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令和4年2月21日 

公募型簡易プロポーザル 説明書 

 

（仮称）神戸市歴史・公文書館整備工事設計業務の委託先候補事務所の特定にあたっては、下

記の通り実施する公募型簡易プロポーザルにより行います。 

 

記 

１．業務概要 

（１）業 務 名  （仮称）神戸市歴史・公文書館整備工事設計業務 

（２）業務内容  （仮称）神戸市歴史・公文書館整備工事に係る基本設計・実施設計等 

（３）履行期限  令和 5 年４月（予定） 

（４）発 注 者  神戸市 

 

 

２．業務の詳細な説明  神戸市簡易プロポーザル企画書の通り 

 

 

３．本プロポーザルの参加資格 

（１）企業の参加資格 

以下のⅠに掲げる資格を満たしている単体企業又は、Ⅱに掲げる資格を満たしている設計共

同体であることを応募者の条件とし、１者につき１件の応募とします（ただし、協力事務所と

して応募する場合のみ、重複可とします。）。 

また、｢Ⅰ.単体企業｣又は｢Ⅱ. 設計共同体｣の代表設計事務所は建築士法（昭和25年5月24日

法律第202号）第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であることとし

ます。 

これらを満たさない場合は、応募者として認めません。また、参加表明書受付後から審査・

選定までの間に該当した場合は失格とします。 

Ⅰ．単体企業 

・地方自治法施行令（昭和22年政令16号）第167条の4の規定に該当しない者であること。 

・参加表明書の提出時点で神戸市指名停止基準要綱（平成6年6月15日市長決定）による指

名停止措置を受けていない者であること。 

・民事再生法（平成11年法律第255号）の規定による再生又は再生手続き等をしていない

者であること。 

・会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生又は更生手続き等をしていない

者であること。 

・神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成22年6月26日市長決定）第

5条各号に該当しない者であること。 
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・予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当しない者

であること。 

・国税、地方税等義務付けられている税を滞納していない者であること。 

Ⅱ．設計共同体 

・｢Ⅰ.単体企業｣に掲げる条件を満たす者で構成された設計共同体であること。 

・構成設計事務所として複数の設計共同体への参加は不可とします。 

・設計共同体は、各構成事務所が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上

に細分化しないこと。 

・設計共同体の代表設計事務所は、構成設計事務所の中で、業務分担率が最も大きいもの

とすること。 

（２）技術者の配置要件 

以下の条件をすべて満たす技術者を配置することを応募者の条件とします。これらを満たさ

ない場合は、応募者として認めません。また、参加表明書受付後から審査・選定までの間に該

当した場合は失格とします。 

・管理技術者が一級建築士であること。 

・管理技術者及び意匠担当主任技術者が提出者（設計共同体の場合は代表設計事務所）の

組織に属していること。 

 

 

