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静岡市中央卸売市場経営展望等改定支援業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

この要領は、静岡市中央卸売市場経営展望等改定支援業務の委託にあたり、受託候補者を決

定するために実施する公募型プロポーザル（企画提案募集）について、必要な事項を定めるも

のである。 

 

１ 委託業務の目的 

静岡市中央卸売市場は、静岡県中部を中心に青果物及び水産物を供給しているものの、消

費形態・生鮮食料品流通の多様化など社会情勢の変化に伴い、取扱量の減少が続いています。 

このような中、農林水産省の「第10次卸売市場整備基本方針」を根拠として、開設者であ

る静岡市と市場関係者（卸売業者、仲卸業者、売買参加者、関連事業者等）で今後の市場の

あり方を検討し、静岡市場としての経営基本戦略を確立するため、平成30年度に「静岡市中

央卸売市場経営展望」を策定しました。 

しかし、令和2年の卸売市場法改正で当該方針が廃止されたことから、市場運営に関し「経

営展望」をより上位の基本方針として位置付ける必要が生じています。また、総務省の要請

で策定した「静岡市中央卸売市場経営戦略」の投資・財政計画で明らかにしたように、「経

営展望」で提示した内容を実現する財政基盤に乏しいことも課題です。 

本業務においては、こうした諸課題を解決するため、市場関係者以外（庁内、市民等）に

も市場の役割・重要性の再認識してもらうとともに、静岡市場の強みを活かすことのできる

機能強化・整備手法を明らかにして、市場の基本戦略に反映させることを目的とします。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

令和４年度 経商中委第35号 静岡市中央卸売市場経営展望等改定支援業務 

（２）業務内容 

別紙 仕様書のとおり。 

（３）委託期間  

契約締結日から令和５年３月17日まで 

（４）見積上限額 

6,299,700円（消費税及び地方消費税を含む。） 

この金額は契約締結時の予定価格を示すものではありません。 

（５）支払い方法 

業務完了後の一括払い。 

ただし、市が認めるときは委託料の一部を前金払とすることができる。 
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３ 参加資格 

この企画提案に参加するためには、次の条件をすべて満たしていることとします。 

（１）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こと。 

（２）静岡市入札参加停止等措置要綱（平成24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。 

（３）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ものであること。 

（４）静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市条例第11号）第６条第２項に掲げる暴力団員等、

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

関係を有する者でないこと。 

（５）過去に、生鮮食料品の流通に関する調査、研究又は業務実績を有していること。 

（６）仕様書に合致した業務を確実に実施できるものであること。 

 

４ 実施スケジュール（予定） 

内容 期間 注意事項 

公募開始（実施要領

等の公開） 
令和４年３月31日（木） 中央卸売市場ＨＰ上で公開。 

質問受付期間 令和４年３月31日（木） 

～４月11日（月） 

17時まで 

質問書【様式４】に記載の上、中央卸売市

場宛て電子メールで提出。 

電話・ファックス等で質疑応答はしない。 

質問回答 令和４年４月14日（木） 

17時まで 
中央卸売市場ＨＰ上で公開。 

プロポーザル参加申

請書及び企画提案書

（添付書類一式を含

む。）提出期限 

令和４年４月18日（月）

17時まで 

（郵送の場合は必着） 
郵送（書留郵便に限る。）又は持参。 

書類審査結果の通知 令和４年４月21日（木） ※詳細は「８（１）」記載のとおり 

ヒアリング審査 令和４年４月25日（月） ※詳細は「８（２）」記載のとおり 

審査結果の通知 令和４年４月28日（木）

17時まで 

選考結果については、全ての参加者に電

話及び書面で通知（書面は後日送付）。 

※結果通知後、速やかに選定された業者と随意契約の手続を行います。 
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５ 質問および回答方法等 

本実施要領等の内容について不明な点がある場合は、質問書【様式４】により質問すること。 

（１）提出方法  電子メールのみとし、電話、ファックスでの質問は受け付けません。 

メールの題名は『経営展望等改定支援業務 質問書（業者名）』とするこ

と。 

（２）提 出 先  静岡市中央卸売市場 

E-mail アドレス shijou@city.shizuoka.lg.jp 

（３）受付期間  令和４年３月31日（木）から４月11日（月）17時まで 

（４）回  答  令和４年４月14日（木）17時までに静岡市中央卸売市場HP上に掲載。 

 

６ 提出書類等 

（１）提出書類 

①プロポーザル参加申請書【様式１】 

②会社概要書【様式２】 

③類似事業実績報告書【様式３】 

④企画提案書  

⑤商業登記簿謄本（直近３か月以内のもの）※コピー可 

⑥貸借対照表、損益計算書（直近１年分） ※コピー可 

⑦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、法人市民税納税証明書と固定資産税納税証明書 

⑧見積書 

   ※ 見積金額は税込で記載のこと。内訳を記載し、代表者印を押印すること。 

※ 見積上限額6,299,700円（消費税額及び地方消費税額を含む）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９部を提出してください。 

