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「成田空港周辺における地域活性化策実現戦略策定事業」 

企画提案仕様書 

１ 適用範囲 

本仕様書は、千葉県（以下「甲」という。）が発注する「成田空港周辺に    

おける地域活性化策実現戦略策定事業」の企画提案募集及び委託に付す場合に

おいて適用される主要事項を示すものである。 

この仕様書は事業の大要を示すものであり、最終的な業務委託仕様書（契約

書に添付するもの）は、受託者（以下「乙」という。）と協議の上、甲が作成  

する。 

２ 事業の目的 

成田空港周辺の地域づくりについては、国（航空局）、県、空港周辺９市町 

及び成田国際空港株式会社の四者で構成する「成田空港に関する四者協議会」 

（事務局：千葉県空港地域振興課）において、地域振興策の方向性・内容を  

まとめた、「成田空港周辺の地域づくりに関する『基本プラン』」を平成３０年

３月１３日に策定した。 

基本プランでは、成田空港の波及効果を、東部・南部を含めた成田空港周辺  

９市町の全域に波及させ、地域全体がくまなく発展することを目指し、空港の

機能強化を契機に「産業振興」・「インフラ整備」・「生活環境の向上」を図り、

「地域の発展」と「空港の発展」が好循環する地域づくりの早期実現に向けて

取り組むこととしている。 

また、基本プラン策定後は、具体的な施策や事業を盛り込んだ「（仮称）実施

プラン」を策定し、地域活性化策を実現していくこととしている。 

本事業では、基本プランに掲げた地域づくりの方向性や内容をもとに、空港

周辺９市町や関係機関と十分に連携を図りながら、地域活性化策を実現する上

での課題解決方策について調査・検討を行う。 

調査・検討に当たっては、空港周辺市町が希望する地域活性化策の課題を 

整理、精査し、効果的な課題解決方策、空港周辺地域の土地利用の構想及び 

「地域の発展」と「空港の発展」が好循環する成長戦略を具体化することを  

目的とし、乙は、甲の指示の下、目的達成に必要な各種業務を行う。 
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３ 委託期間 

契約日から平成３１年３月２９日（金）まで 

４ 委託事業 

本事業では、「基本プラン」の記載内容を基本方針とし、以下のテーマ及び 

期間を対象とし、（１）～（３）の事業について、関係機関と十分に連携を図り

ながら実施していく。 

【対象テーマ】 

「基本プラン」に掲げた下記の各項目を対象とする。 

なお、企画提案においては、本事業における重点項目として想定される  

「企業誘致」「観光振興」「農業振興」の３項目※に関する内容を提案書に記載

するものとする。 

ただし、新たな道路・河川整備等については、個々の整備の必要性の検討に

先立ち、まずは、検討の前提となる空港周辺地域の土地利用の構想について、

検討を行う。 

また、交通利便性の向上については、別途、県、空港周辺９市町、空港会社

などで構成する団体「地域振興連絡協議会」において、公共交通のあり方に  

関する調査委託事業を行っていることから、本事業の対象としない。 

「基本プラン」に掲げた地域づくりの基本方針 各項目 

【産 業 振 興】   ①地場産業・中小企業振興 

           ②企業誘致 ③観光振興 ④農業振興 

【インフラ整備】   ①道路 ②河川 ③農業用水・ほ場整備 

【生 活 環 境】   ①交通利便性の向上 ②教育・子育て環境の整備 

           ③地域防災力の向上 ④住環境の整備等 

※ ここで掲げた３項目は、特に、今後の成田空港の更なる機能強化や、  

圏央道（大栄・横芝間）の開通によりポテンシャルが高まるものと考え  

られることから、重点項目として指定するもの。 

 本事業の実施段階においては、どの項目に重点を置くかについて、空港

周辺９市町の希望する地域活性化策を踏まえながら検討することとなる。 

【対象期間】 

基本プランにおける計画期間である 2032 年度を終期として、地域に大きな

インパクトがある以下の時期を区切りとする。 

・すみやかに実施するもの 

・圏央道（大栄-松尾横芝間）開通を見据えて実施するもの 

・成田空港の第３滑走路供用開始後に実施するもの 
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（地域活性化策の検討対象テーマ・期間のイメージ） 

