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本募集要項は、成田市公設地方卸売市場の移転再整備に伴い新生成田市公設地方卸売市場

（以下、「成田市場」という。）敷地内へ新たに整備等を予定する「集客施設棟」の整備・運営事業に

関する事業者を募集及び選定するにあたり、応募しようとする事業者を対象に公募するものです。 

応募者は、募集要項の内容を十分に理解したうえで、併せて公表された様式集も確認のうえ、応募

に必要な書類を提出してください。 

 

１. 成田市公設地方卸売市場の移転再整備事業概要 

本市では、生鮮食料品等の流通における基幹施設である成田市場の老朽化に伴い、移転・再整

備を推進しており、2018年度より着工、2020年の開場を予定している。 

成田市場は、成田国際空港の近接地への移転再整備を行うため、その立地特性を活かした「輸

出拠点化」することにより、国産農水産物の輸出拡大を目指しており、現行の青果物・水産物等の

生鮮食料品等の流通拠点及び輸出拠点としての機能を整備・導入する。 

【図表1】 新生成田市場立地場所（移転先） 

 

【図表2】 新市場全体概要 

項目 概要 

所在地 成田市天神峰字道場 80番地１、81番地１（千葉県花植木センター跡地） 

面積 敷地面積約 92,700㎡ 

市場施設 青果棟・水産棟・高機能物流棟 及び 関連棟・集客施設棟 

現市場 

場内事業者 

青果部（公設）：卸売業者１社・仲卸業者５社 

水産部（公設）：卸売業者１社・仲卸業者 26社     

その他（民設）：関連事業者（乾物・飲食等） 

年度内移転事業者

を決定予定 

 

新ＩＣ予定地
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【図表3】 新市場整備スケジュール（予定） 

＊2018年９月：高機能物流棟入居事業者選定 

＊2018年冬～2020年：市場施設整備（工事期間・準備期間含む） 

＊2020年：新生成田市場開場・開業 

【図表4】 新市場施設配置概要 

 

【図表5】 新市場施設概要 

施設名称 導入機能等 

青果棟 
 現市場において青果物を取扱う卸売業者・仲卸業者が入居し、全国の青果

物を集荷・分荷・出荷する流通拠点施設である 

水産棟 
 現市場において水産物を取扱う卸売業者・仲卸業者が入居し、全国の水産

物を集荷・分荷・出荷する流通拠点施設である 

高機能物流棟 

 加工や物流機能を強化するとともに、輸出関連手続きをワンストップで実施す

る、成田市場が目指す「輸出拠点機能を有する卸売市場」の中核を成す流

通拠点施設である 

 新市場において新設される同施設内には、「加工エリア」「輸出加工エリア」「ワ

ンストップ輸出エリア」「冷蔵冷凍庫」が整備され、主に日本産農水産物の輸

出促進に向けた流通を担う施設を予定している 

関連棟 

 現市場において市場関係者・取引先へ花、業務用食料品、食肉、漬物、塩

干物、菓子、厨房機器、包装資材などの物販及び飲食等の提供を行う事業

者が入居する施設である 

 新市場においても上記事業者の移転を想定している 

空港滑走路が見

渡せる展望デッキ

（検討中） 

 集客施設棟への来場者増加等に向けて、集客施設棟事業用地前面の防

音林に空港滑走路が見渡せる展望デッキの整備を検討している 

※ 展望デッキの整備は本事業の対象外である 

新生成田市場の機能

集客施設棟

高機能
物流施設

水産物
卸売場

青果物
卸売場

関連棟

展望デッキ
（検討中）
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２. 集客施設棟整備・運営事業について 

（1） 事業名称 

成田市公設地方卸売市場集客施設棟整備及び運営事業 

（2） 事業用地の概要 

本募集要項では、以下の事業用地において集客施設棟の整備及び運営事業を実施する民間

事業者を募集する。 

なお、成田市場の敷地及び施設配置に関する詳細は【別添資料１】を参照すること。 

 

