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名古屋港水族館ミュージアムショップ管理運営業務委託公募型プロポーザル実施要項 

 

 

 公益財団法人名古屋みなと振興財団（以下「財団」という。）が運営する名古屋港水族館内に

おいて、公募型プロポーザルにより、名古屋港水族館ミュージアムショップ管理運営業務委託事

業者（以下「受託候補者」という。）を募集しますので、本要項及び名古屋港水族館ミュージア

ムショップ管理運営業務委託仕様書をご確認の上、お申込みください。 

 

１ 業務の場所及び規模について 

  〒４５５-００３３ 名古屋市港区港町１番３号 

  名古屋港水族館内 

南館ショップ 店舗面積 ２０３.１２㎡ 

 倉庫面積  ６０.００㎡ 

  北館ショップ 店舗面積 １６０.８０㎡ 

 倉庫面積 １４２.３０㎡ 

 事務所面積  ２１.４０㎡ 

※別添平面図参照 

 

２ 応募資格要件について 

  本プロポーザルに参加できる者は、以下の要件を全て満たす者とします。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号の規定に該当 

しない者であること。 

イ 名古屋港管理組合の物品等（あいち電子調達共同システム）の入札参加資格者として登

録されている者及び申請中の者であること。 

ウ 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。 

エ ミュージアムショップ管理運営業務（自らが管理運営するものに限る。）について、３年 

以上の実績を有している者であること。 

オ 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有してい 

ること。 

カ 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。 

キ 国税及び地方税を滞納している者でないこと。 

ク 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及びその利益となる活動を行う者でないこと並びに愛知県暴力団排除

条例（平成２２年愛知県条例第３４号）第２条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員

等に該当する者でないこと。 

ケ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。 

コ この実施要項公表日から受託候補者選定日までの期間において、名古屋港管理組合から

指名停止の措置を受けていないこと。 
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３ 業務委託内容等について 

  名古屋港水族館ミュージアムショップ管理運営業務委託仕様書をご覧ください。 

 

４ 応募について 

（１）募集期間 

   令和４年１２月２０日（火）から令和５年１月３１日（火）まで 

   募集資料は、名古屋港水族館のウェブサイトからダウンロードして入手してください。

（https://nagoyaaqua.jp/） 

 

（２）提出書類 

   ア 応募申込書（様式１） 

   イ 提案書（様式２～２－６） 

   ウ 誓約書（様式３） 

   エ 共同体構成員届（共同体の場合）（様式４）  

オ 委任状（共同体の場合）（様式５） 

   カ 印鑑証明書 

   キ 登記簿謄本等 

     法人の登記事項証明書又は登記簿謄本（登記事項証明書の場合は、「現在事項証明 

書」、「履歴事項証明書」のいずれかでも可。） 

ク 国税及び地方税（法人又は個人等の県・市町村民税、地方消費税等）の未納の税額が 

ないことの証明書の写し。国税は納税証明書（その３）に限る。※３カ月以内に発行 

されたもの 

ケ 事業概要（パンフレット等業務内容がわかるもの及び３年以上ミュージアムショップ 

の管理運営業務を行っている園館名がわかるもの） 

コ 財務諸表 

  直近１年間の損益計算書及び賃借対照表 

サ その他 

     法令等の規定により販売について許認可等を要する場合の許認可等の免許の写し 

 

（３）提出期間 

   令和５年１月１７日（火）から同年１月３１日（火）まで（必着） 

   ※ただし、令和５年１月２３日（月）及び１月３０日（月）を除く。 

   午前９時３０分から午後４時３０分まで 

 

（４）提出場所 

   〒４５５-００３３  

名古屋市港区港町１番３号（名古屋港水族館内） 

   公益財団法人名古屋みなと振興財団 事業部総務管理課収益事業担当 
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（５）提出方法 

「（３）提出期間」内に、応募に必要な書類を提出場所に郵送（書留郵便に限る。）又は持参

により提出してください。提出部数は、製本（押印してあるもの）１部、複写（片面印刷、ク

リップ留めとし、製本していないもの）８部とし、必要な書類は返却しないものとします。 

また、提出した書類は、書き換え、引き換え又は撤回をすることはできません。ただし、財

団から補正を求められた場合は、この限りでありません。 

 

（６）現地説明会 

実施しません。なお、現地見学を希望する場合は、令和４年１２月２６日（月）までに「９ 

問い合わせ先」までご連絡ください。 

 

（７）その他 

   書類作成、提出等に必要な経費は、応募者の負担とします。 

 

５ 質問について 

（１）受付期間 

   令和４年１２月２０日（火）から同年１２月２７日（火）午後４時３０分まで 

     

（２）質問方法 

   質問書（様式６）を使用し、原則として電子メール又は FAXにより「９ 問い合わせ先」 

に提出してください。また、電話で到着を必ず確認してください。 

   なお、受付期間以外の質問及び指定する様式や方法によらない質問は、応募手続など事 

務手続に関すること以外、一切受け付けません。 

 

（３）質問への回答 

   原則として、質問事項及び回答は、取りまとめて令和５年１月１３日（金）を目途に財団 

のホームページに掲載します。 

 

６ 選定について 

（１）選定委員会の設置 

   受託候補者を選定するにあたり、応募者の優先順位を審議するため、「名古屋港水族館ミュ

ージアムショップ受託候補者選定委員会」を設置し、以下の項目について選定委員会の各委

員が採点し、各委員の合計点が最も高かった者を受託候補者として選定します。ただし、評

価点の最も高い者が複数であった場合は、イとエの項目で、より高い点数を得た者を受託候

補者として選定します。 

 

