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都庁舎サービスロボット実証実験協力者募集要領 

 

１ 要領の目的 

都は、情報公開や政策実現の場面において最新の ICT を駆使し、より質の

高い行政サービスを提供していくことが求められています。加えて、東京 2020

大会は、最先端の ICT活用のショーケースとして東京の高い技術力を世界にア

ピールするチャンスであり、それまでに一定程度の ICTの高度化を図ることが

重要です。一方で、最新の ICTは、活用シーンや期待された効果が得られるか

など、未知の要素も多くあり、実際に都政で活用するためのハードルは高い状

況にあります。 

本要領は、先端技術の社会実装へ向けた実証実験を行い、都施策への先端

技術の導入可能性の検討及びショーケース化の促進のための取組の協力者を

公募するための事項を定めるものです。 

 

２ 事業概要 

 （１）事業目的 

都での活用が期待される先端技術が用いられているサービスロボット

の社会実装及び 2020年の ICTショーケース化の実現へ向け、都のフィー

ルドを活用し、民間事業者等本事業の協力者とともに先端技術の社会実

装へ向けた実証実験を行うものです（詳細は別紙１「都庁舎サービスロ

ボット実証実験事業」参照）。 

なお、本事業は、学識経験者（首都大学東京教授等）に協力をいただ

き、専門的、多角的な視点からの助言をもらうこととしています。 

 （２）実証実験の内容 

次に掲げるア～エの全てを満たし、かつオ又はカを満たすロボット1の

実証実験を行います（そのほか、活用が期待できるサービスがあれば企

画提案書に含めてください。ただし、提案内容の実施については、協議

の上決定するものとします。）。 

ア 人と自然言語を介した双方向の会話等の意思疎通が可能な技術を活

用したサービスであること。 

イ 既に社会実装されており、2020 年までに技術・サービスの改良・改

善を目指しているもの又は 2020年までに社会実装が見込まれるもので

あること（事業計画等によりそのように定められていること。）。 

ウ 「２（５）実施場所」の中で完結するものであること。 

エ 多言語対応に資する技術・サービスであること。 

                                                   
1 センサー、知能・制御系、駆動系の 3 つの要素技術を有する、知能化した機械システムを指す。 
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オ 施設の案内等に資する技術・サービスであること。 