【図表6】 集客施設棟事業用地概要 

項目 内容 

所在地 
成田市天神峰字道場 80番地１、81番地１ 

（千葉県花植木センター跡地） 

敷地面積 
約 92,700㎡ 

＊集客施設棟事業用地全体面積：約 15,760㎡ 

貸付面積 

集客施設棟事業用地全体面積（約 15,760㎡）から構内道路を除く用地

面積を貸付面積とし、貸付面積は事業者提案に委ねるものとする 

＊市が想定する構内道路を整備した場合の貸付面積：約 13,920㎡ 

都市計画区域区分 市街化調整区域 

容積率 200％ 

建蔽率 60％ 

建築規制等 建築基準法、航空法等 

都市施設（市場） 公設地方卸売市場 

電力供給 高圧電力・400kw まで供給可 

ガス供給 都市ガス非供給地域 

水道 

井水使用・398ｍ３／日まで使用可 

＊井水は成田市が市場内に上水処理施設を整備し上水処理を実施する 

＊井水使用にあたり井水処理使用料の負担が必要となる 

下水道（排水） 

成田用水排出基準に準拠する必要がある 

＊排水処理施設は成田市が市場内に整備し処理を実施する 

＊排水処理にあたり排水処理施設使用料の負担が必要となる 

巡回バス等 

【現状】コミュニティバス４便、路線バス５便 

＊路線バスのバス停は、新市場から徒歩圏内に有 

【開場後】空港からのシャトルバスに加え、空港周辺ホテルの巡回バスの 

乗り入れの検討を進めている 
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（3） 事業者募集概要 

本募集は、卸売市場用地の一部を本市から借地し、成田市場との連携や立地特性を活かした

「食」をテーマとした賑わい創出を目的とした施設を整備及び運営する事業者を公募型プロポーザル

方式により選定、決定するものである。 

本プロポーザルにより決定された優先交渉権者は、本市と定期借地権設定契約を締結し、事

業用地を借地することを前提として提案内容に基づく事業を実施するものとする。 

（4） 事業実施スケジュール 

本事業の実施スケジュールは以下のとおりを予定している。ただし、以下のスケジュールは現時点

のものであり、成田市場移転・整備事業の進捗状況等により変更することがある。 

実施スケジュールに変更が生じた場合は、本市と優先交渉権者との間で協議を行うものとする。 

【図表7】 事業実施スケジュール予定 

項目 期日 

優先交渉権者の決定 2019年 7月中旬 

基本協定締結 2019年 8月 

定期借地権設定契約締結 2019年 10月 

集客施設棟事業用地引渡し 2019年 10月 

集客施設棟開業 優先交渉権者の提案内容に基づき協議により決定する 
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３. 本事業の目的及び求める施設・機能等 

