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Ⅰ．募集の趣旨 

 

館山市では、温暖な気候や都市部からの好アクセスなどの優位性を活かし、多彩な農林

水産資源を活かし、「食べる」ことの魅力を高め、地域の１次産業をはじめとした地域産業

全般の振興や雇用機会の確保、定住人口の増加などを目的に、「食のまちづくり」を推進し

ているところであり、本市が保有している公有地を有効活用して、物販・飲食・加工・体

験などの機能を有する食のまちづくりの中核となる拠点施設の整備を目指しています。 

そこで、本市としては、この施設の整備及び運営は、民間事業者が自ら資金を調達し、

拠点施設の設計・建設・運営・維持管理をおこなう独立採算型の民設民営という手法で行

うものとし、民間事業者の優れたノウハウや創意工夫により、効率的・効果的に事業が実

施されることを期待するものであります。 

本募集の目的は、食のまちづくり拠点施設の整備及び運営について、民間事業者から優

れたノウハウなどを活かした事業提案を受け、協議対象となる事業提案並びにその提案を

行った民間事業者（以下「交渉権者」）を選定することにあります。 

交渉権者は、本市との協定を締結したうえで、事業提案の内容を基に、本市との契約に

向けて必要な協議・手続き等を行い、事業フレームを構築（以下「デザインビルド」）しま

す。これらの工程を経て、双方合意に至った場合に、契約事業者として本市と契約を締結

し、食のまちづくり拠点施設の整備及び運営事業に着手します。 

ただし、本件は解除条件付きの募集であり、本市との協議が整った場合においても、な

んらかの事情により、事業が実施できなくなった場合には、本件は事業提案を募集したこ

とに留まり事業化はされないことになります。 

 

 

Ⅱ．事業概要 

 

１．事業の名称 

食のまちづくり拠点施設の整備及び運営事業の民間事業者提案事業（以下「本事業」） 

 

２．契約方式 

交渉権者は、本市と協定を締結したうえで、事業提案の内容を基に、本市との契約に向

けて必要な協議・手続き等を行い、デザインビルドを行います。その後、本市との協議

が成立し、双方合意のうえ、本市と随意契約を締結します。 
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３．食のまちづくり拠点施設整備及び運営の基本的条件について 

（１）施設の機能等 

食のまちづくり拠点施設は、物販、加工、飲食、情報、体験の５つの基本機能と、駐

車場、トイレ、休憩等の付帯施設を兼ね備えた施設を整備するものとします。 

物販及び飲食機能としては、地元生産者や生産団体の出荷による農林水産物等の直売

機能、地元産品を販売する物販機能、地元食材活用による飲食機能及び加工機能を有

する農水産業をはじめとした地域産業の振興を考慮した施設であることとします。 

また、附帯機能として、トイレ、駐車場など、利便性・安全性を考慮した施設を、地

域交流機能としては、情報発信、市民農園、体験広場、イベント広場など、地域内外

の様々な団体や個人が利用することを前提として、１次産業の理解促進、食育の推進、

交流人口の拡大を考慮した施設を期待します。 

 

※注意 

上記事項は、市が策定した『たてやま食のまちづくり計画』の施設整備構想、並び

に、市が行った基本設計における市の基本的な考えです。 

本施設の機能等の詳細を検討する際には、『たてやま食のまちづくり計画』の理念等

についてよく理解していただくとともに、この基本的な考えを如何に展開させるか

に関して民間事業者の創意工夫を期待します。 

 

（２）事業者の創意工夫による補完的な取組の実施 

本事業において、事業者は、その収益やサービスの向上を目的として、創意工夫によ

り、上記３（１）に規定する施設の機能以外に、施設建物の整備（ハード設備）や運

営事業（ソフト事業）など事業者独自の取組を実施することを可能とします。 

ただし、この場合は地域農業をはじめとした地域の産業の活性化への貢献が期待でき

るものとなることに配慮するものとします。 

 

（３）事業の場所 

本事業は以下の用地を活用して実施するものとし、契約に基づき必要な期間に亘り市

が事業者に貸与します。 

ただし、以下に示す「B用地」については、民間所有農地であるため、事業者が所有者

から借用するものとします。その際には、民間から農地を借用するということに留意

し、法令等を遵守してください。 

 

