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食品製造業オンライン商談支援事業 公募型プロポーザル実施要領 

 

令和２年10月９日 

静岡市 経済局 商工部 産業政策課 

 

１ 業務の目的 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、商談会や商談がオンラインへ移行している中で、市内食品

製造事業者が対応に慣れていない状況にある。本事業は事業者のオンラインにおけるスキルアップ、

オンライン商談に必要な資料のサポートを行うことで、市内食品製造事業者のオンライン商談にお

ける成約率の向上を図ることを目的とする。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

    令和２年度 経商産政委第20号 食品製造業オンライン商談サポート業務 

（２）業務内容 

    別紙「食品製造業オンライン商談サポート業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

（３）業務期間 

    契約締結日の翌日から令和３年３月23日まで 

（４）見積上限額 

    6,000,000円（消費税額及び地方消費税額10%を含む）を見積金額の上限とする。 

    ※ 仕様書記載の業務を実施するために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）支払方法 

    業務完了後の一括払い 

 

３ 参加資格 

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）静岡市内に事業所を有すること。 

（２）自社でマーケティング調査を実施することができること。 

（３）静岡市内の地場産品を取り扱う食品製造事業者の販路開拓支援を行ったことがある者。 

（４）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。 

（５）静岡市入札参加停止等措置要綱（平成28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。 

（６）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。 

（７）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
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を有する者でないこと。 

（８）市税の滞納がないこと。 

（９）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 実施スケジュール 

内  容 期  間 注意事項 

公募開始 

（実施要領等の公開） 
令和２年10月９日（金） 

産業政策課ホームページ上で 

公開します。 

質問受付期間 
10月９日（金）から 

10月15日（木）午後５時まで 

質問票【様式４】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） 
10月23日（金）午後５時まで 

静岡市役所 清水庁舎まで持参 

又は郵送 

※詳細は「６」記載のとおり 

書類審査 
10月27日（火） 

午前９時から午後５時まで 
※詳細は「８（１）」記載のとおり 

審査結果の通知 10月30日（金）中 

ヒアリング審査の参加者に 

電話及び書面にて通知します 

（書面は後日送付） 

ヒアリング審査 
11月5日（木）午前９時から正午ま

で 
※詳細は「８（２）」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４】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「オンライン商談サポート業務 質問票（業者名）」とすること。 

（２）提出先 

    静岡市産業政策課  E-mail：sangyouseisaku@city.shizuoka.lg.jp 

（３）受付期間 

    令和２年10月９日（金）から10月15日（木）午後５時まで 

（４）回答方法 

    回答を作成次第、10月19日（月）までに随時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【様式１】 

②会社概要書【様式２】 



3 

③類似事業実績報告書【様式３】 

   ※ 過去に行った商談会出展サポート業務の事例について記載すること。 

④商業登記簿謄本（直近３か月以内のもの）※コピー可 

⑤貸借対照表、損益計算書（直近３年分） ※コピー可 

⑥納税証明書（直近３か月以内のもの）  ※コピー可 

   ・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 

⑦見積書 

   ・金額は税込で記載すること。また内訳を記載し、代表者印を押印すること。 

   ・見積上限額 6,000,000円（税込）を超えないこと 

（２）提出部数 

    上記（１）提出書類について、正本１部、副本５部を提出。 

    ※ 企画提案書【様式１】については、電子媒体（CD-R）も提出。 

（３）提出期限 

    令和２年10月23日（金）午後５時まで 

（４）提出方法 

    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 清水庁舎５階 静岡市産業政策課 中小企業支援係 

         （〒424-8701 静岡市清水区旭町６番８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 

（１）企画提案を求める事項 

企画提案書に記載すべき事項は、仕様書の内容を十分に踏まえ、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、「食品製造業オンライン商談サポート業務 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。 

（２）書式等 

  ① 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。 

  ② 企画提案書のページ数に制限はないが簡潔な内容とすること。 

  ③ ファイルに綴じるなど、散逸しない形とすること。 

（３）その他留意事項 

  ① 専門用語には注釈を付ける等、わかりやすい表現で記載すること。 

  ② 企画提案書の提出は、１社につき１提案とします。 

  