（1） 本事業の目的 

本事業は、卸売市場と生鮮食料品等の輸出拠点機能を兼ね備える新生成田市場の開場に

際して、地元はもちろん、国内及び海外からの集客を図り、卸売市場敷地内に卸売市場と連携し

「食」をテーマとした賑わいを創出することを目的とする。 

（2） 集客施設棟整備・運営事業において求める施設・機能等 

集客施設棟整備・運営事業の展開に際して、「新生成田市場との連携」「卸売市場内という立

地特性を踏まえ、「食」をテーマとした賑わいの創出」「日本の農水産物・食文化に係る情報発信

拠点」「地域産業の発展への貢献」の４項目を盛り込み、国内外から多くの人々が来場し、賑わい

が創出されるよう、民間事業者の創意工夫により、以下の事業が展開されることを求める。 

① 新生成田市場との連携 

新生成田市場は青果棟・水産棟・高機能物流棟等から形成され、充実した卸売市場機能と

生鮮食料品等の輸出拠点機能を有する施設として整備する予定である。 

集客施設棟が新生成田市場敷地内に整備される予定であることから、新生成田市場と連携し、

卸売市場と集客施設双方の活性化や卸売市場に集荷される全国からの生鮮食料品等の流通

等に寄与する施設となることを期待する。 

② 卸売市場内という立地特性を踏まえ、「食」をテーマとした賑わいの創出 

集客施設棟が卸売市場内に整備される立地特性を踏まえ、当該地に集客施設を整備すること

により提供できる特色ある「食」をテーマとした賑わい創出を期待する。 

特に、集客施設棟は一般消費者や観光客等が全国から集まる青果物・水産物等を気軽に目

にし、手に取り、直接消費することが可能な施設であることを考慮し、様々な視点から「食」をテーマ

とした賑わいが創出されることを期待する。 

③ 日本の農水産物・食文化に係る情報発信拠点 

和食がユネスコ無形文化遺産に登録されるとともに、日本産農水産物輸出戦略が策定され海

外へ積極的に輸出されるなど、世界的に「日本食」「日本食文化」への注目が高まりを見せている。 

こうした背景も踏まえ、集客施設棟内に日本の農水産物・食文化に係る情報発信拠点が整備

され、国内外の方々に、日本の農水産物や食文化に係る歴史や伝統、魅力、生産・消費技法等

様々な情報や体感等が積極的に受け入れられ、より一層日本の農水産物・食文化に対する理解

が深まる拠点となることを期待する。 

④ 地域産業の発展への貢献 

新生成田市場は、本市を含めた空港周辺地域や千葉県の農水産業の発展に大きく寄与する

ことが期待されることから、集客施設棟を整備・運営することで地元農業や県内水産業、更には地

元雇用の創出など、地域産業の発展に貢献することを期待する。 



6 

 

４. 事業条件等 

（1） 借地料に係る事業条件 

① 借地料 

借地料は以下に示す考え方に基づき、事業者の提案を踏まえて決定する。 

【図表8】 借地料に関する考え方 

項目 内容 

借地料 
2,900,000円／月を最低価格とし、事業者から提案された借地料価格により決

定する 

保証金 借地料の 12 ケ月分 

権利金 無し 

② 事業用地の借地条件 

本事業の事業用地は、借地借家法（平成３年法律第90号）第23条に規定される事業用

定期借地権とし、借地期間は市と優先交渉権者の協議により決定する借地期間の開始日から

30年以上 50年未満とし、民間事業者からの提案を踏まえ協議により決定するものとする。 

本期間には、事業者による施設の建設期間及び解体・撤去期間を含むものとする。 

なお、借地期間満了時における本市と事業者における定期借地権の再度設定等については協

議により決定する。 

③ 変動納付金 

事業者からは、売上に基づく変動納付金の提案を受け付けることとし、具体的な内容は提案に

委ねるものとする。 

④ 借地料等の改定 

借地料及び変動納付金を含めた借地にかかる利用料金体系については、事業用定期借地権

設定契約の締結後、３年ごとに改定できることとし、詳細は事業契約書に定めるものとする。 

⑤ 借地料の負担軽減策 

借地料の負担軽減策として、以下の支援策等の検討を進めるものとする。 

・土地の引き渡し後、開業までの期間は支払いを免除する。 

・開業後も、段階的な緩和措置を講ずることとし、1年目は借地料提案額の 25％、2年目は 

 50％、3年目は 75％の額とし、4年目以降は全額とする。  

 

（2） 事業用地に係る事業条件 

① 地盤条件 

事業用地については、市が集客施設棟の整備を想定している敷地における埋蔵文化財発掘調

査を完了するとともに、事業用地全体の荒造成を行った後に事業者へ引渡しを行う。 
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事業用地の引渡し後、上記以外の調査を実施する場合は、事業者自らの責任と負担により必

要な調査等を実施すること。 

なお、本事業を実施するにあたり、計画地盤高を変更することは認めない。 

事業用地の地質に関する詳細は【別添資料２】を参照。 

 