※事業場所参考図を参照してください。 
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・事業場所：千葉県館山市稲 274番地外 

・対象面積：全体面積 22,904㎡ 

（内訳） 

 A用地：11,877㎡（市有地、雑種地） 

 B用地：4,429㎡（民間所有地、農地） 

 C用地：6,598㎡（市有地、農地） 

・用途地域：指定なし 

・建ぺい率：70％ 

・容積率：200％ 

・その他：A用地⇒都市施設（館山市公設地方卸売市場）※都市計画決定廃止予定 

      C用地⇒市道認定路線一部含む 

 

※事業場所参考図 

 

  

A用地 

B用地 

C用地 

国道

128号 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWg_XGgLHPAhXEqJQKHefZAOAQjRwIBw&url=http://maplab.blog.fc2.com/blog-entry-27.html&psig=AFQjCNG-9H-G2XoYZ8_hPPudJS0b6pBtBw&ust=1475115752352170
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（４）事業期間 

事業期間（施設整備及び運営）、契約延長の可否等については、事業者の提案によるも

のとし、本市と協議のうえ決定します。 

 

（５）事業者の業務範囲 

本市は、原則として本事業における新たな財政支出はしないものとします。また、以

下の業務等における費用は事業者の負担とします。 

①本施設の設計・建設及びその関連業務（工事監理業務等） 

②建設用地の造成外構工事（土盛り、舗装、擁壁、排水、水道管引込、消防水利、そ

の他）の設計・建設及びその関連業務（工事監理業務等） 

③施設の整備に伴い必要となる道路改良に要する設計・建設及びその関連業務（工事

監理業務等） 

④開発行為の許認可変更業務、建築許認可、農地転用等、その他関係法令等に基づく

手続き業務及びその関連業務 

⑤土地改良区に対する申請手続き等の業務 

⑥周辺の自治会、農家組合、水利組合等に対する対応業務 

⑦市民農園の開設に伴う法令等に基づく手続き業務及びその関連業務 

⑧本施設の維持管理及び運営業務 

⑨本施設の運営及び維持管理等に要する備品等整備業務 

⑩事業者が施設整備等において補助事業等を活用する場合は、その認可変更申請等に

係る業務 

⑪その他本事業の遂行に必要となる業務 

 

（６）事業の形態 

①本事業における本施設の建設整備や運営など、上記に記載する事業者の業務範囲に

おいて必要となる経費をはじめ、本事業に必要となる経費はすべて事業者が負担す

ることとします。 

②事業者は、施設開業後の事業期間中、自らの責任で施設運営を行う。本事業からの

収入による堅実な経営及び適切な施設の維持管理を行うことにより、施設利用者に

対して質の高いサービスを提供するものとします。 

③物販、飲食、加工、体験など、本事業の運営により生じた収益はすべて事業者の収

益とします。 

④上記①～③に記載のほか、本事業における本施設の維持管理及び運営等において発

生する費用はすべて事業者の負担とします。 
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４．事業者に対する優遇について 

（１）用地使用料に対する助成について 

事業者は用地の使用料を市が定める行政財産使用料条例により市に支払うものとしま

すが、事業期間中において、事業者の支払い実績に応じて、その相当額を市が助成金

として予算の範囲内で事業者に交付することを想定しています。 

ただし、民間所有地（B用地）の借用により生じた賃借料については、市は助成金を交

付しません。 

 

（２）税務上の配慮事項 

事業者は本施設の建設完了後、施設建物を所有することにより、固定資産税及び都市

計画税の納税義務が発生しますが、本事業の施設に課税される固定資産税及び都市計

画税の相当額を、事業者の納税実績に応じて、本事業の開始から１０年間の限度を目

安として協議を行い、市が助成金として予算の範囲内で事業者に交付することを想定

しています。 

 

（３）生産者等との連携支援 

本市と関連団体は、事業者が本事業を行うにあたって、生産者や関連事業者との連携

について、可能な限り協力するものとします。 

 