4 

８ 審査及び審査項目について 

（１）書類審査について 

① プロポーザル参加者が４者以上の場合は書類審査を実施し、書類審査を通過した提案について

のみ「ヒアリング審査」を実施する。 

なお、プロポーザル参加者が３者以下の場合は書類審査を省略し、ヒアリング審査のみ実施す

る。 

  ② 書類審査の実施結果等については、令和２年10月30日（金）午後５時までに通知する。 

（２）ヒアリング審査について 

  ①開催日 

    令和２年11月５日（木）午前９時から正午まで（詳細な時間は、別途通知する。） 

  ②開催場所 

    静岡市役所 清水庁舎３階 302会議室 

    （〒424-8701 静岡市清水区旭町６番８号 清水庁舎３階） 

  ③審査方法等 

   ア 静岡市経済局商工部により構成する審査会において、プロポーザル参加者から企画提案書等

のヒアリングを行い、審査する。 

   イ 審査は、添付の「審査基準」に基づき、審査項目ごとに数値化して採点し、その採点結果に

基づく順位を換算点として数値化した上で、その換算点数が最も高い事業者を本委託業務の契

約予定者として選定する。 

なお、最高得点が複数存在した場合は、審査項目ごとの順位付けで１位の評価を多く受けた

者を選定する。 

   ウ 提案者が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（３５点）未満の場合は、本業務の契約予定者として選定しない。 

   エ 審査会は非公開とする。 

  ④説明方法等 

   ア 参加者は３名以内とする。 

   イ 説明方法は、提出期限までに提出した「企画提案書」及び企画提案書に基づいた「パワーポ

イント」等を用いて説明すること。 

なお、プロジェクター及びスクリーンは静岡市にて用意するため、パソコンを使用する場合

は当日持参すること。 

ウ 説明時間については20分以内、その後の質疑応答は10分程度とする。 

   エ ヒアリング内容は非公開とする。 

   オ 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、オンラインでの審査となる可能性がある。 

 

（３）審査結果 

  ①審査結果の通知 

    審査後速やかに参加者全員に通知する。 

  ②審査結果の公表 

    提案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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９ 失格条件 

次の事項に該当する場合は失格とする。 

（１）提出書類の不足、虚偽の記載があった場合 

（２）ヒアリング審査に参加しなかった場合 

（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、本実施要領に示された条件に適合しない場合 

 

10 その他 

（１）提出書類等は返却しない。 

（２）提出書類作成、提出及び審査に要する一切の費用は、応募者の負担とする。 

（３）提出期限以降における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

地位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、事業の中止又は内容の見直し等を

行う可能性があることに留意すること。 

 

11 問合せ  

静岡市 経済局 商工部 産業政策課 中小企業支援係（担当：武馬） 

    〒424-8701 静岡市清水区旭町６番８号（清水庁舎５階） 

    Tel 054-354-2232 Fax 054-354-2132 

    E-mail sangyouseisaku@city.shizuoka.lg.jp 
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食品製造業オンライン商談サポート業務 審査基準 

評価項目 評価内容 配点 倍率 点数 

視
点
１ 

① 事業コンセプト等 

・事業コンセプトが明確であり、仕様書

記載の目的が達成可能な提案となって

いるか。 

５点 ×２ 10点 

② 実績について 

・静岡市内の地域資源を取り扱う製造事

業者のマーケティング調査を行ったこ

とがあるか。 

・販路開拓セミナー企画運営の実績があ

るか。 

５点 ×２ 10点 

視
点
２ 

③ マーケティング調査 

・参加事業者の商材のジャンルに合った 

調査を行うことができるか。 

 

５点 ×２ 10点 

④ ワークショップ内容 
・オンラインツールの利用方法に熟知し

ており、参加事業者が必要な内容を学

ぶことができるか。 

５点 ×1 ５点 

⑤ セミナー内容 

・コロナ禍の販路開拓の課題解決の提案

となっているか。 

・デジタルツールについて学ぶことので

きる内容となっているか。 

５点 ×２ 10点 

視
点
３ 

⑥ 実施体制 

・募集、広報、運営、調査、フィードバ

ックまで一貫して実施できるか。 

・スケジュールは無理がなく適正に行う

ことが可能か。 

５点 ×１ ５点 

合計 50点 