カ 観光案内に資する技術・サービスであること。 

 （３）公募対象ロボット及び機器の条件 

公募対象ロボットについては、安全面への配慮を最優先事項とします。

ロボットのデザインや機能については、来庁者、職員等の利用者に優し

いものとし、屋内での使用に適さない機器、発火・発煙の危険性がある

機器、ペースメーカーへの影響が懸念される機器及び違法性のある機器

は公募の対象外とします。その他実施場所の安全・適正な運営の観点か

ら、制限や制約を課す場合があります。 

また、次に掲げる事項に該当する機器の実証実験は禁止とします。 

ア 水濡れによる発火、発煙を生じ得る機器 

イ 火花の発生や火気、発煙を生じ得る機器 

ウ エンジンその他内燃機関による駆動を必要とする機器 

エ 多量の発熱がある機器 

オ 高圧ガスや可燃性ガスを使用する機器 

カ 騒音・振動・空振を発生させる機器 

キ 臭気を発生させる機器 

ク 大電力の使用が必要な機器 

ケ 不安定な化学物質・放射性物質・毒性のある物質を使用する機器 

コ 事故や発火が相次いでいる機器 

サ 発火歴のあるバッテリーを使用し、その対策が講じられていない機

器 

シ 鋭利な部分を有し、人に危害を加える恐れのある機器 

ス 都庁舎の円滑な運営に支障が生じる恐れのある機器 

セ その他、公序良俗に反する機器 

（４）ロボット及び機器の制約 

ロボット及び実証実験に使用する機器は次の範囲に収まるものとしま

す。 

ア ロボット及び機器を固定した場合の最大可動域 

2,000mm×2,000mm 

イ 高さ 

1,800㎜ 

ウ 重量 

300㎏／㎡ 

エ 最大使用電力 

100V、15A 
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（５）実施場所 

次に掲げる場所の中から都及び協力者の協議の上決定します。 

ア 東京都庁第一本庁舎２階 

イ 東京都庁第一本庁舎南側展望室 

 （６）実施時期 

平成 29 年９月上旬から平成 30 年２月下旬までの期間において、最長

連続した 2 週間（土曜日、日曜日及び祝日を除く）を最多３回までの範

囲で、都及び協力者との協議の上決定します。時間帯は原則午前９時 30

分から午後５時までの間とします（詳細は都と協議の上決定するものと

します。）。 

（７）事業の前提 

本事業は都の提示する規則等に則るとともに、安全面に最善の注意を

払い実施するものとします。また、実施に当たっては次の事項を遵守し

てください。 

ア 「生活活動支援ロボット及びロボットの安全性確保に関するガイド

ライン（第一版）」（平成 28年 6月ロボット革命イニシアティブ協議会）

の「４．実証実験実施者の責務」を準用した「前提条件チェックリス

ト（様式３）」の「２ 安全性の確保」の全てについて適合するもので

あることを確認してください。 

イ 実証実験に使用する機器等の管理は、協力者の責任において行って

いただきます。ただし、実証実験期間中においては、都がロボットの

保管場所を用意します（保管場所の制約から、保管できるロボットや

機器等の数量、大きさ等を制限することがあります。）。 

ウ 実証実験中は、1ロボットにつき、1人以上の人員を配置し、来庁者

等に危害が及ばないよう配慮するとともに、来庁者等から実証実験の

内容や仕様等に関する質問があった場合に、適切な接遇の下対応でき

る体制とすることとします（実証実験場所の制約から、人員配置数を

調整することがあります。）。 

エ 実証実験開始前及び実証実験中において、対象ロボットの安全性、

事業目的との親和性や有効性等に疑義が生じた場合、都庁舎の運営に

支障をきたす場合には、事業を停止又は中止することがあります。 

オ 実証実験中に事故や苦情が発生した場合、都に重大な過失がない限

りは、協力者が一切の責任を負うものとし、都と調整の上、協力者が

交渉に当たるとともに、来庁者、都及びその他第三者に生じた一切の

損害・損失を補償するものとします。損害・損失は、来庁者等の怪我

や庁舎の設備等を損傷するなどの有形のものに限らず、実証実験に伴
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い設置する機器等が原因となる通信障害や、機器等の誤作動によるも

のも含みます。 

なお、都が協力者に代わり賠償を行った場合は、その賠償金額及び賠

償に要した経費を協力者に求償できるものとします。また、都と協力

者に決定した者とが交わす協定に違反し、都等に損害を与えた場合も

同様とします。 

カ 実証実験に際して、協力者が持ち込んだ機器類及びその他機材に、

盗難、破損等により損害が生じた場合、都に重大な過失がない限りは、

都は一切の責めを負わないこととします。 

キ 実証実験中は、協力者が、実証実験をしていること、取得する情報

の内容や取得する情報の用途、個人情報を除いたデータを都へ提供す

ることがあること並びに取得された自らの情報を削除する場合の方法

及び連絡先を明示し、質問や削除の依頼等があった場合は対応するこ

ととします。また、個人情報を取得する場合は、協力者が関係法令に

基づき取得、管理することとします。 

ク 万一、事故が発生した際の緊急連絡先及び連絡ルールを企画提案書

及び実施計画書（協力者に選定された場合に、都と締結する協定に含

むもの（以下６参照））に記載してください。 

ケ 応募、実証実験の実施及び報告に伴い発生する費用は協力者が負担

することとします。ただし、事業の実施に伴う都庁舎の利用に係る費

用及び光熱費は都が負担することとします。 

コ 都庁舎に設置する機器類及びその他機材に製品名、企業名及びロゴ

マーク等製品や企業等の宣伝となる表示をしないこととします。  

サ 実証実験終了後、速やかに開始前と同じ状態に回復させてください。 

シ 実証実験により取得した結果やデータは都と共有することとします

（データを都へ提供する際は、個人情報を除いた情報としてくださ

い。）。また、取得した結果やデータは、都の許可なく第三者等への開

示、転載、掲載は禁止とします。 

ス 実証実験期間中及び終了後に、報告書を提出してください（詳細は

都と協議の上、協定により定めることとします。）。 

 

３ 応募者の資格 

次に掲げる全ての事項を満たすものとします。 

（１）地方自治法施行令（昭和 26 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）東京都競争入札参加資格者指名停止等取扱要綱（平成 18年 4月 1日付
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17財経総第 1543号）に基づく指名停止期間中でない者であること。 