５．本事業における留意事項など 

①本施設の用地は、簡易的に土盛りをした状態であり、水道・電気等のライフライン

は未整備であり、さらに、進入路や排水設備等の事業の内容によって必要となる様々

な設備についても整備されていない状況です。 

よって、事業者が拠点施設の整備工事に着手する際は、これらライフライン等の整

備が必要です。なお、開発行為の許認可など、関係機関との協議や関係法令等を遵

守してください。 

②施設整備については段階的に整備することを可能とする。ただし、関係機関との事

前協議や関係法令等の遵守を必須として、整備スケジュールについて市と事業者に

て協議して決定することとします。 

③用地の使用、用地の貸与、用地使用料に対する助成など、市議会の議決や関連機関

の許可等が必要な事項があります。デザインビルドを進めていく中で、これらの件

について市議会の議決等が得られるよう進めていくこととなりますが、これらが得

られなかった場合には、提案事業が事業化されないこととなる場合があります。 

④用地には、一部農地が含まれるため、提案の内容によっては農地転用など農地関係

法令等の許認可が必要な場合があります。必要に応じて農地転用等の許認可など適

切に対応してください。 
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 なお、事業提案の際には、必要に応じて農地転用等の許認可を見据えた事業提案と

してください。 

⑤施設の整備及び運営を行うにあたり、その内容に応じて、この要綱に記載以外の関

連法令等の許認可や規制等が関係することが想定されます。これらの許認可や規制

等には法令等を遵守のうえ適切に対応していただくとともに、事業提案の際には、

これらの許認可や規制等を見据えた事業提案としてください。 

⑥デザインビルドを進めていく中で、本募集要綱に記載以外の様々な事情により、事

業遂行が不可能となり、提案事業が事業化されないこととなる場合があります。 

⑦本要綱に記載以外の、市からの補助金、出資等の財政支援は行わないものとします。 

 

６．事業スケジュール 

募集期間 平成 28年 9月 30日～平成 28年 12月 9日 

協議対象案件の決定 平成 29年 1月下旬 

デザインビルド 平成 29年 2月～平成 29年 8月 

原則として、この期間内に協議が成立した事業提案を契約の対象

とする。ただし、必要に応じて、この期間後にも協議を継続する

可能性もあります。 

契約の締結 デザインビルドにより協議が成立したものについて契約を締結。 

契約期間は、事業提案に基づき本市との協議が成立した期間とし

ます。 

事業実施 契約締結後に、事業を実施します。 

各種法令等の許認可など。 

拠点施設の設計・建設～運営 
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Ⅲ．要求水準について 

 

利用者に充実したサービスを提供できるとともに、豊富な農水産品など地域の「食」や

それらの情報が集まり、食のまちづくりの拠点となるよう、拠点施設の整備及び運営に関

し市が期待することを以下に示します。 

ただし、以下に示す事項はあくまで市が考えている水準としてとらえていただき、充実

したサービスが提供できるよう、民間事業者の優れたノウハウや経営実績、創意工夫を活

かして、効果的で効率的な事業として提案していただくようお願いします。 

 