   ア 運営方針について（２０点） 

     基本的な考え方が当水族館のコンセプトになじんでいるか。ショップ単体で来館者が 
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見込めるか。 

   イ 資金収支計画について（２５点） 

     適切な計画となっているか。資金的にオリジナル商品を開発する意欲があるか。 

   ウ 店舗計画について（１５点） 

     店舗のレイアウトに問題はないか。店舗スタッフの管理運営体制（配置、教育）は適 

切か。売上を向上させる具体的な方策（例：来館者の利便性向上、インバウンド対応 

等）はあるか。 

   エ 取扱商品について（２５点） 

     顧客ニーズにあったバランスの良い商品構成となっているか。当水族館の生き物の特 

     徴を理解し、オリジナル商品を開発する経験、能力、意欲があるか。特色ある商品を 

     取り扱えるか。 

   オ 取組意欲について（１０点） 

     社会貢献など当水族館の魅力を更に高めるショップ展開の提案となっているか。 

   カ その他（５点） 

     ミュージアムショップ管理運営業務にかかわらず、当水族館へ貢献ができる具体的な 

     提案があるか。 

 

（２）ヒアリング 

選定委員会において、提出された提案書の説明をしていただいた後、２０分程度のヒアリ

ングを行います。 

   実施日、実施時間及び実施場所は、別途連絡します。 

 

（３）選定時期 

   令和５年２月中旬（予定） 

    

（４）選定結果の通知 

選定結果は、決定後速やかに応募者に書面で通知します。なお、プロポーザルの内容によ

っては、該当者なしとすることもあります。 

 

（５）選定結果の公表 

   受託候補者を決定したときは、次の事項について、財団のホームページに掲載するものと

します。また、提案書は公表する場合があります。 

   ア 応募者数 

   イ 選定された受託候補者名 

   ウ 選定された受託候補者の評価点 

 

７ 無効な応募について 

次のいずれかに該当する応募は無効とします。 

   ア 不正行為による応募 
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   イ 必要書類の氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明確なとき。 

   ウ 応募申込書（添付書類含む。）に虚偽の記載を行ったとき。 

   エ 必要書類に不備があったとき。 

   オ 選定された受託候補者が応募者の資格を失ったとき。 

   カ その他募集に関する規定等に違反したとき。 

 

８ 選定後について 

  選定された受託候補者は、速やかに名古屋港水族館ミュージアムショップ管理運営業務委託

契約を財団と締結することとし、選定後の詳細なスケジュール等については、財団と調整の上、

決定することとします。 

 

９ 問い合わせ先 

  〒４５５-００３３ 名古屋市港区港町１番３号（名古屋港水族館内） 

公益財団法人名古屋みなと振興財団 

  事業部 総務管理課 収益事業担当 

  ＴＥＬ ０５２－６５４－９４９５ 

  ＦＡＸ ０５２－６５４－７００１ 

  ｅ－ｍａｉｌ shop2022@nagoyaminato.or.jp 

  

mailto:shop2022@nagoyaminato.or.jp
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（参考１）名古屋港水族館の概要 

（１） 所在地 名古屋市港区港町１-３ 

（２） 展示テーマ 

南館：南極への旅  

南極観測船ふじの航路を日本の海、深海、赤道の海、オーストラリア、

南極の 5 つの海域、地域に分け、そこに生息する生物の自然環境を再

現した水槽で展示している。 

北館：35億年はるかなる旅～ふたたび海にもどった動物たち～ 

大洋、日本の海、オーロラの海、進化の海（くじら博物館）の 4つの展

示ゾーンに分かれ、海棲哺乳類の進化の歴史をたどる。 

（３） 建物規模 

南 館：地上３階 

北 館：地上３階（１階は事務所） 

延床面積：３９，９００㎡ 

（４） 開館時間 

通 常 期：９時３０分から１７時３０分 

GW/夏休み期間：９時３０分から２０時００分 

冬 期：９時３０分から１７時００分 

※ただし、混雑状況によっては開館が早まることがあります。 

（５） 休館日 

毎週月曜日（祝日の場合は翌日）ただし、GW 及び７月～９月、春・冬

休み期間は無休。 

例年１月に連続５日間のメンテナンス休館あり。 

（６） 入館者数 平成３０年度 ２，１０５，４０６人 

令和 元年度 ２，００１，２４３人 

令和 ２年度   ９２２，３１４人 

令和 ３年度 １，３１６，６２８人 

令和 ４年度 １，４３６，７６２人（４月～１１月） 

※令和２年３月２日～５月２４日まで臨時休館（新型コロナウイルス

感染症拡大防止） 

※令和５年度以降の入館者目標は年間２，０００，０００人以上 

（７） R4水族館 

営業時間 

【休館日】 月曜休館（ただし、祝日の場合は翌平日） 

      GW期間、7月～9月、春・冬休み期間（年末年始含 

む。）の月曜日は開館 

        冬期メンテナンス休館（2023年 1月 16日～20日） 

【営業時間】 

通 常 期：９時３０分～１７時３０分 

（４月１日～４月２８日、５月６日～７月１７日、９月１日～１１月３

０日、３月１８日～３月３１日） 

夜間営業期：９時３０分～２０時００分 

（４月２９日～５月５日、７月１８日～８月３１日） 

冬 期：９時３０分～１７時００分 

（１２月１日～３月１７日） 
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（参考２）過去５年間の運営手数料額 

（単位：千円） 

年度 手数料額 

平成２９年度 １０１，８０７ 

平成３０年度 ９９，２９１ 

令和 元年度 ９８，８５８ 

令和 ２年度 ２２，７５２ 

令和 ３年度 ７３，１３０ 

 