（３）会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条及び第 30条の規定によ

る更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 

（４）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続

き開始の申立てがなされている者でないこと。 

（５）事業の実施能力を有する者であること（「２（２）実証実験の内容」を

満たす技術力を有し、事業として取り組んでいること。また、当該技術

について、製品化の計画が描かれており、プロトタイプの制作及び社内

試験も完了し、想定の機能・能力を確認できていること。）。 

（６）「都庁舎サービスロボット実証実験協力者応募（辞退）届（様式１）（以

下「応募（辞退）届」という。）」を次により提出してください。 

ア 受付期間 

平成 29 年６月 28 日（水曜日）から同年７月 11 日（火曜日）午後５

時まで 

イ 受付方法 

次の住所まで持参してください。 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第一本庁舎 12階北側 

（東京都総務局情報通信企画部企画課（情報通信施策推進担当）） 

なお、応募（辞退）届の提出は、その後の応募を拘束するものではあり

ません。応募（辞退）届提出後に辞退する場合は、応募（辞退）届を、平

成 29年８月３日（木曜日）までに提出し、辞退する意向を明らかにして

ください。 

 

 

４ 応募方法 

 （１）提出書類、提案書の様式 

ア 都庁舎サービスロボット実証実験協力者応募申請書（様式２）（1 ペ

ージ以内） 

イ 前提条件チェックリスト（様式３） 

ウ 企画提案書（概要）（様式４）（１ページ以内） 

エ 企画提案書（様式５）（11～20ページ以内） 

オ プレゼンテーション資料（A4版・横置き、横書き、両面刷り、30ペ

ージ以内の範囲内で自由様式とします。動画がある場合は、キャプチ

ャを 1 枚程度紙で提出し、電子データについては動画データ全てを提

出してください（15 分間のプレゼンテーションで全て説明できる分量

としてください。）。） 
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カ 都庁舎サービスロボット実証実験協力者応募に係る誓約書（様式６） 

※「企画提案書（概要）（様式４）」、「企画提案書（様式５）」及び「プ

レゼンテーション資料」には、企業名、製品名及びそれらを連想さ

せる名称は記載しないでください。 

※様式指定のあるア～エ及びカについては、フォントサイズは 10.5以

上としてください。また持参いただく際は A4版としてください。 

 （２）応募方法 

「４（１）提出書類、提案書の様式」を、次の住所まで持参してくだ

さい。 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第一本庁舎 12階北側 

（東京都総務局情報通信企画部企画課（情報通信施策推進担当）） 

なお、持参後、都から示された方法により、電子データでの提出を併

せてしてください。 

 （３）応募期間 

平成 29 年６月 28 日（水曜日）から同年８月７日（月曜日）正午まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前９時から午後５時までに限

ります。） 

 （４）応募後の取扱い 

ア 提出書類は、返却、引換え、変更、加除修正、取消しをすることが

できないものとします。 

イ 提出書類は、企画提案の選定以外には無断で使用しません。 

ウ 提出書類は、選定作業に必要な範囲において、複製を作成すること

があります。 

エ 協力者と協定を締結した後は、協力者の提出書類を関係者に供する

ものとします。 

 （５）質問等 

本募集要領及び提出書類に関して質問がある場合は、別に定める質問

書（様式７）により、次のとおり受け付けます。 

なお、応募（辞退）届を提出し、応募の意思を表明した者のみ質問を

受け付けます。 

ア 質問受付期間 

平成 29 年６月 28 日（水曜日）から同年７月 11 日（火曜日）午後５

時まで 

イ 質問方法 

E-mailに質問書を添付してください。 

ウ 提出先 
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「８ 連絡先、担当」により指定されたメールアドレスへ提出してく

ださい。 

エ 提出の際のルール 

メール送付の際、件名は次のとおりとしてください。 

【実証実験質問】（６ケタの送信年月日）（事業者等所属名） 

例）【実証実験質問】290628東京都 

オ 質問に対する回答 

質問とそれに対する回答を一覧にして、応募（辞退）届を提出し、応

募の意思を明らかにした者全てに FAXまたは E-mailにて送付します。 

カ 質問受付期間外の質問及び提出の際のルールに則していない質問は

受け付けないことがあります。 

 