１．施設整備の要求水準 

区分 内容 

農林水産物直

売施設 

・地域農林水産物、加工品等の直売を行う。 

・水産・土産品等も販売できる施設とする。 

地域内流通拠

点（荷捌きバ

ックヤード） 

・荷捌きバックヤードは地域内流通の拠点として、冷蔵庫・冷凍庫等を

配置し、集荷・出荷・貯蔵・保管などの機能を持たせる。 

レストラン ・地元の食材を使用した「郷土をイメージした料理」を提供する。 

・６０席以上の客席を確保し、団体客での利用に対応できるようにする。 

・専用の厨房・トイレを設ける。 

食 材 加 工 施

設、加工品販

売施設 

・加工施設は店舗を併用するものとして、加工品の販売スペース、イー

トインスペースを確保する。 

・加工施設には、地域の農水産物の１次加工処理をメインとした“加工

処理センター”を設置し、施設の直売所やレストランと連携する。 

・加工施設には、多様な複数の加工事業者等を取り込めるような加工施

設とする。 

事業者の創意

工夫による補

完的な取組施

設 

・事業者の創意工夫により、地域産業活性化への貢献が期待できるもの

とする。 

駐車場 ・24時間利用可能で、普通車 200台程度、大型バス 10台程度とする。 

・身障者用の駐車エリアを設ける。 

・大型バスの進入路は重耐用舗装とする。 

トイレ ・24時間利用でき、他の施設とは独立した建物とする。 

・便器数は、男子：小 5・大 3、女子：大 9、多目的：大 2程度とする。 

情報コーナー ・食に関する情報発信と、休憩が出来る施設とする。 

・総合案内業務を行うための道路地図、案内板、交通機関情報、観光情
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報などを掲示するカウンターなどを設ける。 

会議室、管理

事務所 

・運営に必要な職員の事務業務のための事務室を設ける。 

・生産者等による会議に使用する会議室を設置する。 

体験広場 ・体験広場は農産物加工体験はもとより、特産工芸品の加工体験、市民

農業塾の座学、視察の受入等、地域の多様なニーズに対応できる体験

施設とする。 

イベント広場 ・イベント広場は、膜構造を採用するなどにより、食のまちづくりのラ

ンドマーク的存在とし、全天候型で、地域で行われる農業イベントや

集会的イベントに活用できるものとする 

外 構 （ 調 整

池・緑地・排

水設備・その

他） 

・駐車場の下部に雨水貯留槽を適正規模で設ける。 

・緑地帯を設ける。 

・浄化槽など、法令等を遵守した適正な排水処理施設を設置する。 

多目的用地 ・混雑時の予備的駐車場として活用するほか、ドッグランスペースやイ

ベント実施用地などに活用するなど多目的に活用できるものとする。 

市民農園 ・市民農園の区画数は 60区画程度とする。 

・農器具庫を設置し利用客が手軽に利用できる農園とする。 

・地域高齢者グループや福祉団体などが活用できる農園を整備する。 

 

２．運営業務の要求水準や配慮事項 

（１）農林水産物直売 

①農林水産物直売所で取り扱う農林水産物は主として館山市産の産物とする。（売上金

額の 70％以上を目標とする） 

②農林水産物を出荷する生産者等と定期的に情報交換会議等を行い、需要に応じた品

質の良い地元農林水産物の安定的な出荷を促せる仕組みを作る。 

③販売は生産者が行うのではなく、販売手数料を得て事業者が行う。 

④生産者の高齢化に対応するため農産物の集荷については地域と連携するなど効率的

な集荷体制の整備に努める。 

⑤直売所における売れ残り品については、施設内の加工施設やレストランとの連携に

より、カット野菜や惣菜などとして有効活用に努める。 

 

（２）地域内流通システム 

①農林水産物の供給に関する情報、飲食店等の事業者における需要に関する情報を一

元的に集約し、施設において集荷し飲食店等事業者に円滑に供給するシステムの構

築を図ること。 
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②飲食店事業者等と定期的な情報交換等を行い、需要に応じた農産物の生産を呼びか

ける。 

③特定の農産物については安定的な供給ができるよう生産者の組織化を呼びかける。 

 

（３）加工事業（フルーツ） 

①市内で生産される多様なフルーツなどの加工品開発に努めるとともに、施設内のレ

ストラン、市内の飲食店等事業者、給食事業、福祉サービスへも供給を積極的に行

い、地域産業への貢献を図る。 

②規格外品の有効活用に努める。 

③市内の商工団体等が進めるご当地メニューに１次加工品などの供給を行うなど、地

域と連携しながら事業を進める。 

 

（４）加工事業（野菜） 

①野菜類で形の不整形なものや過熟などの「規格外品」については、ドライ・カット・

ボイルなど１次処理加工を施し、施設内のレストラン、市内の飲食店等事業者、給

食事業、福祉サービスへの供給に努める。 

 

（５）レストラン 

①施設の直売所、加工施設と連携した食材活用を行う。 

②地域の食材を使用した「食」の拠点にふさわしい魅力的なメニューの提供を図る。 

 

