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１．業務の名称 

「市民利用空間（市民交流・発信機能）等のコンセプト策定支援業務」 

（以下、「本業務」という） 

 

２．事業の趣旨 

神戸市役所本庁舎２号館再整備事業において、新庁舎・にぎわい施設に行政機能の一部

として整備する市民利用空間（市民交流・発信機能）は、多くの市民や来街者が訪れ、にぎ

わいや交流を創出する施設として整備・運営していく必要がある。 

また、雲井通５丁目再開発事業（新たなバスターミナル整備事業）において、文化ホール

機能と図書館機能を繋ぐ位置に整備を行う新たな公共空間は、ホール・図書館の利用者を

はじめとする市民・来街者に親しまれる場として整備・運営していく必要がある。 

本業務は、都心三宮エリアにおける新たな市民活動やコミュニケーションを生み出す拠

点として相応しい空間をつくるため、その機能や役割等について基本的なコンセプトを整

理し、今後の具体的な取組みを進めていくための考え方について、幅広い視点から検討し、

取りまとめることを目的としたものであり、本プロポーザルにより広く事業者からの提案

を募り、最も適切な事業者を選定するものである。なお、本要領は、上記業務を遂行する事

業者候補選定について、必要な事項を定めるものである。 

 

３．業務内容に関する事項 

  業務内容については、以下に掲げる内容を想定しているが、提案内容等を踏まえて、受

託候補者と内容を協議、調整のうえ仕様を決定する。 

（１）業務内容 

  別添の仕様書のとおり 

（２）契約期間 

  契約締結日から令和５年３月 31日まで 

（３）提案限度額 

  12,000,000円（税込） 

  ※上記金額を超過した場合は、失格とする。 

（４）費用分担 

  受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は契約金額に含まれるものとし、本市

は契約金額以外の費用を負担しない。 

 

４．スケジュール 

（１）公募の開始                ：令和４年４月 22 日（金）   

（２）参加表明書等の受付         ：令和４年４月 22 日（金）～５月 17 日（火） 

（３）参考資料の開示         ：令和４年４月 22 日（金）～５月 17 日（火） 

（４）質問の受付                  ：令和４年４月 22 日（金）～４月 28 日（木） 

（５）質問に対する回答             ：令和４年５月 13 日（金）（予定） 

（６）企画提案書の提出期限         ：令和４年５月 20 日（金）17時 

（７）事業者選定委員会（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ） ：令和４年５月 27 日（金）（予定） 

（８）選定結果通知                 ：令和４年５月下旬 

（９）契約締結・事業開始        ：令和４年６月上旬 

（10）契約終了             ：令和５年３月 31 日（金） 
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５．応募資格等 

次に掲げる条件のすべてに該当すること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないもので

あること。 

（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に

基づく更生手続き又は再生手続きを行っている者でないこと。 

（３）本市が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者で

あること。 

（４）企画提案時において、神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月 15日市長決定）に基づ

く指名停止を受けている団体でないこと。 

（５）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５月 26日市長決定）

第５条各号に該当する団体でないこと。 

 

６．応募手続き・提出書類等 

（１）参加表明書等の提出 

 本公募に参加しようとする者は、下記の通り必要書類を提出すること。 

 ①提出書類： 

提出書類 様式 
提出部数 

原本 

ア 参加表明書 １ 
1部 

イ 会社概要 ２ 

②提出方法：郵送または持参。郵送の場合は必ず事務局の受領を確認すること。 

③提出期限：令和４年５月 17日（火）17 時 

 

（２）参考資料の開示 

本業務に関連するこれまでの調査・検討状況等について、下記の通り開示する。 

①開示内容：事務局に問い合わせのうえ確認すること。 

②開示申請：本公募への参加を検討している事業者で開示を希望する場合は、参考資料提

供願（様式３）を E メールにて提出した後、原本を郵送もしくは持参にて提

出すること。 

③受付期間：令和４年４月 22日（金）～５月 17日（火）17 時 

 

（３）質問の受付および回答 

本公募に関する質問は、下記の通り受け付ける。なお、審査基準等に関する質問は受け

付けない。 

 ①提出方法：質問書（様式４）に必要事項を記入の上、Eメールにて提出すること。 

②受付期間：令和４年４月 22日（金）～４月 28日（木）17 時 

③回答方法：質問内容に対する回答は、令和４年５月 13 日（金）を目途に神戸市ホームペ

ージにて開示する。 

      なお、参考資料に関する質問については、参考資料提供願（様式３）を提出

した事業者に対して開示する。 
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（４）企画提案書の提出 

①提出書類： 

 

提出書類 様式 
提出部数 

原本 副本 

ア 企画提案書（表紙） ５ 

1部 

８部 

（事業者名・代表者名・

代表者印のないもの） 

イ 業務実施体制表・図 ６ 

ウ 業務実績表 ７ 

エ 企画提案書 任意 

オ 業務見積書 任意 不要 

※エ 企画提案書について 

・様式やページ数は任意とするが、Ａ４用紙、片面印刷で作成すること。 

※オ 業務見積書について 

・積算根拠（単価・数量等）を具体的に記載し、本業務の内容をすべて実

施するために必要な経費を積算すること。 

        ・事業者名、代表者名、所在地を記入のうえ、代表者印を押印すること。 

・複数枚にわたる場合は袋綴じすること。 

・見積書は封緘し、封筒の表面に「市民利用空間（市民交流・発信機能）

等のコンセプト策定支援業務」と記載して提出すること。 

②提出方法：郵送又は持参。郵送の場合は必ず事務局の受領を確認すること。遅れた場合

は辞退と見なす。 

③提出期限：令和４年５月 20日（金）17 時 

 