② 供給施設等条件 

事業用地における電気、上下水道及び通信の配管・供給状況は以下のとおりである。 

各配管から集客施設棟への引き込みに係る費用は事業者が負担するものとし、市及び関係機

関と協議等を行い実施すること。 

給排水設備に関する詳細は【別添資料３】を参照すること。 

【図表9】 供給施設等条件 

施設 状況 関係機関 

電気 成田市道「花植木センター線」より引込可能です。 東京電力 

上水（井水） 成田市場内に水処理施設があります。 成田市 

下水 成田市場内に排水処理施設があります。 成田市 

ガス LP ガス事業者と独自契約となります。 － 

通信 成田市道「花植木センター線」より引込可能です。 NTT東日本 

（3） 施設整備に関する条件 

① 施設配置・整備等に関する基本的な考え方 

成田市場移転・再整備事業を推進するにあたり、本市では移転・再整備後の市場全体の配置

計画案を作成している。 

本事業において集客施設棟及び駐車場等の配置に関しては事業者の創意工夫に基づく提案

を踏まえ、市との協議により決定することとするため、市が想定する施設配置案以外の提案も可とす

るが、施設配置・整備等に関する基本的な考え方は【別添資料１】を参照すること。 

施設配置計画についての留意事項は以下のとおり想定しており、計画時に市と協議のうえ進め

るものとする。 

ア 市場用地と隣地境界・道路境界には、L型擁壁を設置予定のため影響範囲には、建物を

配置できない。 

イ 雨水計画については、計画流量を満足する排水計画とする。 

ウ 給排水管に関しては、市で整備する配管に接続するものとするが、配管径や排水高さ等は

原則変更できない。 

エ 事業敷地内に構内道路の一部雨水配管を埋設する予定であることから、施設配置計画

により配管が干渉する場合、配管ルートの変更について協議すること。 

② 緑地面積の確保 

事業対象用地内においては、樹木により 10％以上の緑地率を確保すること。 
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③ 駐車場等の整備 

事業者は、集客施設棟来場者が使用することを前提として、事業用地内に普通乗用車 300

台、大型バス８台程度が駐車可能となる駐車場を確保すること。 

なお、立体駐車場の整備も可とするが、平面駐車場、立体駐車場のいかんを問わず駐車場の

整備に関する費用は事業者が負担するものとする。 

④ 出入口及び構内道路 

市場用地においては、出入口を市道「花植木センター線」から２か所、市道「十余三新田線」か

ら１か所確保する予定であり、出入口及び構内道路については、【別添資料１】及び【別添資料

４】に基づき市が整備する。 

また、花植木センター線は、出入方向について【別添資料１】のとおり制限がある。 

事業用地の構内道路の道路線形については事業者の提案を踏まえ変更可とするが、道路線形

の変更を行う場合には、道路線形変更に係る設計費用は事業者が負担するものとし、成田市場

の開業時期（2020年）に通行可能となるよう市と協議の上、進めるものとする。 

なお、市場からの市場用地への出入口の位置及び形状の変更は認めない。 

 

構内道路に関する諸条件は以下のとおりを想定している。 

ア 構内道路の標準横断図は、【別添資料４】のとおりとし、バス等の乗降場を計画するものと

する。 

イ  構内道路は、大型車の通行を考慮した線形とする。 

⑤ 景観形成への配慮 

事業者は、施設整備に際して千葉県屋外広告物条例及び成田市景観条例等を踏まえた景

観形成に配慮すること。 

⑥ 施設整備に係る各種申請手続等 

集客施設棟整備に際して必要となる各種手続については、事業者の責において、関係法令に

従い、必要な協議、申請手続等を実施すること。 

⑦ その他 

事業者は、集客施設棟の整備にあたり、上記以外の内容についても関係法規則を遵守して施

設整備を行うこと。 

（4） 施設運営に関する条件 

① 本市が求める施設・機能等の実現 

本市は成田市場敷地内に整備する集客施設棟に対して、「新生成田市場との連携」「卸売市

場内という立地特性を踏まえ、「食」をテーマとした賑わいの創出」「日本の農水産物・食文化に係

る情報発信拠点」「地域産業の発展への貢献」の４項目を盛り込み、国内外から多くの人々が来

場し、賑わいが創出されるよう、民間事業者の創意工夫により、次の施設整備・運営が展開される

ことを求めている。 
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事業者は、借地期間の開始日（事業用定期借地権契約締結日）から事業期間を通して、