（６）情報発信 

①本施設の情報をはじめ、「渚の駅」、「城山公園」など市内の主要施設や観光施設と連

携して施設の利用促進を図る。 

②施設のＰＲと地域資源情報を発信するためホームページを開設し、その活用と利用

を常に促進しコンテンツの定期的な更新を図る。 

 

（７）市民農園 

①農業経験がない利用者でも野菜類の栽培が行えるよう、栽培指導や栽培管理をサー

ビスとして提供する。また、指導等は地域農業に詳しい人材を活用する。 

②収穫祭や交流会などのイベントを通じて、利用客の満足度の向上や定着に努める。 

③障害者・高齢者団体等に活用を呼びかけ、地域福祉の向上に努める。 

④観光客等でも気軽に利用できるように農器具庫等を設ける。 

⑤就農の契機となるような市民農園塾の開設に努める。 

 

（８）地域との連携 
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①食のまちづくりの推進母体である「たてやま食のまちづくり協議会」との随時、連

携・調整を図り食のまちづくりの理念を遵守する。 

②生産者や地域団体等と定期的に情報交換を行い、地域の各産業の情勢や動向を踏ま

えて事業運営ができるよう配慮する。 

 

（９）地域食材等のブランド化 

地域の「食」に関する様々な資源や情報が集約され、ブランド力を持った地域食材

や加工品が生み出されていくような施設の運営に努める。 

 

（１０）その他 

①事業者が持つ情報網を駆使し、近隣の公共施設、民間施設、観光業者、交通機関等

と連携し積極的な利用客誘致活動を行う。 

②施設利用者のアンケートを実施し、調査結果をサービス向上に反映させる。 
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Ⅳ応募について 

 

１．応募条件 

（１）応募者 

①応募者は提案事業を実行する能力を有する単独事業者あるいは複数の事業者で構成

するグループとします。 

②グループで応募する場合には、主たる役割を担う代表事業者を選定してください。 

③応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にしてください。 

④応募者は、応募を含むそれ以降の事業提案に係る協議、契約等に係る諸手続を行う

こととします。 

⑤事業提案後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能と

します。ただし、設定条件等に関しては本市と協議したうえで合意を得る必要があ

ります。 

 

（２）応募者の役割 

①応募者は、事業提案が採用され交渉権者となった場合は、本市と協定を締結したう

えでデザインビルドを行います。 

②応募者は、本市との協議が成立し契約を締結した場合は、事業者として提案事業を

履行します。 

 

（３）応募者の資格 

応募者の資格要件は次のとおりとします。なお、グループの場合は、グループとして

これらの要件を満たす必要があります。 

①応募者は、「5 提案時の提出書類」に示す提出書類により、本募集要綱の内容を充分

に遂行できると認められる者であること。 

②応募者は、事業提案に必要な資金調達を確実に行うことができる者であること。 

③主たる役割を担う応募者は事業提案または類似事業の実績があり、経営等の状況が

良好であること。 

④応募者は、事業提案の実施に関して必要となる資格を有する者であること。 

 

（４）応募者の制限 

応募者の構成員のいずれも、以下の①～④の要件を満たすこととします。 

  ①館山市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置を受けていない 

   者 

②館山市入札契約に係る暴力団対策措置要綱に定める暴力団排除措置要件に該当しな 

 い者 
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③地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者のほか，次のア～エのいず

れにも該当しない者 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者 

イ 対象工事の入札日前６ヶ月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で，同法に基づく

裁判所からの更生手続開始決定がされていない者 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で，同法に基づく

裁判所からの再生手続開始決定がされていない者 

④法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者 

 

（５）応募に関する留意事項 

①費用負担 

応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。 

②提出書類の取り扱い・著作権 

提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属しますが、提出書類は返却しません。

本市は、本募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることは

ありません。デザインビルドの過程において、事業提案に関係する業務を所管する

部署等が、守秘義務を遵守したうえで交渉権者の応募書類を、本事業の実施または

質の向上のために閲覧することがあります。 

③特許権 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以

外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、

設計、施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、事業

者が負うものとします。 

④本市からの提示資料の取り扱い 

本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはなりません。また、

応募者は、応募にあたって知り得た情報を第三者に漏らしてはなりません。 

⑤１応募者の複数提案 

１応募者が複数の提案を行う場合はそれぞれ別の事業提案として提出してください。 

⑥市内業者の活用 

応募者の構成員または事業実施に際して業者を採用する場合には、可能な範囲で市

内業者を採用するよう努めてください。 

⑦本事業の趣旨の理解 

本事業は、本市の食のまちづくりの推進を民間企業のノウハウにより積極的に活用

し、地域産業の活性化に貢献させることを目的としています。応募にあたっては、

その事業提案がどのように貢献するのか明確にしてください。 
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⑧法令等の遵守 

