レセプションを開催する。会議では、インターネ
ット中継を⾏い、国内外へ発信する。会期中に撮影した写真・動画は、編集し、ＰＲ⽤として利⽤し、
本市ウェブサイトにも掲載する。 

なお、会期中は、本市以外の関係機関も国際会議等を併催する予定。 
 

３ 委託業務内容 
国際会議開催のための準備、運営、報告書作成など、国際会議に係る業務全般を実施するものと

する。なお、国際会議の概要は４のとおりとする。 
 
４ 開催概要 

(1) 第 6 回アジア・スマートシティ会議開催⽇ 
平成 29 年 10 ⽉ 27 ⽇（⾦） 
海外からの招聘期間：平成 29 年 10 ⽉ 25 ⽇（⽔）〜10 ⽉ 28 ⽇（⼟） 

 
(2) 第６回アジア・スマートシティ会議会場 
ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル（横浜市⻄区みなとみらい 1-1-1）  
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(3) 全体⾏程 
 10 ⽉ 25 ⽇（⽔） 市内視察※ 
 会議参加者事前打合せ(下表内表記：打合せ) 
 10 ⽉ 26 ⽇（⽊） 会議参加者事前打合せ(下表内表記：打合せ) 
 他機関主催イベント※ 
 横浜市主催レセプション（下表内表記：レセプション） 
 10 ⽉ 27 ⽇（⾦） 第６回アジア・スマートシティ会議（分科会及び本会議） 

※市内視察、他機関主催イベントは、本委託には含めない。 

 
  

 招聘期間：平成 29 年 10 ⽉ 25 ⽇(⽔)〜10 ⽉ 28 ⽇(⼟） 

25 ⽇（⽔） 26 ⽇（⽊） 27 ⽇（⾦） 28 ⽇（⼟） 

横浜市 横浜市 関係機関 横浜市 横浜市 

午前 来⽇ 打合せ 併催会議 第６回アジア・スマートシティ会議 
分科会 

帰国 

昼    ランチ  
午後 
 

市内視察 
打合せ 

打合せ  第６回アジア・スマートシティ会議 
全体会議 

 

⼣  レセプション    
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(4) 本市主催イベント 
ア. レセプション 
(ア) 概要 

第６回アジア・スマートシティ会議の参加者顔合わせ及び対話の機会を設けるため、会議
参加者に対して軽⾷及び飲み物(アルコール含む)を⽤意し、⽴⾷形式でレセプションを⾏う。
最⼤２時間程度を想定する。 

(イ) 開催⽇時 
平成 29 年 10 ⽉ 26 ⽇（⽊）18:00〜20:00 
場所： ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル（横浜市⻄区みなとみらい 1-1-1） 

(ウ) 参加予定者 
第６回アジア・スマートシティ会議参加者及び関係者 150 ⼈程度 

 
イ. 第６回アジア・スマートシティ会議 

(ア) 概要 
持続可能な都市づくりにかかる政策について、アジア諸都市の代表者や国際機関を招聘し、

討議・事例発表等を⾏う。分科会・全体会議の２部構成で⾏う。分科会は４つ程度を同時
開催することを想定。なお、会議の進⾏⾔語は英語とし、⽇英同時通訳を提供する。ランチ
会場では 15 社程度の企業展⽰を⾏う予定。 

(イ) 開催⽇ 
平成 29 年 10 ⽉ 27 ⽇（⾦） 
場所： ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル（横浜市⻄区みなとみらい 1-1-1） 
(ウ) 参加予定者 
計 200 ⼈程度 
・都市・機関の代表者 50 ⼈程度 
・随⾏者  50 ⼈程度 
・聴講者 100 ⼈程度 ※原則、招待者のみ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(人)

招待状
発送予定数

参加予定数

横浜市招聘都市 (60) (30) 横浜市招聘

他機関招聘都市 未定 未定 50人

横浜市招聘者 (25) (15) 随行者

他機関招聘者 未定 未定 50人

モデレーター 横浜市招聘者 (5) (5) 他機関招聘

横浜市招聘都市 — (30) 未定

他機関招聘都市 — 未定

横浜市招聘者 — (15)

他機関招聘者 — 未定

モデレーター 横浜市招聘者 — (5)

聴講者
招待制のため、基本的には
関係者のみ

— (100)