本市が求める機能を有する集客施設棟の運営を実施すること。 

② 提案禁止事業等 

集客施設棟には、都市計画上の「卸売市場」敷地内において本市が求める機能を導入すること

を必須条件とするが、その他機能については本事業の目的が達成され、新市場に必要な機能であ

り、かつ、本事業及び成田市場の活性化に寄与する事業内容であれば、提案及び導入を禁止す

る機能等は定めない。 

③ 施設・業態の変更等 

事業者は、借地期間中、事業者が本市の求める機能を実現するために導入を推進し、整備を

行った集客施設棟及び棟内各店舗等について来場者のニーズ等の観点から変更しようとする場合、

事前に本市と協議を行うこと。 

④ 事業期間を通じた賑わいの創出に向けた工夫等 

事業期間を通して目的が継続的に達成されるよう、来場者等のニーズを的確に捉え、運営計画

の検証・立案・実践により、集客施設棟の安定的な運営を実施すること。 

⑤ 市場関係者への配慮 

成田市場の移転・再整備に際して、新生成田市場には青果棟・水産棟・高機能物流棟に加え、

民間事業者の整備により関連棟を整備する予定である。 

関連棟は現在の成田市場において営業を行う関連事業者が移転することを予定している。 

集客施設棟の運営に際しては、成田市場及び市場関係者との連携に配慮することを求める。 

⑥ 事業者から本市への報告事項 

事業者は集客施設棟における事業内容に基づき、毎年度の売上高や集客状況等について年

度別事業報告書を市に提出すること。 

また、集客施設棟運営に際して、協議等が必要となる場合には、速やかに市に報告すること。 

⑦ その他 

事業者は成田市場が実施する市場活性化事業等の取組に対して積極的に参加すること。 

（5） 参入に係る税制等の支援施策 

一定の要件のもとで、市の企業誘致奨励制度による固定資産税相当額の補助（３年間）や

雇用奨励金（3年間）を受けることが出来る。 

また、市では地域未来投資促進法に基づく基本計画を策定中であり、同計画に適合する事業

を展開することで、同法に掲げる設備投資や財政・金融面の支援措置などを受けることが可能と

なる。 



10 

 

５. 参加資格等 

（1） 参加資格 

応募者は、本事業の事業者として以下に掲げる要件を満たす者で、単独の法人または複数の

法人で構成されるグループとし、個人での応募は認めない。 

また、グループで応募する場合、グループを構成する各企業を構成企業とし、⑤の要件は構成企

業のうち少なくとも１者が満たしていること。 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４の規定に該当する者ではな

いこと。 

② 参加資格確認基準日から優先交渉権者の決定日までの期間に、成田市指名停止等措置等

による指名停止措置を受けていないこと。 

③ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立がなされている者ま

たは民事再生法（平成 11年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立がなされている

者（手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）等、経営

状態が著しく不健全であるものと認められないこと。 

④ 国税（法人税、消費税）又は地方法人税を滞納していないこと。 

⑤ 過去 10年間（平成 20年４月１日から平成 30年３月 31日）において、商業施設を含む

不動産開発事業及び運営に係る業務実績を有する者であること。 

⑥ 法人等又はその役員等（法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所等

（常時業務等の契約を締結する事務所をいう。）を代表する者を、法人以外の団体である場

合にはその団体の代表者又は役員をいう。以下同じ。）が次に掲げるアからエまですべての要件

を満たすものであること。 

ア 暴力団（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）

第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又はその利益となる活動を行う法人等

でないこと。 

イ 暴力団又は暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の

構成員でなくなった日から5年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）の統率

下にある法人等でないこと。 

ウ 法人等でその役員等のうちに暴力団の構成員等となっている者がいないこと。 

エ 法人等でその役員等のうちに暴力団又は暴力団関係者を経営に実質的に関与させ、不正

に財産上の利益を得るために利用し、又は暴力団関係者に対して金銭、物品、その他の財

産上の利益を不当に与えている者がいないこと。  

（2） その他留意事項 

① 構成企業の明示 

応募者は、予め応募者の代表企業を定め、その代表企業が応募に係る必要手続を行うこと。 
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グループで応募する場合には、構成企業のうち１社を代表企業と定め、その代表企業が応募に