事業提案にあたっては、事前に事業者の責任において関係法令等を確認してくださ

い。なお、デザインビルドの過程から契約後、事業実施時における法令適合のリス

クは、応募者（交渉権者・事業者）に属することとします。 

⑨構成員の変更の禁止 

応募者の構成員の変更は認めません。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、

本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りではありません。 

⑩提出書類の変更禁止 

いったん提出した書類の変更はできません。ただし、提出書類に脱漏または不明確

な表示等があり、かつ、本市が変更を認めたときはこの限りではありません。 

⑪虚偽の記載の禁止 

提案書に虚偽の記載をした場合は、提案書を無効とします。 

 

２．事業者選定の流れ 

（１）応募者 

応募者は、「1（3）応募者の資格」で定める資格要件を満たす者とします。 

 

（２）応募資格要件の確認 

事業提案をした者の応募資格要件を確認し、条件を満たす応募者の事業提案を有効提

案として、「2（3）協議対象提案の選定」を行います。 

 

（３）協議対象提案の選定 

仮称：食のまちづくり拠点施設整備事業に係る民間事業者提案審査委員会（以下「審

査委員会」という。）において、事業提案の中から協議対象となる案件を選定します。

なお、協議対象とする案件数は事業内容等を勘案して決定します。 

協議対象から外れた案件についても、時期をみて本市から提案者に対して協議を申し

出る可能性があります。 

 

（４）詳細協議 

協議対象となる事業提案をした者は交渉権者となり、契約を締結するまでの諸条件に

ついて、本市と詳細協議を進めるものとします。 

なお、この際の協議は交渉権者が行った事業提案の範囲内で行うものとし、費用は交

渉権者の負担とします。 

 

（５）事業者の選定 

本市は交渉権者と契約に向けた事業スキームの構築に関する協議を行い、協議が整っ
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た場合に契約を締結します。 

 

（６）事務局 

本提案募集に係る事務局は、次のとおりとします。 

窓口：館山市経済観光部農水産課食のまちづくり担当 

住所：〒294-8601 館山市北条１１４５－１ 

電話：0470-29-5385 

電子メール：nousuisanka@city.tateyama.chiba.jp 

 

３．提案募集スケジュール 

（１）日程 

提案の募集及び選定は、次の日程（予定）で行います。 

募集要綱の公表 平成 28年 9月 30日 

募集期間 平成 28年 9月 30日～12月 9日 

事前相談及び募集要綱に関する質問の受付 平成 28年 9月 30日～11月 30日 

質疑回答 随時ホームページに公表 

食のまちづくり拠点施設整備に関する説明会 平成 28年 10月 26日 

企画提案書の受付 平成 28年 9月 30日～12月 9日 

企画提案説明（プレゼンテーション） 平成 29年 1月中旬 

協議対象事業提案の選出、結果通知 平成 29年 1月下旬 

デザインビルド 平成 29年 2月～8月 

契約の締結～事業実施 協議が成立後に契約締結～事業実施 

 