４．選定に関する事項 

（１）プロポーザル方式による選定趣旨 

本プロポーザルは、本業務に対する考え方や実施体制等に関するプロポーザル（調査表）の

提出を受け、当該業務に適した設計者の選定を目的に行うものであり、計画案を選定するもの

ではありません。そのため、委託先候補に決定した場合でも、必ずしも調査表の提案内容に沿っ

た設計が行われるものではありません。 

また、本プロポーザルは、工事施工事業者を選定するものではありません。 

（２）評価・選定及び委託先候補事務所の特定方法 

委託先候補事務所の特定に関することは、神戸市建築工事設計監理外注委員会（神戸市が行

う建築工事等の設計監理業務等に関する事務の公正、的確な執行を確保するために設置され

た委員会。以下、委員会とする。）が決定します。また、本プロポーザルの評価は、委員会

から選定された７名の委員で構成される評価委員会が行います。 

事務局及び評価委員会は、「参加表明書」による一次審査を行い、その後「調査表」及びそ

れに基づくヒアリング内容による二次審査を行います。外注委員会は、一次審査の結果に基づ

きヒアリング対象事業者を選定し、二次審査の結果に基づき委託先候補事務所の特定を行いま

す。 
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（３）スケジュール 

① 参加表明書の提出期限 3月 4日（金）12時（正午）必着 

⇩  

② 一次審査の結果通知（参加表明書審査） 3月 中旬 

⇩  

③ 調査表作成及びヒアリングに係る説明会 3月 17日（木）14時00分 

⇩  

④ 質疑の提出期限 3月 22日（火）12時（正午）必着 

⇩  

⑤ 質疑回答 3月 25日（金）（予定） 

⇩  

⑥ 調査表の提出期限 4月 11日（月）12時（正午）必着 

⇩  

⑦ 二次審査（ヒアリング審査）  4月 13日（水）午後（予定） 

⇩  

⑧ 二次審査結果の通知 4月 下旬（予定） 

⇩  

⑨ 委託先候補事務所の特定・公表 5月 中旬（予定） 

（４）委託先候補事務所の特定方法 

①一次審査：参加表明書の評価（ヒアリング対象事業者の選定） 

「参加表明書評価要領」に基づいて「参加表明書」の評価を行い、上位５者程度をヒア

リング対象事業者として選定します。 

評 価 項 目 評 価 事 項 

１．事務所の実力 

（業務経歴等） 

・同種又は類似業務実績、同種又は類似業務適応性 

・技術者数、有資格者数 

２．担当チームの能力 

（技術者の経験と能力） 

 

 

・管理技術者及び主任技術者の資格 

・管理技術者及び主任技術者の業務実績 

・管理技術者及び主任技術者の繁忙度 

・若手技術者の登用 

・協力事務所の使用の妥当性 

②二次審査：調査表及びヒアリング内容の評価（委託先候補事務所の特定） 

ヒアリング対象事業者に調査表作成及びヒアリングに関する説明会を行い、ヒアリング

を実施します。評価委員会は、調査表とそれに基づくヒアリング内容について、「ヒアリ

ング方式評価要領」に基づき審査を行います。評価委員会における審査を経て、委員会が
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委託先候補事務所を特定します。 

（５）調査表提出者が１者の場合の取扱い 

調査表提出者が１者の場合でも、本プロポーザルは成立するものとします。 

ただし、当該提出者から提出された調査表及びヒアリング内容について、評価要領に基づ

き評価を行い、その結果、最低基準点以上の点数を得られなかった場合は、委託先候補事務

所として特定しません。最低基準点は、調査表及びヒアリング内容の得点の満点の60％に相

当する点数とします。 

※２者以上の場合でも同様の取扱いとします。 

 

 

５．手続等 

（１）参加表明書の提出 

①提出期限 令和４年３月４日（金）１２時（正午） 必着 

②提出書類 ア 参加表明書（様式１） 

イ 配置予定の技術者について次の資格等を確認できる書類

（原本の写し等） 

ⅰ) 管理技術者の一級建築士免許証明書又は一級建築士免

許証 

ⅱ) 代表者でない場合、管理技術者及び意匠担当主任技術

者が提出者（代表設計事務所）の組織に所属しているこ

とがわかる保険証等 

③提出・連絡先 事務局 

④提出方法 「②提出書類」をＰＤＦ形式として電子メールで送付し、電

子メール発送後に電話で事務局へ連絡してください 

※ 電話連絡時間は、祝日・休日を除く月曜日から金曜

日までの午前８時45分から午前12時00分、午後１時

00分から午後５時30分でお願いします。 

※ 参加表明書の受理後、受付完了の旨を電子メールに

て通知します。 

⑤作成要領・留意事項 「参加表明書作成・提出要領」の通り 

※ 書類不備により提出期限を過ぎた場合は受け付けで

きません。 

（２）調査表作成及びヒアリングに係る説明会の案内 

・ヒアリング対象事業者として選定された者には、調査表作成及びヒアリングに係る説明会

の案内を送付します。説明会において調査表の作成要領、提出期限、提出場所及びヒアリ

ングの日時、場所、留意事項等について説明します。 

・選定されなかった者には選定結果を通知します。 
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（３）質疑と回答 

