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阪神港におけるドローン利活用実証実験計画案作成業務 募集要領 
 

１．業務の概要 

（１）業務名 

阪神港におけるドローン利活用実証実験計画案作成業務 

（２）業務の目的 

阪神港の弊社管理施設であるコンテナターミナル、フェリーターミナルおよびライナ

ーバースにおいて、施設（建屋や荷役機械、岸壁、舗装等）の点検、維持、管理、保全、

修繕及び災害復旧並びにターミナルの運営等におけるドローンの利活用のあり方を検

討することを本業務の目的とする。 

（３）業務内容（概要） 

港湾施設の点検、維持、管理、保全、修繕及び災害復旧、並びにターミナルの運営にお

ける、さまざまなドローンの利活用のあり方を検討し、そのコストとベネフィット、今

後の運用における法規制の動向、技術的課題、ドローンの性能の現状と動向、国内外の

ドローンメーカーの状況、通信システムのあり方、情報セキュリティなどについて取り

まとめたうえで、ドローンの実証実験計画案を作成する。 

なお、実証実験計画案作成後、当社においてその中からいくつかの実証実験を実施する

ことを検討する。 

（４）業務期限 

契約締結日の翌日から 2か月とする。 

（５）契約金額の上限 

1,000,000 円（消費税及び地方消費税を含まない） 

（６）本業務における権利 

  本業務にて作成したドローン実証実験計画案については、当社に帰属するものとする。 

 

２．応募資格 

① 本業務の募集要領の交付日から遡り（以下「直近」という）５年間で、当社以外の法 

人その他の団体において、当該案件と同種または類似の実績（ドローン利活用実績、

ドローンを用いた業務提案など）を有すること。 

② 直近３年間（会社設立が３年未満の者は会社設立以降）銀行取引停止処分を受けてい 

るものでない者 

③ 直近３年間（会社設立が３年未満の者は会社設立以降）会社更生法（昭和27年法律 

第172号）に基づく再生手続き開始の申立又は民事再生法（平成11年法律第225号） 

に基づく再生手続きの申立（他国における同種の法律に基づく申立を含む）がなされ 

ている者（更生又は再生の手続開始の決定がなされている者で履行不能に陥るおそれ 
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がないと当社が認めたものを除く。）でないこと。 

④ 直近３年間（会社設立が３年未満の者は会社設立以降）国税（法人税又は所得税及び

消費税をいう。）に未納の税額がない者。

⑤ 直近３年間（会社設立が３年未満の者は会社設立以降）の決算書類（貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）の提出が可能な者。

⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）に基づく

暴力団でないこと。また、同法に基づく暴力団員（以下「暴力団員」）が役員として

又は実質的に経営に関与している団体でないこと。個人又は個人事業者である場合に

あっては、当該個人又は個人事業者が暴力団員でないこと。暴力団員を、相当の責任

の地位ある者として使用し、又は代理人として選任していないこと。役員等が、暴力

団又は暴力団員に金銭的な援助を行い、その他経済的な便宜を図ったことがないこ

と。役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していないこと。

３．事業者選定の流れ 

① 募集要領の配布 令和５年 1月 27 日（金） 

② 参加申請書の提出 令和５年 2月 13 日（月）まで 

③ 質問の受付 令和５年 3月 10 日（金）まで  

④ 質問の回答 受付次第、随時 

⑤ 業務計画提案書の受付 令和５年 3月 17 日（金）まで 

⑥ プレゼンテーション 令和５年 3月 27 日（月）（※１） 

⑦ 審査委員会        令和５年 3月 27 日（月）以降 （※２） 

⑧ 選定結果の通知 令和５年 4月上旬（予定） （※２） 

（※１）参加申請者が多数の場合、複数日で実施する可能性がある。 

（※２）プレゼンテーションの日に通知する。 

４．募集要領等の交付開始日・交付場所等 

（１）交付開始日 

令和５年 1月 27 日（金） 

（２）交付場所 

当社ホームページよりダウンロードすること。 

（３）交付資料 

・募集要領

・仕様書（特記事項）

・評価項目及び評価基準

・申請様式一式

（様式１）参加申請書

https://hanshinport.co.jp/wp/wp-content/uploads/01_ApplicantGuidelines.pdf
https://hanshinport.co.jp/wp/wp-content/uploads/02_SpecificationSheets.pdf
https://hanshinport.co.jp/wp/wp-content/uploads/04_ApplicantDocuments.xlsx
https://hanshinport.co.jp/wp/wp-content/uploads/03_ItemsCriterionsOfEvaluation.pdf
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（様式２）質問書 

（様式３）業務計画提案書 

（様式４）会社概要 

（様式５）業務実績等調書 

（様式６）見積書 

（様式７）参加辞退届 

５．参加申請書の提出 

（１）提出方法 

PDF 形式に変換の上、E-Mail にて送付すること。 

（２）提出期限 

令和５年 2月 13 日（月）17 時必着 

（３）提出書類※ 

①参加申請書（様式１）１部

②直近３年間（会社設立が３年未満の者は会社設立以降）の決算書類 各年１部ずつ

③直近 1 年間の納税証明書 1 部

※提出書類について、当社内で事前審査を行い、参加資格が満たない提案者と判断した

場合、審査委員会の実施を待たず、不選定を通知する場合がある。

（４）共同提案の場合の参加申請について 

 共同提案による応募も可。1 提案に対し参加申請者が 2者以上の場合は、代表申請者が

各参加申請者の提出書類をまとめて提出すること。なお、共同提案の場合は、２．応募資

格の①については、代表申請者が参加資格を有していればよいものとする。（応募資格②

～⑥については、各参加申請者がそれぞれ満たす必要がある。） 

６．質問書（様式２）の受付及び回答 

仕様書に関する質問は、質問書（様式２）により受け付けることとし、審査内容に関係

しない軽易な質問を除き、電話または口頭による質問は受け付けない。 

（１）提出方法 

PDF 形式に変換の上、E-Mail にて送付すること。 

（２）提出期限 

令和５年 3月 10 日（金）17 時必着 

（３）質問書への回答 

回答は随時 E-Mail で参加者全員に送付する。 

（４）共同提案による質問書の提出について 

 代表申請者より質問書を提出すること。 



4 / 6 

７．業務計画提案書の提出 

業務計画提案書は、Ａ４版・PDF 形式(カラー)で作成し、必ず下記の事項を記載すること。 

① 本業務の実施体制および人員配置（人数、各人の専門分野、所有資格、業務実績な

ど）

② 本業務の実施方法、手法

③ 本業務の実施計画（タイムスケジュール）

④ 提案見積と積算根拠

１．（５）に示す上限までの範囲内とし、各費目の内訳を明記すること。また、各経

費は税抜き価格とし、別途消費税額を併記すること。 

（１）提出方法 

PDF 形式に変換の上、E-Mail にて送付すること。 

（２）提出期限 

令和５年 3月 17 日（金）17 時必着 

（３）提出書類 

①業務計画提案書（様式３）

②会社概要（様式４）

③業務実績等調書（様式５）

④見積書（様式６）     各１部 

（４）共同提案の提出書類について 

 各参加申請者は、様式４および様式５を作成し、代表申請者がまとめて上記（３）提出

書類を提出する。 

８．プレゼンテーションに関する事項 

（１）プレゼンテーション実施日 

 令和５年 3月 27 日（月） 

（２）プレゼンテーション実施方法 

プレゼンテーションはWEB会議システム（Teams）を通じて実施する。また、プレゼ 

ンテーションにおける説明および質疑に対する応答は数名で分担しても構わないが、

その説明者は業務計画提案書に記載された人員に限る。 

プレゼンテーション及び質疑応答の模様を WEB 会議システムにて録画する。 

（３）プレゼンテーションの実施時間 

各社30分とし、別途質疑応答時間10分を含めて40分間とする。当日の開始時間は 

別途、業務計画提案書に記載の業務責任者へ連絡を行う。 

（４）評価項目および評価基準 

審査委員会で下記配点により提案内容を評価し算出する。 

総合点（100 点満点） 
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・業務計画の妥当性（30点）