（２）事業提案募集の手続き 

①募集要綱の公表 

募集要綱は、本市のホームページにて公表します。 

http://www.city.tateyama.chiba.jp 

②募集要綱に対する質問 

本要綱に関する質問は、次により行ってください。 

なお、質問は「3（1）日程」に定める期間中、随時受け付けとします。質問回数の

制限はしませんが、回答書作成の時間等への配慮をお願いします。 

ア．質問の方法 

質問は、会社名・担当者名・連絡先を明らかにしたうえで、任意様式により事務

局に持参、郵送、または電子メールにより提出してください。郵送、電子メール

の場合は、必ず事務局へ到着を確認してください。なお、電話、口頭による質問

は受け付けません。 
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イ．受付期間 

平成 28年 9月 30日～11月 30日（午後 5時必着）※土日祝日を除く 

持参の場合の受付時間は、午前 8時 30分から午後 5時まで 

ウ．回答 

本市が質問を受領してから概ね 7～10 日以内に、随時、本市のホームページで公

表するものとし、口頭による個別対応は行いません。なお、回答は本応募要綱と

一体のものとして同等の効力を持つものとします。 

 

（３）食のまちづくり拠点施設整備に関する説明会 

本市の食のまちづくり拠点施設整備事業に対する考え方や事業提案等に関する説明会

を下記日程により開催します。事業提案の作成にあたって必要と考える場合は出席し

てください。なお、この説明会への参加の有無は、審査に一切影響を与えません。 

①日程 

平成 28年 10月 26日（水）午後 1時 30分から 

②場所 

 館山市役所本館 2階会議室 

③申込方法 

平成 28年 10月 21日（金）までに事務局へメールで「企業名・参加者氏名・連絡先」

を明記のうえ申し込みをしてください。希望者が多数となった場合は人数制限をさ

せていただく場合がありますのでご了承ください。 

 

（４）現地調査 

事業提案の作成のために、用地の現地調査を希望する場合は、事前に事務局へ連絡し、

担当者と日程調整を行ったうえで現地調査を行ってください。 

 

（５）資料 

①「食のまちづくり拠点施設基本設計」（平成 28 年 3 月）は、農水産課食のまちづく

り係にて閲覧が可能です。 

②「たてやま食のまちづくり計画」（平成 27 年 2 月）は、市のホームページよりダウ

ンロードして閲覧することが可能です。 

③上記のほかに関連資料を必要とする場合はホームページ等で公表している資料によ

ることとしてください。 

 

（６）事前相談 

①事業提案作成のために、事前相談を受け付けます。事前相談を希望する場合は必ず

事前に事務局と日程調整を行ってください。 
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②事前相談の有無が審査に影響を及ぼすことはありません。 

③事前相談に際しては必ず A4 用紙 1枚程度で事業提案の骨子をまとめ、持参してくだ

さい。 

 

（７）企画提案書の提出 

応募者は、「5 提案時の提出書類」に従い企画提案書を作成し、事務局へ持参し、提出

してください。 

①受付期間 

平成 28年 9月 30日～12月 9日（受付時間は、午前 8時 30分から午後 5時） 

※土日祝日を除く 

 

４．審査及び審査結果の通知 

（１）審査 

審査委員会は、総合的に企画提案書の審査を行います。 

①提案の中から、食のまちづくりが推進され、地域産業の活性化に貢献し、かつ実現

性の高い提案を協議対象提案として選定します。 

ただし、状況によっては、1提案ではなく、複数提案並びに複数の交渉権者を選定す

る場合もあります。この場合、契約締結に向けてデザインビルドにより協議を進め

ていくことになりますが、必要により、審査会等を実施して提案事業並びに交渉権

者の絞り込み選定を行います。この絞り込み選定における方法やスケジュールは、

別途、本市により決定します。 

   ②審査の公正性、透明性及び客観性を確保するため、審査においては、応募者名を A

社、B社と表示するなど、審査委員会の委員長及び委員に応募者名が分からないよう

にします。 

③協議対象となった提案をした事業者を交渉権者とします。 

 

（２）審査結果の通知及び公表 

①審査結果は、文書で通知するものとします。 

②審査結果に対する異議を申し立てることはできません。 

③審査結果は、本市のホームページで公表します。 

④審査結果・審査内容に関する問い合わせには、一切お答えできません。 

 

（３）失格 

次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

①期限までに書類が提出されない場合 

②提出書類に虚偽の記載があった場合 
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③審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

④本募集要綱に違反すると認められる場合 

 