 

（１）実務者会議関係業務 
① 「実務者会議」事務局業務 

本事業では、空港周辺市町と県空港地域振興課、その他必要に応じて県の

関係部局や関係機関が同席する「成田空港周辺の地域づくりに関する実務者

会議」を実施する。 

乙は、甲とともに会議に出席し、甲の指示の下、会議の開催に関する日程

調整、会場設営、記録作成、関係者への情報共有等の事務局業務を実施する。 

会議は、市町ごとの個別会議と、関係者間での合意形成を図る全体会議を、

それぞれ３回程度、開催する。 

個別会議は、地域活性化策の検討を効果的に行う上で必要な場合は、複数

市町合同で開催することがある。 

② 協議結果の整理・可視化等資料作成業務 

乙は、甲の指示の下、上記①の会議に必要な資料を作成する。 

具体的には、上記①の会議結果を整理し、課題や実施主体等を整理した 

資料や図面を作成し、論点を可視化するなど、地域活性化策に関する関係 

機関との協議・調整推進に資する資料を作成する。 

③ 地域活性化策に関する基礎的調査及び市場動向等調査 

具体的な地域活性化策を検討する際の参考とするため、乙は、甲の指示の

下、乙の持つ知見や技術等を活用し、各市町の産業構造や地域資源、先進  

事例などの基礎的な調査や、関連する市場動向の分析や進出意欲を持つ企業

のヒアリングなど、市場動向等の調査を実施する。 

すぐ実行に移すもの 
圏央道開通を見据えて行うもの 
第３滑走路を見据えて行うもの 

【「基本プラン」の各テーマ】 

【
９
市
町
】 

必要な場合は、複数 

市町合同で検討する。 
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（２）課題解決方策の具体化に関する業務 

本事業では、上記（１）①の実務者会議と、関係機関との協議を経て、   

土地利用構想のイメージや成長戦略、効果的な課題解決方策について、  

おおむね年内を目途に、その大筋において関係者間での合意を導き出すこと

を目指す。 

このため、乙は、甲の指示の下、乙の持つ知見や技術等を活用し、上記（１）

①の実務者会議の結果を踏まえながら、民間事業者と地元市町とのマッチン

グや進出可能性を高めるために必要な施策設計の提案、トランジット客に 

向けた新たな観光ルートの創出、あるいは民間資本進出による次世代型農業

の実現などといった課題解決策の立案補助業務を行う。 

また、平成３１年１月から３月までの期間では、上記で合意した大筋に 

基づきながら、土地利用構想や成長戦略の取りまとめを行うとともに、課題

解決方策として想定される特区制度の活用や規制改革、民間企業との連携等

も含めた、様々な手法を具体化するために必要な各種補助業務を実施する。 

（想定される各種補助業務） 

・民間事業者と地元市町とのマッチング、進出可能性を高めるために必要

となる施策設計に関する提案 

・規制緩和等の実現に向けた提案（民間事業者の意向を踏まえた国への 

特区提案の素案づくり、規制改革・手続き簡略化方策の検討など）  等 

（３）検討結果のとりまとめ 
乙は、（１）及び（２）により検討された具体的な地域活性化策及び課題 

解決方策をとりまとめる。 

なお、その体裁は任意とするが、県及び空港周辺９市町の施策立案、  

「（仮称）実施プラン」に活用できるよう工夫すること。 

５ 応募要領 

（１）提出物（企画提案書一式） 
①企画提案書（様式第１号） 

②企画提案説明書（様式第２号） 

③業務に要する経費に関する見積書（様式第３号） 

④提案者に関する調書（様式第４号） 

・類似の業務実績（過去５年間） 

・本業務を担当するスタッフの来歴 

・会社概要（様式任意・パンフレット等でも可） 
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（２）提出部数 
正本１部・副本１０部 