説明会終了後、本業務の内容や調査表の作成について質疑がある場合は、 

３月 22 日（火）12 時（正午）までに、事務局まで電子メールで質問内容を送信してくださ

い（様式不問）。ご質問があった場合はすべての質問を取りまとめた上、３月 25 日（金）頃

までに回答します。 

なお、ご質問がなかった場合は、その旨回答します。 

（４）調査表の提出 

①提出期限 令和４年４月１１日（月）１２時（正午） 必着 

②提出書類 調査表（様式２） 

③提出・連絡先 事務局 

④提出方法 「②提出書類」をＰＤＦ形式として電子メールで送付し、電

子メール発送後に電話で事務局へ連絡してください。 

※ 電話連絡時間は、祝日・休日を除く月曜日から金曜日

までの午前８時45分から午前12時00分、午後１時00

分から午後５時30分でお願いします。 

※ 調査表の受理後、受付完了の旨を電子メールにて通知

します。 

⑤作成要領・留意事項 「調査表作成・提出要領」及び「調査表記載例」の通り 

 提出期限を過ぎた場合は参加辞退とみなします。 

（５）ヒアリングの案内 

原則として、ヒアリングには本業務で配置を予定される主任担当技術者が出席することと

し、調査表の説明は、当該主任担当技術者に行っていただきます。その他ヒアリングの実施

方法に関する詳細は、ヒアリング説明会で説明します。 

なお、ヒアリングを欠席された事業者は、評価対象外とし、本プロポーザルの辞退とみな

します。 

 

 

６．その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限ります。 

（２）業務実施上の条件 

   提出いただく参加表明書及び調査表において、以下を満たしていない場合は委員会に報告

し、失格とする場合があります。 

 意匠担当主任技術者の同種規模の手持設計業務件数が３件以下であること。 

 管理技術者が各担当主任技術者を兼任していないこと。 

 管理技術者及び各担当主任技術者はそれぞれ１名であること。 

 配置予定技術者が国家公務員の場合は、国家公務員法第 103 条の規定を、地方公務員の
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場合は、地方公務員法第 38 条の規定を満たしていること。 

 主たる分担業務分野（意匠分野）を再委託しないこと。 

 業務の一部を再委託する場合には、再委託先の協力事務所が神戸市の指名停止を受けて

いる期間中でないこと。 

 その他、設定した条件を満たしていること。 

（３）無効となる参加表明書 

参加表明書が次の条件の一つ以上に該当する場合には、無効となることがあります。 

・提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

・記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

・記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

・虚偽の内容が記載されているもの。 

（４）無効となる調査表 

・受領期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めません。 

・参加表明書及び調査表に記載した配置予定の技術者は、病休、死亡、退職等特別な場合を

除き、変更することはできません。 

（５）工事受注資格の喪失 

本件業務を受注した建設コンサルタント等（協力を受ける他の建設コンサルタント等を含

む）が製造業及び建設業と資本・人事面等において関連があると認められる場合、当該関連

を有する製造業及び建設業の企業は、本件業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請

負うことができません。 

（６）その他 

【計画予定敷地の確認について】 

・本業務で改修を予定している既存棟は別用途で利用中です。敷地内への立ち入り及び施設利

用者への声掛けの一切を禁止します。 

・既存棟の外観、周辺環境の確認に当たっては、過度な写真撮影を控え、常識の範囲内で行っ

てください。 

【その他の留意事項について】 

・参加表明書及び調査表の作成・提出並びにヒアリング等に要する費用は、すべて提出者の

負担とします。 

・特定された委託先候補事務所と契約締結に向けて交渉を行います。また、契約については

神戸市規定の委託料の範囲で契約します。なお、契約が成立しなかった場合は次点の委託

先候補事務所へ契約締結に向けての交渉を行うことがあります。 

・適切な提案がない場合等においては、委託先候補事務所の特定は行いません。 

・提出された書類は、ヒアリング対象事業者の選定及び委託先候補事務所の特定以外に提出

者に無断で使用しないものとします。 

・提出された書類は返却しません。なお、提出された書類は、ヒアリング対象事業者の選定

及び委託先候補事務所の特定を行う作業に必要な範囲において、複製することがありま
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す。 