（４）審査基準 

  審査委員会における審査基準は以下の項目です。 

評価基準 評価の視点 

食のまちづくりへの貢

献 

事業内容に食のまちづくり計画が反映されているか 

食が豊かであるという地域特性が活かされているか 

市が実施するより質の高いサービスが提供できるか 

地域産業への効果 地域産業の活性化が期待できるか 

雇用創出や交流人口の拡大に貢献できるか 

民間事業者のノウハウ

活用 

民間事業者の優れたノウハウや実績が活かされているか 

実現性 実現性の高い事業内容であるか 

採算性 採算のとれる事業内容であるか 

団体能力 事業を担う体制、能力を有しているか 

その他 
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５．提案時の提出書類 

①企画提案書（A4用紙・任意様式） 

次のア～クの書類を A4 縦長ファイルに綴じたものを 10 部提出してください。なお、

10 部のうち１部は応募者名入りとし、残りの 9 部については応募者名なしとして提出

してください。 

ア．事業期間（事業着手～事業終了まで） 

イ．事業収支見込（施設整備費・運営費など事業期間の年度ごとに内訳を作成） 

ウ．施設整備計画（施設の規模・機能・特徴など） 

エ．運営計画（ターゲット、商品内容、農水産物等利用計画、商品開発計画、人員・

組織計画など） 

オ．資金計画（年度ごとに内訳を作成） 

   カ．事業スケジュール（施設の設計・建設～稼働開始まで） 

   キ．各種法令等への対応について（必要な許認可対応などについて） 

ク．その他、企画提案に際し必要な事項 

 

②企画提案書の提出について（様式１）・・・1部 

 

③応募者・提案内容に関する基本事項（様式２）・・・1部 

 

④企画提案に関する特記事項（様式３）・・・1部 

 

⑤関係書類※1・・・1部 

ア.法人の場合，登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

イ.個人の場合，身分証明書及び登記されていないことの証明書 

ウ.印鑑証明書 

エ.納税証明書（国税） 

法人の場合，法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書 

個人の場合，所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書 

オ.納税証明書（千葉県税） 

千葉県内に事業所を有する場合，千葉県税の完納証明書 

カ.市税完納証明（館山市税） 

キ.財務諸表（最新決算年度のもの、写し可） 

 ※1 館山市入札参加適格者名簿に登載されている場合は提出不要 
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（様式１） 

 

企画提案書の提出について 

 

 

業務の名称：食のまちづくり拠点施設の整備及び運営事業の民間事業者提案事業 

 

標記業務について、企画提案書を提出します。 

 本企画提案書の提出にあたっては虚偽の事実がないこと、交渉権者に選定された場合は、

本企画提案書の内容に基づき、館山市と本業務に係る協議を行い、契約の締結後は、本企

画提案書の内容に基づき履行保証することを確約します。 

なお、交渉権者に選定された場合であっても、館山市との協議が成立しなかった場合や、

不可避的な事情などにより、事業が実施できなくなった場合には、本件は事業提案を募集

したことに留まり事業化はされないことについて異議申し立てをしないことを了承します。 

 

 

 （宛先）館山市長 金丸 謙一 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

                 （応募者） 

 

                  所在地 

 

                  団体等名称 

 

                  代表者                印 
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(様式２) 

応募者・提案内容に関する基本事項 

団体名等  

代表者名  

所在地 

〒 

 

TEL            FAX 

E-Mail 

資本金  

従業員数  

主な事業・活動内容  

担当者名・連絡先 

氏名 

所在地 〒 

TEL            FAX 

E-Mail 

類似業務の実績 

□有り（概要を記載）   □無し 

館山市の協力を求め

る事項※1 

※欄が不足の場合は別紙可 

備考※2 

 

※1 提案事業を実施するために本市の協力が必要な事項がある場合は記載してください。 

※2 提案事業について特記事項や事業実施のための条件など特記すべき事項があれば記載してください。 
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（別紙３） 

企画提案に関する特記事項 

本提案募集は、「食のまちづくり」への貢献、地域産業への波及効果、民間事業者のノウ

ハウ・創意工夫が重要なポイントになります。貴社の提案に対する優位性、特徴、事業

スキームなど、自由に記載してください。 

 

本様式は 2枚以上でも構いません。補足資料がある場合は適宜添付してください。 

 