・業務責任者の能力（30点）

・提案内容の先進性（20点）

・同種・類似業務の実績（15点）

・提案金額の妥当性（5点）

ただし、評価点の合計が 60 点に達していない場合は、委託候補者として選定しない。

プレゼンテーション参加者（以下：提案者）が 1者であっても同様の扱いとする。 

詳細は別紙「評価項目及び評価基準」のとおり。 

９．委託候補者の選定方法及び結果の通知 

（１）委託候補者の選定方法  

委託候補者選定にあたっては、審査委員会において、提出された業務計画提案書及び

プレゼンテーション等の内容を別紙「評価項目及び評価基準」に基づいて審査し、審 

査委員の評価点の合計点（100点満点）が最も高い順から1者または2者を委託候補者と

して決定する。 

各審査委員の評価点の合計点が最も高い提案者もしくは2番目に高い提案者が複数者

の場合、審査委員会にて決定する。 

（２）選定結果の通知 

全ての提案者に対し選定結果及び評価点を通知する。共同提案の場合は、代表申請者

のみに通知する。決定した委託候補者の名前及び匿名化した全ての提案者の評価点を当

社ホームページに掲載する。なお、審査の内容等に関する問い合わせには応じないもの

とする。 

10．契約の締結  

（１）契約の方法 

委託候補者は仕様書及び業務計画提案書、契約約款に基づき、阪神国際港湾株式会社

と協議の上、委託契約を締結する。なお、仕様書及び業務計画提案書について、特段の

事情がある場合は協議の上、内容変更を行うことができるものとする。 

なお、共同提案を選定した場合は、代表者と委託締約を締結する。 

また、契約の締結に際し、万一、提出書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、契

約締結をしない。 

（２）委託料の支払い 

本業務終了後、当社の検査合格を経て、請求に基づき支払う。 

（３）委託候補者の辞退 

委託候補者が辞退したときは、契約の締結ができるまで、審査委員会で順位付けら 

れた上位の者から順に繰り下げる。 
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11．注意事項 

（１）提案に関する費用（資料作成費・通信運搬費・交通費等）は、選定結果の如何に関わ

らず提案者の負担とする。 

（２）採用された業務計画提案書は、阪神国際港湾株式会社情報公開規程に基づき非公開情

報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象とする。 

（３）提出された書類は返却しないものとする。また、提出された書類は、選定以外の目的

には使用しないものとする。 

（４）提出書類が以下の条件の一に該当する場合は、無効とする。 

ア 提出期限を過ぎてから提出されたもの

イ 提出物に不足があるもの

ウ 虚偽の内容が記載されているもの

エ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの

（５）２通以上の業務計画提案書の提出は認めないものとする。 

（６）契約締結後に応募要件を満たさないことが判明したとき、並びに契約の条項に違反し

又は不履行があったときは、契約約款に基づき、契約解除及び違約金の請求などの措

置を講じる。 

（７）業務計画提案書を受領後、当社内で事前審査を実施する場合がある。事前審査で本募

集要領に満たない提案と判断した場合は、審査委員会の実施を待たず、選定結果を通

知する。 

12．書類の提出先・問い合わせ窓口 

上記５.６.７の書類について、それぞれの提出期限にあわせて下記宛てに送付のこと。 

（１）書類の提出先

E-mail ： business-d@hanshinport.co.jp 

住 所 ：〒651-0087 神戸市中央区御幸通 8-1-6-20F 

（２）問い合わせ窓口 

阪神国際港湾株式会社 事業開発部 

T E L 

E-mail 

担 当 

：078-855-2240 

： business-d@hanshinport.co.jp 

：久保、白神 

以上 

mailto:business-d@hanshinport.co.jp
mailto:business-d@hanshinport.co.jp