（３）提出期限 

    令和４年４月18日（月）17時まで（郵送の場合は必着） 

（４）提出方法 

 郵送又は持参してください。郵送の場合は、封筒に「企画提案書等在中」と記載し、

発送後に電話連絡を行ってください。 

（５）提出先 

〒420-0922 静岡市葵区流通センター１番１号 

 静岡市中央卸売市場 総務係あて 

         （郵送の場合は書留郵便に限る。） 

   ※ 持参の場合は月～土曜日（水曜日除く）８時30分から17時までの間に持参すること。 
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７ 企画提案書について 

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。 

企画提案書は、別紙 公募型プロポーザル審査基準を参考に「評価項目」に沿って提案する

こと。 

また、記載にあたっては次の事項に留意すること。 

 留意事項 

（１）用紙サイズは各課題Ａ４版を基本とし、縦横どちらでも可。 

 （２）企画提案書は紙媒体10部（正本１部及び副本９部）を提出すること。 

（３）文字サイズは10.5ポイント以上とする。  

（４）企画提案書のページ数に制限はありませんが、15分以内で読み込めるよう簡潔な内容

とすること。 

（５）散逸しないような形で綴ること。 

 

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６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５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４年４月21日（木）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、開催場所 

    令和４年４月25日（月）（詳細な時間・場所等は、別途通知する。） 

  ②審査方法等 

   ア 市が設置するプロポーザル審査会において、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割未満（70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。 
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  ③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資

料等を用いて説明すること。  

     なお、資料等を審査員の手元に用意する場合は、事前に送付すること。 

ウ 説明時間については15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し、録画、録音を禁止する。 

 

９ 失格条件 

  次の事項に１つでも該当する場合は失格とします。 

（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、公平性を阻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）本プロポーザルへの参加に要する費用は、全て参加者の負担とします。 

（２）提出された書類等は返却しません。 

（３）本市に提出された提案資料等の取扱いには十分留意し、他の目的には使用しません。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、開示請求者に開示します。 

（４）提出後の関係書類の差し替えや再提出は認めません。 

（５）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ません。 

（６）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ります。 

（７）再委託は原則禁止としますが、下記に掲げる条件を満たし、静岡市の書面による承諾を

受けた場合に限り、これを認めます。 

  ア 再委託の業務及び業務内容が主たる業務でないこと。 

イ 再委託の理由が社会通念上妥当であること。 

ウ 再委託の相手方の履行能力に疑義がないこと。 

エ 再委託の相手方が当該業務の入札（見積）参加者でないこと。 

オ 再委託契約金額が妥当であること。 

カ その他契約の適正な履行に支障が生じるおそれがないこと。  

（８）書類の提出等にあたっては、静岡市中央卸売市場の休開市日に留意してください。 
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11  問い合わせ先 

静岡市経済局商工部 中央卸売市場 総務係（担当：久保田 西方） 

〒420-0922 静岡市葵区流通センター１番１号 

電 話：054－263-3403 

E-mail：shijou@city.shizuoka.lg.jp 



配点 倍率 点数

業務目的の理解 ①
業務の目的や趣旨を理解し、的確な内容の提
案となっていること。

５点 ×２ 10

実施体制 ②
本業務を適切かつ着実に実施できる実績等を
有する人員が配置されていること。

５点 ×１ 5

業務スケジュール ③
業務実施に当たり、適切な業務スケジュール
となっていること。

５点 ×１ 5

④
生鮮食料品流通に係る理解に基づいた実効性
の高い情報収集整理が期待できること。

５点 ×２ 10

⑤
現有施設・機能の問題点の適切な把握が期待
できること。

５点 ×２ 10

⑥
管理運営のあり方について、網羅的かつ具体
的な検討が期待できること。

５点 ×２ 10

⑦
市場機能を強化するための整備策について、
実状に即した適切な検討が期待できること。

５点 ×３ 15

⑧
市場整備事業化のパターンについて、網羅的
かつ具体的な検討が期待できること。

５点 ×２ 10

⑨
施設整備の資金調達・コスト削減策につい
て、実状に即した適切な検討・提案が期待で
きること。

５点 ×２ 10

⑩
現有地の優位性を活かした地域活性化に資す
る方策が期待できること。

５点 ×３ 15

100合計

中央卸売市場　経営展望等改定支援業務

公募型プロポーザル審査基準

審査項目 審査内容

基
本
的
事
項
評
価

提
案
に
対
す
る
評
価

（１）基礎情報の収集整理方
法

（２）今後の市場のあり方の
検討方法