※提出された企画提案書及び添付書類は、副本１部について受領印を押印し

返却するが、それ以外は返却しない。 

※企画提案書の作成・提出に必要な費用は、応募者の負担とする。 

（３）提出先 
住所：〒260-8667 千葉市中央区市場町１－１ 

千葉県総合企画部空港地域振興課 空港地域整備・広域活性化班 

「成田空港周辺における地域活性化策実現戦略策定事業」担当 

（４）応募方法 
持参 又は 郵送（ＦＡＸ、メールでの応募は不可） 

（５）応募期限 
平成３０年５月２５日（金）午後５時必着 

（６）備考 

① 留意事項 

応募に当たっては、以下を十分理解した上で企画提案書を作成すること。 

○ 成田空港周辺の地域づくりに関する「基本プラン」（H30.3.13） 

（https://www.pref.chiba.lg.jp/kuushin/kinoukyouka2.html） 

○ 成田空港の更なる機能強化に対する空港周辺地域の状況 

・千葉県 HP「四者協議会での協議経過」 

（https://www.pref.chiba.lg.jp/kuushin/kinoukyouka2.html） 

・成田国際空港（株）HP「成田空港の明日を、いっしょに」 

（https://www.narita-kinoukyouka.jp） 

・空港周辺９市町における成田空港の機能強化への対応 

○ 成田空港周辺９市町における土地利用規制の状況 等 

② 再委託の取扱い 

一部の業務について、再委託を予定している場合は、企画提案者と   

再委託先の企業の役割・業務量・経費の分担を示す資料（様式任意）を  

（１）に加え提出すること。 

③ 企画提案に関する調書作成上の留意事項 

・ （１）①から④に関する応募書類の規格は、Ａ４版とするが、やむを  

得ずＡ３版等の用紙を使用する場合は、Ａ４版に折って綴じること。  

また、④に添付するパンフレット等は、この限りではない。 
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・ （１）の各様式は、片面印刷により編冊すること。 

・ ①の企画提案書については、正本のみ押印のこと。 

・ 甲は、提出された応募書類を、選考審査以外の目的に使用しない。 

・ 甲は、提出された応募書類を、千葉県情報公開条例（平成１２年千葉県 

条例第６５号）に基づき、開示又は部分開示する場合がある。 

・ 企画提案に使用する言語、通貨、単位は、日本語、日本円、日本の標準時

及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位に限るものとする。 

６ 選考方法 

（１）「選考委員会」の開催 
・ 選考委員会は、平成３０年６月上旬を予定し、開催日時等は、企画提案  

応募締切後、５月下旬ごろを目途に通知する。 

・ 選考委員会は、千葉県職員及び県庁外の有識者で構成する。（委員の事前 

公表は行わない。） 

・ 選考委員会による審査は、企画提案者から提出された企画提案書一式を 

もとに企画提案者によるプレゼンテーション及び質疑応答を行う。 

・ 企画提案者によるプレゼンテーション及び質疑応答はそれぞれ約１０分間

とする予定であるが、詳細は選考委員会の開催通知時に連絡する。 

・ 選考委員会に参加できる提案者の人数は１者につき２名までとし、資料は

あらかじめ提出した企画提案書一式のみを使用すること。 

※企画提案者が８者を超える場合の取扱い 

・ （１）の「選考委員会」の開催に先立ち、一部選考委員による書類選考を

行うこととし、書類選考の審査基準は（２）審査基準により審査する。 

・ 書類選考は、「選考委員会」の審査の対象となる優良提案を８者選考する。 

・ 書類選考の結果の通知は、（１）の選考委員会の開催通知と合わせ行う。 

・ 書類選考の評価得点について、提案者から文書（様式任意）による申請が

あった場合は、提案者自身の得点及び選考委員会参加者の平均点を審査

項目ごと開示する。 

・ この開示は、選考委員会による最優秀提案の決定後に行う。 

（２）最優秀提案の認定 
選考委員会では、審査基準による採点に基づき、選考委員会の合議により 

最優秀提案を１者選出し、これを委託先候補とする。 

この取扱いは、企画提案者が１者のみの場合にも適用する。 
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（３）審査結果 
審査結果は、選考委員会終了後、選考委員会の選考対象となった企画提案者