※招待状発送予定数は、欠席分を想定し積算

【参加予定者内訳（予定）】

参加者
(200)

ラウンド
テーブル

随行者

都市代表者

関係機関代表者

都市代表者

関係機関代表者
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５ 業務内容 
 横浜市主催のレセプションや打合せを含む第 6 回アジア・スマートシティ会議の準備、関係者調整、
参加者招聘、運営、報告書作成など、会議開催にかかる業務全般について総合的に⾏う。 

 
(1) 参加登録 

ア. 参加登録受付・名簿管理 
・参加登録は Web サイト上で受付ける。 
・名簿管理は、受託者及び横浜市がアクセス可能なデータベース上にて⾏う。 

 
(2) 招聘業務 

ア．招聘業務 
・本市が指定する都市・機関の代表者等について招聘業務を⾏う。 
・招待状作成・送付(e メール送信及び郵送)、渡航スケジュール把握、宿泊⼿配、査証⼿続き、
国内移動⼿配、事前資料作成・送付、謝⾦⽀払にかかる税減免等⼿続き、CV・講演資料の
収集・編集、 ウェルカムレターなど部屋⼊れ資料の作成、視察に関する資料作成、礼状作成・
送付など。 

・宿泊⼿配は、原則として各都市・機関の代表者１名(以後、被招聘者という)のみとし、会場
直近のホテルに⼿配する。招聘期間は会議当⽇を含め４⽇間３泊想定、朝⾷付きを基本と
し、シングルユースまたはツインを基本とし、宿泊料は本委託に含める。被招聘者の要望により、
本市で⼿配する宿泊料⾦を超過する場合は、被招聘者が⽀払うこととする。なお、被招聘者
が負担すべき宿泊関連費⽤は、本市が負担しない為、予め被招聘者のクレジットカード情報等
を⼊⼿するなど対応すること。 

・ホテルなどにデスクを設置し、空港からホテルへ、ホテルから会場への国内移動のサポート、チェック
イン、チェックアウト時等被招聘者滞在期間中のサポートを⾏う。被招聘者及び随⾏者１名の
国内移動経費は本委託に含める。 

・被招聘者の渡航費及び謝⾦は本委託に含めない。 
・被招聘者の旅⾏傷害保険及びイベント傷害保険に加⼊する。 
・被招聘者との連絡・調整にあたっては、被招聘者が不安なく会議に参加できるよう、会議や横

浜の概要がわかる事前資料を作成・送付するなど、迅速かつ丁寧な対応を⾏い、おもてなしす
ること。 

・被招聘者の急なスケジュール変更などによる国内移動、宿泊、会場等の調整はホテル、本市と
協議の上、迅速に対応すること。 

イ. 被招聘者及び他機関併催会議主催者との連絡・調整 
被招聘者が併催会議にも出席すること、また、併催会議の参加者が第６回アジア・スマートシ

ティ会議にも出席することを想定。 
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 (3) 企画会議運営補佐 
ア. 企画会議開催運営補佐 

本市及び関係者で第６回アジア・スマートシティ会議の企画会議を 3 回程度⾏う。 
イ. 議事録作成、企画会議参加者への送付 
 

(4) 会議参加者事前打合せ業務補佐 
コーヒーサービス (50)杯 

 
(5) 運営 

ア. 進⾏台本、当⽇の⾏程表、会場利⽤計画、席次など運営マニュアル作成 
イ. 名札作成 （当⽇⽤） 

 ウ. 当⽇配布資料作成・印刷 ※⾴数、部数については参加状況により異なるため、本市と協議する
こと。 

(ア) アジェンダ等会議パンフレット  
(イ) 会議関係者の CV・プレゼンテーション資料編集・印刷 
(ウ) 分科会及び全体会議のモデレーター、本市へは事前に資料を納品すること。 

エ. 会場運営 
(ア) 受付、誘導・司会、進⾏、機器操作、参加者対応 

     英語が話せる⼈員を配置すること。 
(イ) 飲⾷⼿配 

・レセプション(⽴⾷形式。ハラル・ベジタリアン等対応) 
・コーヒーサービス(コーヒー、紅茶、⽔)、クッキー 
・ペットボトルの⽔ 500ml(はまっこどうし) 
・昼⾷(⽴⾷形式。ハラル・ベジタリアン等対応) 