・提出された書類の著作権は提出者に帰属するものとします。ただし、本市が事業者選定の

公表等に必要な場合には、本市は提出された書類の著作権を無償で使用できるものとしま

す。また、提出された書類は、本市情報公開条例により、個人情報及び事業者の技術ノウ

ハウに関わる部分を除き、原則公開の対象となります。 

・提案書の作成のために本市から提供した資料は、本市の了解なく公表、使用することはで

きません。 

・市が委託先候補事務所を特定した場合は、市ホームページでヒアリング対象事業者名、審

査結果、特定した委託先候補事務所名等を公表します。 

・特定された委託先候補事務所の調査表（個人情報を除く）については、ヒアリング対象事業

者として選定された事業者を対象とし、選定結果の通知から３０日間程度、建築住宅局技術

管理課（三宮国際ビル４階）で開示いたします。なお、上記期間以後に開示を希望される場

合は、情報公開請求の手続きが必要となります。 

・提出者は、参加表明書の提出を以て、本説明書及び添付資料に記載の内容について承諾し

たものとし、審査方法及び審査結果に対する異議申し立ては受け付けませんので、ご了承

願います。 

・本プロポーザルでは、「５．手続等」において（１）②及び（４）②に記載する提出書類

以外の証明書類の添付及び資格番号の記載は不要です。ただし、委託先候補事務所に特定

した時点で、必要な証明書類等（資格番号含む）の提出を求めます。虚偽の記載、説明等

がある場合、委託先候補の資格を取り消すことがありますので、ご注意ください。 

【設計事務所概要の提出について】 

・本プロポーザルへの応募にあたり、本市に対して設計事務所概要を提供していない場合

は、市ホームページ（下記）を参照し、参加表明書提出締切日までに事務所概要を提出

してください。 

『建築設計工事監理業務に係る「事務所概要」の提供について』

https://www.city.kobe.lg.jp/a31253/kurashi/machizukuri/institution/koukyou/s04.html 

・設計共同体で参加する場合は、代表設計事務所だけでなく、構成設計事務所も提出が必

要です。 

  

 

７．公募関係資料 

資料１    公募型簡易プロポーザル 説明書 

資料２     神戸市簡易プロポーザル 企画書 

資料３－１  公募型簡易プロポーザル 参加表明書作成・提出要領 

資料３－２ 公募型簡易プロポーザル 参加表明書記載例 

資料３－３  公募型簡易プロポーザル 参加表明書評価要領 

資料４－１  簡易プロポーザル 調査表作成・提出要領 

資料４－２  簡易プロポーザル 調査表記載例 

https://www.city.kobe.lg.jp/a31253/kurashi/machizukuri/institution/koukyou/s04.html
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資料５    簡易プロポーザル ヒアリング方式評価要領 

参考資料    技術提案における視覚的表現の取扱いについて 

 

※一次審査通過者に限り、希望される場合は、既存棟に関する「建築当時の建築届（市街地

建築物法）」及び「耐震診断報告書」を貸与可能です。 

 

 

８．様式 

様式１ 参加表明書 

様式２ 調査表 

様式３ 設計共同体協定書（※委託先候補事務所に特定された場合、通知後速やかに提出） 

 

 

９．事務局 

〒651-0083 神戸市中央区浜辺通２丁目１番３０号 三宮国際ビル４階 

神戸市 建築住宅局 技術管理課 技術管理係 

電話：078（595）6581  FAX：078（595）6665 

E-Mail: kentikugikan@office.city.kobe.lg.jp 

mailto:kentikugikan@office.city.kobe.lg.jp