係る必要手続を行うこと。 

また、参加資格審査書類の提出時にはグループにおける構成企業について明らかにすること。 

② 複数応募の禁止 

応募者の構成企業は、他の応募者の構成企業になることはできない。 

③ 共同企業体（JV）による応募 

本事業への共同企業体（JV）による応募は認めない。 

④ 応募者が設立する特別目的会社との契約 

応募者が本プロポーザルの提案において、応募者の構成企業が出資する特別目的会社（SPC）

を設立し、当該特別目的会社が本市から土地の貸付を受け、事業を実施する者となる提案を行

うことも可能とする。 

ただし、設立する特別目的会社は、以下の要件を満たす者とする。 

ア 特別目的会社は、設立形態のいかんを問わず、本事業を実施することを目的として設立され

た法人等とし、資産の流動化に関する法律（平成10年法律第105号）に規定する特定

目的会社を含むものとする。 

イ 応募者の構成企業全体で50％以上の議決権割合を有していること。 

ウ 定期借地権設定契約の締結までに設立すること。 

⑤ 構成企業の追加、変更 

応募者が本プロポーザルの提案を経て優先交渉権者と決定した後、構成企業を追加することを

認める。ただし、構成企業を追加する場合、様式集に記載された必要書類（３．事業参加辞退

または構成企業等変更関連様式）を提出し、事前に市から承諾を得ること。 

また、構成企業の変更はやむを得ない事情が発生した場合を除き原則として認めない。やむを

得ず構成企業の変更が必要となった場合は、事前に市と協議を行い、承諾を得た場合に限りこれ

を認める。 

⑥ 契約手続等 

本市は、優先交渉権者決定後、優先交渉権者と基本協定を締結する。 

優先交渉権者がグループとなる場合または SPC を設立する場合は、本市と全構成企業名を記

載した基本協定書に基づき基本協定を締結する。 

基本協定締結後、本市は優先交渉権者と定期借地権設定契約を締結する。定期借地権設

定契約は本市と代表企業または SPCの間において締結する。 
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６. 応募手続及び提案受付 

（1） 募集及び選定方法 

本募集は、事業者に集客施設棟の整備及び運営に関連する一切の業務の実施を求めるもの

であり、事業期間も長期にわたることから、事業者には本事業を確実に実施できる総合的な能力

が求められる。 

したがって、事業者の募集及び選定にあたっては、競争性、公平性及び透明性の確保に配慮し

たうえで、事業者の提案内容について委員会において審査を行い、優先交渉権者を決定することと

する。 

（2） 募集及び選定スケジュール 

事業者の募集及び選定スケジュールは以下を予定している。 

【図表10】 事業者の募集及び選定スケジュール 

日程 内容 

2018年 12月 4日（火） 募集要項等公表 

2018年 12月 5日（水）～12月 12日（水） 
参考図書の貸与申込及び 

第 1回 募集要項等に関する質問受付 

2018年 12月 21日（金） 第 1回 募集要項等に関する質問回答の公表 

2019年３月 25日（月）～３月 29日（金） 参加申込受付 

2019年４月５日（金） 参加資格審査結果通知 

2019年４月８日（月）～４月 10日（水） 第 2回 募集要項等に関する質問受付 

2019年４月 19日（金） 第 2回 募集要項等に関する質問回答の公表 

2019年５月 28日（火）～５月 31日（金） 提案書受付 

2019年６月下旬 
委員会における審査 

（プレゼンテーション・ヒアリング） 

2019年 7月中旬 優先交渉権者決定 

2019年 8月 優先交渉権者との基本協定締結 

2019年 10月 定期借地権設定契約締結 

※上記のスケジュールは現時点での予定であり変更される場合がある。 
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（3） 参考図書の貸与申込 