オ. ⽇英同時通訳の⼿配(分科会・全体会議) 
インターネット中継を⾏うため、通訳⼆次使⽤料を含める。 

    カ. 進⾏⽤プレゼンテーション作成 
キ. 全体会議で使⽤するアンサーパッドの⼿配 
ク. 備品準備 

 (ア) 本市運営要員の通信⼿段(無線機等)の確保 （15）⼈分 
 (イ) ラウンドテーブル及び檀上の消耗品(ノート、ボールペン)  

ケ. PR ⽤写真撮影 
コ. 他の本市委託業者との連絡・調整 

会場スタッフ、視察関連業務、インターネット中継及び動画撮影業務の受託者を想定 
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 (6）報告書作成 
ア. 第6回アジア・スマートシティ会議を⽇本語及び英語の各⾳声で録⾳したデータを基に、オリジ

ナルの⾔語から議事録(⾳声反訳)を作成。その後、⽇本語及び英語の報告書を作成 
イ. 報告書は PR ⽤に配布するため、写真など効果的に使ったデザイン性の⾼い内容にすること。 
ウ. 印刷した報告書を本市が指定する都市・機関の代表者等へ郵送すること。 
エ. ⽇本語、英語の報告書各 150 部作成。ページ数は、60 ページを限度とする。 

※都市・機関の代表者分については、直接受託者から発送し、残数を本市に納品 
 

６  成果品の提出 
(1) 受託者は、指定期限あるいは委託完了期限までに次の成果品を提出すること。データは
CD-R ⼜は DVD にて納品すること。 
ア. 写真データ⼀式 （会議開催後 3 営業⽇以内に納品） 
イ. 資料データ⼀式 （ウェブサイト掲載⽤に会議開催後 15 営業⽇以内に納品） 
ウ. 議事録を含む報告書データ⼀式（⽇本語、英語 PDF 及び印刷⽤版下データを含む） 
エ. 報告書 (⽇本語、英語 各 150 部 ページ数は、60 ページを限度とする。) 

※都市・機関の代表者分については、直接受託者から発送し、残数を本市に納品。 
(2) 提出先 

  横浜市国際局国際協⼒課 （横浜市中区尾上町 1-8 関内新井ビル 3 階） 
(3) 留意事項 
・成果品、本業務委託で作成した資料に係る著作権は原則として横浜市に帰属する。 
・本市事業広報活動の為に撮影した写真・動画に関して、会議参加者へ事前に利⽤許諾を得
ておくこと。 

 
７ 注意事項 

渡航費及び謝⾦、市内視察・インターネット中継及び動画撮影に係る費⽤、会場使⽤料、設備
費、他機関主催イベントにかかる費⽤は本委託業務に含めない。 

 
８ その他 

 この仕様書に定めのない事項については、本市担当職員と受託者間で協議すること。 
 
９ 履⾏期限 
     契約締結の⽇から平成 30 年２⽉ 28 ⽇まで 
 
10 特記事項 
  受託者は業務の遂⾏にあたり、次の事項に⼗分配慮すること。 

(1) 受託者はこの委託業務を、本委託仕様書のほか、横浜市契約規則、横浜市委託契約約
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款、個⼈情報取扱特記事項及び電⼦計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項
などの関係法令等に基づき実施すること。 

(2) 本業務の遂⾏にあたって、事業⽬的について横浜市と協議し、その趣旨を⼗分理解のうえ臨
むこと。本市担当職員の指⽰に基づき、業務⽬的を⼗分満⾜するよう、協議・検討を⾏うこ
と。 

(3) 本業務を遂⾏するにあたり、常に総括責任者を配置すること。 
(4) 個⼈情報を扱う場合は、個⼈情報取扱特記事項を踏まえること。また、個⼈情報保護管理

体制等について本市が要求する書類を提出すること。 
(5) 成果物等に関する著作権（著作権法第 27 条及び 28 条に定める権利を含む。）はすべて

横浜市に帰属するものとする。 
(6) 委託契約約款に規定がない著作者⼈格権や肖像権については、すべて受託者の責任にお

いて適正な権利⼿続を踏んだ対応を⾏うこと。 
(7) 業務実施にあたっては、常に横浜市と密接な連携を図ること。本委託業務の作業内容に疑

義のある場合や本仕様書等に定めのない事項および重要な事項の決定については、あらかじ
め横浜市と協議の上、その指⽰または承認を受けること。 

 