全員に郵送で通知する。 

選考委員会の評価得点について、企画提案者から文書（様式任意）による  

申請があった場合は、提案者自身及び最優秀提案の各項目の得点を開示する。 

（４）審査基準 
審査にあたっては、以下の評価基準に基づき総合的に評価する。 

項目 主な審査基準 
配点 

選考委員会 書類選考 

業務遂行能力 

 

業務実施体制 委託業務を円滑に実施できる体制か。 60 20 

類似業務実績 

過去５年間において、千葉県及び県内 

市町村の地域づくり関連の調査等を受託 

したことはあるか。 

また、その実績はどうか。 

30 10 

過去１０年間において、規制改革（国への

特区提案などを含む）に関する業務を 

受託したことがあるか。 

また、その結果はどうか。 

30 10 

経費妥当性 
見積書に所要経費・算定根拠が明確に 

示されており、合理的な内容か。 
30 10 

企画提案 

 
特定テーマ① 

企業誘致 

各テーマに関する企画提案について、 

以下の要素で評価できる点があるか。 

・基本プランを踏まえているか 

・空港周辺の地域特性を踏まえているか 

・基礎的調査や市場動向等調査の内容の

実効性・独創性 

・課題解決方策案の実現可能性・独創性 

・課題解決方策案の具体化に関する 

提案者の強み 

120 40 

 
特定テーマ② 

観光振興 
120 40 

 

特定テーマ③ 

農業振興 
120 40 

その他テーマ 

上記３テーマ以外の自由記述 

・特定３テーマ事業目的に沿う自由提案 

・その他提案者の優位性等の記述 

90 30 

合計 600 200 

※応募が 8 者を超えた場合に実施する書類選考の点数は、「選考委員会」で

の選考に持ち越さない。 
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７ 委託契約 

委託先候補とされた企画提案者は、詳細な業務内容及び契約条件について 

協議し、合意したのちに委託契約を締結する。なお、この協議が調わなかった

場合は、「選考委員会」による審査結果が次点の者と協議を行うものとする。 

（１）契約締結時期 
平成３０年６月下旬頃を想定 

（２）契約期間 
事業委託契約締結日から平成３１年３月２９日（金）まで 

（３）再委託の取扱い 
業務の全部又は一部について、乙は第三者にこれを再委託してはならない。 

ただし、委託業務の一部の再委託について、事前に書面により甲の承諾を

得たときは、この限りではない。 

なお、業務の一部を再委託する場合において、乙が直接行う業務量・経費

は、業務全体の５割を超えなくてはならない。 

このため、再委託する必要性があらかじめ想定される場合は、企画提案書

様式第３号「業務に要する経費に関する見積書」において、業務量・経費  

全体の５割を超えることが分かるよう明確に記載すること。 

 

（４）その他、契約にあたっての主な留意事項 
・契約にあたっては、契約書を作成し、甲乙が１通ずつ保有する。 

・採用された提案書の内容については、必要に応じて内容の一部変更・修正  

したうえで契約の仕様書とする場合がある。また、契約の仕様に定めのない

事項であっても、甲は業務の実施に必要と認め指示する場合がある。 

・契約に当たっては、契約金額の百分の十以上の契約保証金を納入すること。

ただし、契約保証金を免除する場合がある。 

・本事業により作成された成果品及び著作権は、すべて甲に帰属する。 