５ 提案書の審査及び協力者の選定 

 （１）審査方法 

企画提案を審査するために「都庁舎サービスロボット実証実験協力者

選定審査委員会（以下「委員会」という。）」を構成し、別に定める評価

基準（別紙２）に基づき総合的に審査します。 

 （２）プレゼンテーション及びヒアリング 

提出された企画提案書等に基づき、以下のとおり企画提案者によるプ

レゼンテーション及び委員会によるヒアリングを行います。詳細につい

ては別途応募者宛に通知します。 

ア 日時 

平成 29年８月中旬から下旬まで（予定） 

イ 場所 

東京都庁舎内会議室 

ウ 出席者及び所要時間 

５名以内で、35 分間（プレゼンテーション 15 分間、ヒアリング 20

分間）とする。 

エ その他 

（ア）プレゼンテーションでは、都が用意するプロジェクター、スクリ

ーン及び VGA ケーブルは使用できるものとします。ただし、準備に

係る時間もプレゼンテーション時間（15分）に含めることとします。 

（イ）プレゼンテーション及びヒアリングの内容は、企画提案書に含め

て審査対象とし、協定書等へ反映するものとします。 

 （３）選定のスケジュール 

次の日程で選定を行います。 
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ア 公募開始 平成 29年６月 28日（水曜日） 

イ 応募届の受付 平成 29年６月 28日（水曜日）から同年７月 11日（火

曜日）午後５時まで 

ウ 企画提案書の受付 平成 29 年６月 28 日（水曜日）から同年８月７

日（月曜日）正午まで 

エ 質問の受付 平成 29年６月 28日（水曜日）から同年７月 11日（火

曜日）午後５時まで 

オ 質問に対する回答 平成 29年７月 18日（火曜日）（予定） 

カ 辞退届の受付 平成 29年６月 28日（水曜日）から同年８月３日（木

曜日）まで 

キ プレゼンテーション及びヒアリング 平成 29年８月中旬から下旬ま

で（予定） 

ク 協力者の選定 平成 29年８月下旬（予定） 

 （４）協力者の選定 

ア 選定方法 

協力者は、企画提案書等並びにプレゼンテーション及びヒアリングの

内容から、別に定める評価基準（別紙２）と照らし、採点結果の上位か

ら都が指定する順位までを採用とします（「都が指定する順位」につい

ては、提案された内容と都庁舎の状況を勘案して別途指定します。）。 

イ 審査結果及び選定結果 

（ア）通知期日 

平成 29年８月下旬（予定） 

（イ）通知 

提案された全ての企画提案書の得点を提案書の提出者ごとに一

覧表にし、全ての企画提案者に書面により通知します。審査に対す

る個別の問合せには対応しません。 

（５）審査の考え方 

別紙２「都庁舎サービスロボット実証実験協力者応募企画提案書評価

基準」のとおり。 

 

６ 協定の締結 

協力者に選定された者は、都が用意する次に掲げる全ての事項を含む協定を

都と締結するものとします（協定書は、協力者に決定した者に提示します。協

定内容は、本要領の内容を基本とします。）。 

（１）実施計画に関すること 

（２）運営体制に関すること 
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（３）個人情報の保護に関すること 

（４）秘密保持に関すること 

（５）誓約書の順守に関すること 

 

７ 注意事項 

（１）提出書類は一切返却を行いません。また、提出書類は、都の保存期間

終了後、適切に廃棄処分します。 

（２）応募に係る費用は応募者による負担とし、都はいかなる費用も負担し

ません。 

（３）提出書類を作成するに当たり、都から提供した資料の内容は、公表さ

れているものを除き、第三者への漏えいを禁止します。また、当該資料

は、公表されているものを除き、提出の際都へ返却するものとします。 

（４）提案が採用された場合、都と綿密な連絡・調整を行い、本事業の目的

を十分反映するものとします。なお、採用された提案について、都は協

力者と協議の上、その一部を修正することができるものとします。 

（５）電子データで提出するものは、PDF形式としてください。 

（６）本件に係る公募の手続、都との協議及び提出物に使用する言語は日本

語に限ります。 

（７）その他疑義が生じた場合は、都と協議するものとします。 

 

８ 連絡先、担当 

〒163-8001 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第一本庁舎 12階北側 

東京都総務局情報通信企画部企画課（情報通信施策推進担当） 

電話 03-5388-2518 

FAX  03-5388-1250 

E-mail S0000013@section.metro.tokyo.jp 