（５）辞退の申し出 

参加表明書の提出以降に参加を辞退する場合、辞退届（様式８）を提出すること。 

 

７．審査 

（１）審査方法 

・「審査基準及び配点表」（別表）に基づき、事業者選定委員会（プレゼンテーション審査）

において審査を行う。 

・同点の場合は、「企画提案の内容」の得点が高い事業者を優先する。 

（２）事業者選定委員会（プレゼンテーション審査） 

企画提案書を提出した応募者を対象として、事業者選定委員会においてプレゼンテーシ

ョンによる提案内容の審査を行う。 

①実施予定日：令和４年５月 27日（金） 

②実 施 場 所：神戸市都心再整備本部内 

③実 施 方 法： 

・応募者によるプレゼンテーションの配分時間は 20 分とし、その後、審査委員からのヒ

アリング（10分程度）を行う。 

・審査委員には予め企画提案書一式が配布されているが、プレゼンテーション用に新た

に資料を提示・配布することは可能とする。ただし、提出された企画提案書に掲載され
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た文書及び画像により構成すること。 

・事務局にてプロジェクター（ＨＤＭＩ接続対応）を準備するので、使用する場合は、パ

ソコンを持参すること。 

・事業者選定委員会の実施時間や場所等の詳細は、応募者に別途通知する。  

（３）選定結果の通知 

・選定結果は決定後速やかに、全ての応募者に通知する。なお、審査結果についての異議申

し立ては受け付けない。 

・企画提案を行う応募者が１者のみであった場合でも公募は成立することとし、事業者選

定委員会において審査を行う。 

（４）契約締結交渉 

・選定された応募者を受託候補事業者として契約締結交渉を行う。 

（５）その他 

 ・審査の結果、評価点が 60点に満たない場合は、受託候補事業者として選定しないことが

ある。 

 

８．失格事由 

次のいずれかに該当した場合は、その時点で参加資格を失うものとする 

（１）公募開始から事業者決定までの間、選定委員と本業務に関して直接、間接を問わず、

故意に接触を求めること。 

（２）他の応募者と企画提案の内容またはその意思について相談を行うこと。 

（３）事業者選定終了までの間に、他の応募者に対して企画提案の内容を意図的に開示する

こと。 

（４）提出書類に虚偽の記載を行うこと。 

（５）その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

（６）参加申請後に神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月 15 日市長決定）に基づく指名停

止又は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５月 26 日市

長決定）に基づく除外措置を受けた者。 

 

９．その他 

（１）企画提案書の作成に要する費用は、参加者の負担とする。 

（２）企画提案書の提出期限後の差し替え等は認めない。 

（３）提出された企画提案書は返却しない。 

（４）企画提案書は、神戸市情報公開条例（平成 13 年７月 16日条例第 29号）に基づき、非

公開情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象と

なる場合がある。 

（５）市は、提出された企画提案書について、神戸市情報公開条例（平成 13 年７月 16 日条

例第 29号）に基づく公開を除き、審査・事業者選定の用以外に応募者に無断で使用し

ない。 

 

10．事務局（各種書類の提出先・問い合せ先） 

宛  名：神戸市 都心再整備本部 都心再整備部 都心三宮再整備課 ２号館再整備係 

住  所：〒651-0087 神戸市中央区御幸通６－１－12 三宮ビル東館６階 

Ｅメール：2goukan@office.city.kobe.lg.jp 
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（別表）【審査基準及び配点表】 

 

評価項目 審査基準 配点 

業務

遂行

能力 

本業務に係る 

実施体制 

○業務を遂行する上で必要な体制、人数、資格、役割、責任区

分等について明確に示されているか。 
20 

同種・類似業務 

の実績 
○業務を遂行する上で十分な業務実績を有しているか。 

企画

提案

内容 

業務目的の理解 

 

提案の実現可能性・

具体性・独自性 

 

スケジュールの 

妥当性 

市が推進する各施策や本庁舎２号館再整備事業および本業

務の趣旨・目的を十分に把握・理解した上で、 

 

○妥当性・実現性のある提案内容となっているか。 

○具体的な取組み内容や課題解決方法が示されているか。 

○本業務を効果的に進めるための独自の工夫・提案があり、

魅力的な内容となっているか。 

○検討プロセスが明確に示されており、計画性のあるスケ

ジュールとなっているか。 

70 

提案者の 

本社所在地 

○地元企業を優先的に取り扱う。 

a.地元企業 

（提案者の本社所在地が神戸市内である）10 点 

b.準地元企業 

（本社が市内にないが、支店等が市内にある）５点 

 

※共同企業体で参加する場合、構成員となる企業すべての本

社所在地にて判断し、その平均点（小数点以下第１位は四捨五

入）を加算する。 

(例)・市内企業×市内企業 

→（10 点＋10 点）／２＝10 点 

・市内企業×準地元企業 

→ 10 点＋５点）／２＝８点 

・準地元企業×市外企業 

→（５点＋０点）／２＝３点 

10 

計 100 
        