① 貸与図書：以下の書類を、応募しようとする事業者のうち、希望者に貸与する。 

＊成田市場施設全体配置図（CADデータ） 

② 受付期間：2018年 1２月 5日（水）～12月 12日（水） 

③ 受付方法：募集要項公表時に併せて公表する（様式１－１）「参考図書貸与申込書」に

記入のうえ、以下まで電子メールに添付にて提出すること。 

④ 受取期間：2018年 12月 6日（木）～12月 12日（水） 

⑤ 受取場所：成田市経済部卸売市場管理係 

〒286-0046成田市飯仲 42番地 2（成田市公設地方卸売市場管理棟内） 

⑥ 返却方法：提案書類提出時に、市に返却すること。 

⑦ 留意事項：市が貸与する参考図書は、一般公表することを前提としていない情報であるため、

関係者以外配布禁止とし、取扱いに注意すること。 

（4） 第 1回 募集要項等に関する質問受付 

① 期間：2018年 12月 5日（水）～12月 12日（水） 

② 時間：午前 9時～午後 4時 

③ 受付方法：募集要項公表時に併せて公表する（様式１－２）「募集要項等に関する質問

書」に記入のうえ、以下まで電子メールでエクセルファイル添付にて提出すること。な

お、提出後に電話にて受信確認を行うこと。 

 ＜提出先＞ 

    成田市経済部卸売市場管理係：戸松、橋本 

      電子メール  ：ichiba@city.narita.chiba.jp 

      電 話 ：0476-23-0021 

④ 公表：受け付けた質問に対する回答は、事業者の個別提案に影響が生じる可能性があるもの

を除き、12 月 21 日（金）を目途に市のホームページにおいて公表する。なお、質問を

行った者の事業者名は公表しない。 

（5） 参加申込書及び参加審査書類受付 

① 期間：2019年３月 25日（月）～３月 29日（金） 

② 時間：午前 9時～午後 4時 

③ 場所：成田市経済部卸売市場管理係 

〒286-0046成田市飯仲 42番地 2（成田市公設地方卸売市場 管理棟内） 

④ 受付方法：募集要項公表時に併せて公表する様式集に記載された必要書類（２．参加申

込関連様式）を持参または郵送（書留郵便等追跡可能な送付方法）により提

出すること。 

mailto:ichiba@city.narita.chiba.jp
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郵送（書留郵便等追跡可能な送付方法）の場合には受付期間内に到着する

もののみを受け付ける。 

FAX及び E-mail による提出は不可とする。 

なお、提出書類は合否に関わらず返還しないことに留意すること。 

⑤ 結果通知：事業者から提出された書類に基づき、市が審査を行い、４月５日（金）までに審

査結果を通知する。 

（6） 第２回 募集要項等に関する質問受付 

⑤ 期間：201９年４月８日（月）～４月 10日（水） 

⑥ 時間：午前 9時～午後 4時 

⑦ 受付方法：募集要項公表時に併せて公表する（様式１－２）「募集要項等に関する質問

書」に記入のうえ、以下まで電子メールでエクセルファイル添付にて提出すること。な

お、提出後に電話にて受信確認を行うこと。 

 ＜提出先＞ 

    成田市経済部卸売市場管理係：戸松、橋本 

      電子メール  ：ichiba@city.narita.chiba.jp 

      電 話 ：0476-23-0021 

⑧ 公表：受け付けた質問に対する回答は、事業者の個別提案に影響が生じる可能性があるもの

を除き、４月 19 日（金）を目途に市のホームページにおいて公表する。なお、質問を

行った者の事業者名は公表しない。 

（7） 提案書類受付 

① 期間：2019年５月 28日（火）～５月 31日（金） 

② 時間：午前 9時～午後 4時 

③ 場所：成田市経済部卸売市場管理係 

〒286-0046  成田市飯仲 42番地 2（成田市公設地方卸売市場 管理棟内） 

④ 受付方法：募集要項公表時に併せて公表する様式集に記載された必要書類（４．事業提

案書関連様式）を持参または郵送（書留郵便等追跡可能な送付方法）により

提出すること。 

郵送（書留郵便等追跡可能な送付方法）の場合には受付期間内に到着する

もののみを受け付ける。 

FAX及び E-mail による提出は不可とする。 

なお、提出書類は合否に関わらず返還しないことに留意すること。 

 

mailto:ichiba@city.narita.chiba.jp
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７. 選考方法 

（1） 優先交渉権者の決定方法 

提案についての審査は、「集客施設棟整備及び運営事業者選定審査委員会（以下、「委員

会」という。）」を設置し、当該委員会が最優秀提案を選定する。 

最優秀提案の選定に際しては、別添１「事業者選定基準」に基づき、提出書類等について審

査を行う。 

なお、提出書類等の内容について疑義がある場合には、応募者に対して内容の確認及び追加

資料の提出等を求める場合がある。 

委員会の選定結果に基づき、本市が優先交渉権者を決定する。 

（2） プレゼンテーション・ヒアリング等の実施 

委員会において最優秀提案を選定するため、事業者からのプレゼンテーション及びヒアリングを実

施する。 

プレゼンテーション及びヒアリングは、2019 年６月下旬の実施を予定しているが、実施日時等詳

細については応募のあった事業者に個別に連絡する。 

（3） 選定結果通知 

委員会において最優秀提案を選定した後、本市が優先交渉権者を決定し、選考結果を2019

年 7月中旬までに書面にて通知する。 

（4） プロポーザル事務局 

本プロポーザルを実施するにあたり、事務局を成田市経済部卸売市場に設置する。 

 事務局：成田市経済部卸売市場管理係 

 住所 ：千葉県成田市飯仲 42番地 2 

 電話 ：0476-23-0021 

 E-mail：ichiba@city.narita.chiba.jp 

 HP  ：https://www.city.narita.chiba.jp/soshiki/ichiba.html 

※本募集要項に関するお知らせ、提供情報は、原則として上記の本市ホームページにて公表する。 

mailto:ichiba@city.narita.chiba.jp
https://www.city.narita.chiba.jp/soshiki/ichiba.html
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別添１ 事業者選定基準 

（1） 提案内容審査方法 

「集客施設棟整備及び運営事業者選定審査委員会」において、以下に示す審査項目ごとに

評価を行い、算出された提案内容評価点と提案価格評価点の合計である総合点により最優秀

提案を選定する。 

＜算定式＞ 

 総合点（100点満点）＝提案内容評価点（90点）＋提案価格評価点（10点） 

（2） 提案内容評価点の審査項目及び配点 

 審査項目 提案内容 配点 

１ 実施方針 
 本事業に関する基本的考え方 

 施設のコンセプト 
10点 

２ 導入機能 

 導入する機能 

 各機能に関する具体的な計画 

＊導入目的 ＊想定規模 ＊ターゲット 

＊市場との連携 ＊地域経済及び産業への貢献 

＊運営体制 ＊運営方法（取扱商品等） 

30点 

３ 施設プラン 
 施設配置、外部計画 

 諸室配置計画及び外観・外構計画 
10点 

４ 事業実施体制 

 事業実施体制 

 同種事業実績 

 各社の役割・リスク分担

５点 

５ 事業計画 

 資金調達計画及び事業収支計画

 事業期間（借地契約期間）及び借地料支払額

 変動納付金に関する提案

10点 

６ 
事業 

スケジュール 

 工程計画（設計、施工、準備期間）

 開業時期
10点 

７ 本事業への貢献 
 本市場の活性化、新たな取組などに関する追加提案

 
15点 

合計 90点 

（3） 提案価格評価点の得点化方法 

提案価格評価では、年間借地料に関する提案内容をもとに、以下に示す算式より得点を付与

し、提案内容評価点との合計点（総合点）により、最優秀提案を決定する。 

＜算定式＞ 

提案価格評価点 ＝ 【配点：10点】×【提案借地料】／【全応募者のうち最高提案借地料】 

なお、点数は、少数第３位を四捨五入した値とする。 


