思い出の飲食店・商店街魅力発信業務
公募型プロポーザル実施要領

令和４年２月
神戸市経済観光局商業流通課

１．委託業務名
思い出の飲食店・商店街魅力発信業務
２．業務内容に関する事項
（１） 事業目的と概要
神戸市民をはじめ多くの方から、おススメの飲食店や地場産品等を思い出エピソード付
きで一般募集し、ガイドブックに掲載するとともに、WEB、SNS を活用した戦略的かつ効
果的な発信をおこなう。
あわせて、ガイドブック掲載店舗を巡る企画などを通じて、多くの方に神戸市内の飲食
店や商店街、地場産品取扱店等を訪れるきっかけを創るとともに、神戸の魅力ある飲食店
や地場産品のファンになっていただくことを目的とする。
（２） 業務内容
別紙「仕様書」のとおり
（３） 契約期間
契約締結日から令和５年３月 31 日まで
（４） 契約上限額
上限額 10,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む）
（５） 費用分担
受託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
契約金額以外の一切の費用を負担しない。
３．参加資格・必要な資格・許認可等
次に掲げる条件のすべてに該当すること。
（１） 神戸市内に本社又は本店を有すること
（２） 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないものであること
（３） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き又は民事再生法（平成 11 年法
律第 225 号）に基づく再生手続きを行っている者でないこと
（４） 企画提案時において、神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止又は指定留保の措置期間
中でないこと
（５） 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６号
に規定する暴力団員が役員又は代表者としてもしくは実質的に経営に関与している団体、
その他暴力団又は暴力団人と社会的に非難されるべき関係を有している団体など、神戸市
契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱第５条各号に該当する団体でないこと
（６） 国税及び地方税を滞納していないこと
（７） 業務運営に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、これ
らを受けていること
（８） 業務の遂行にあたり、連絡、調整、打合せ等に迅速に対応できる体制を有していること
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４．スケジュール
（１） 公募開始

令和 ４年 ２月 28 日（月）

（２） 参加申請書類の提出期限

令和 ４年 ３月 31 日（木）17 時必着

（３） 質問受付締切

令和 ４年 ３月 31 日（木）17 時

（４） 質問に対する回答

令和 ４年 ４月 ４日（月）までに随時（本市 HP に掲載）

（５） 企画提案書類の提出期限

令和 ４年 ４月 12 日（火）17 時必着

（６） 選定委員会（審査）

令和 ４年 ４月 18 日（月）
（予定）

（７） 選定結果通知

令和 ４年 ４月 20 日（水）
（予定）

（８） 契約締結・事業開始

令和 ４年 ４月下旬（予定）

５．参加手続き等に関する事項
（１） 公募型プロポーザル実施要領等の配布
①

配布開始日
令和４年 2 月 28 日（月）

②

配布場所
神戸市ホームページに掲載（下記 URL からダウンロード）
【URL】https://www.city.kobe.lg.jp/a92777/omoidegohan_r4_proposal.html
※郵送による交付は行わない

③

配布資料

ア 公募型プロポーザル実施要領（本書）
イ 委託仕様書
ウ 各種様式（様式１号から様式５号）
（２） 参加申請書類の提出
① 提出期限
令和４年３月 31 日（木）17 時必着
② 提出書類
ア 参加申込書（様式１号）
イ 公募型プロポーザル参加資格確認書（様式２号）
ウ 会社概要・団体概要（様式任意）
エ 法人の登記事項証明書（現在事項全部証明書）
（原本） ※発行後３ヶ月以内
オ 法人の印鑑証明書（原本） ※発行後３ヶ月以内
カ 法人税、消費税及び地方消費税、都道府県税、市区町村税の各納税証明書（直近１年
分） ※滞納が無いことを証明する納税証明書によること
キ 神戸市契約等からの暴力団関係者排除に係る誓約書（様式３号）
ク 質問票（様式４号） ※必要な場合のみ
③ 提出部数
各１部
④ 提出方法
持参又は郵送によること
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⑤ 提出先
神戸市経済観光局商業流通課（
「９ 提出・問い合わせ先」参照）
（３） 質問の受付
①

受付期間
令和４年２月 28 日（月）から令和４年３月 31 日(木)17 時まで

②

提出方法
・別紙「質問票」に記載し、書面又は E メールで提出すること
・審査内容に関係しない軽易なものを除き、電話又は口頭による質問は受け付けない
・電子メールのタイトルは必ず「思い出の飲食店・商店街魅力発信業務に関する質問」
とすること

③

提出先
神戸市経済観光局商業流通課（
「９ 提出・問い合わせ先」参照）

④

回答
令和４年４月４日（月）までに随時、本市ホームページに、全参加者が閲覧可能な状態
で掲載する。なお、事実関係の確認など、回答することで他の参加者が不利にならない
事項についてはこの限りではない。

（４） 企画提案書類の提出
① 提出期限
令和４年４月 12 日（火）17 時必着
②

提出書類

ア 企画提案書
様式自由、A４サイズ、表紙を付け、各頁に通し番号を記載すること。
［記載必須事項］
ⅰ

本業務の実施方針、実施体制、スケジュール

ⅱ

ガイドブック作製、プロモーション展開の方針

ⅲ WEB、SNS を活用した戦略的発信の具体策や方法、工夫等
ⅳ

掲載店舗を巡る企画及び連動した企画案

ⅴ

提案のセールスポイント

ⅵ

事業の目標数値

なお、記載必須事項以外に追加して独自の提案を行うことは可とする。
イ 見積書
様式自由、Ａ４サイズ、算出根拠がわかるよう内訳を詳細に記載すること。
ウ その他補足資料（類似業務実績等）
③ 提出部数
正本１部、副本２部、電子データ（PDF）
④ 提出方法
持参又は郵送によること（電子データはＥメールにて提出）
⑤ 提出先
神戸市経済観光局商業流通課（
「９ 提出・問い合わせ先」参照）
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６．選定に関する事項
（１） 選定方法
① 本企画提案の評価については、思い出の飲食店・商店街魅力発信業務契約候補者選定委
員会が行い、その意見を受けて選定する。
② 選定委員は、企画提案書に基づくプレゼンテーションの内容を評価基準に沿って評価し、
選定委員の評価点の合計が最も高い事業者を契約候補者として選定する。ただし、評価
点の合計が６割に達していない場合は、契約候補者として選定しない。企画提案者が１
者であっても同様の扱いとする。
③ 選定委員会（審査）
ア 開催日時

令和４年４月 18 日（月）
（予定）

イ 場所

神戸市経済観光局商業流通課

ウ 内容・方法

企画提案書によるプレゼンテーション（20 分程度、質疑応答は別途）

エ 評価基準

令和４年３月 22 日（火）までに本市ホームページに掲載する。

（２） 失格事由
次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。
① 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること
② 他の参加者と企画提案の内容又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、他の参加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恐れのある不正行為を行うこと
（３） 選定結果の通知及び公表
選定結果及び評価結果は決定後速やかに、全ての参加者に通知し、また、本市ホームペー
ジに掲載する。本市ホームページには、選定した事業者名と総得点、他の参加者の総得点を
掲示する。
７．契約に関する事項
（１） 契約の方法
神戸市契約規則の規定に基づき、委託契約を締結する。契約内容は、本市と協議のうえ、
仕様書及び企画提案書に基づき決定する。
なお、契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽があった場合は、契約締結
をしないことがある。契約候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位の者を新たな
契約候補者として手続を行うものとする。契約候補者が契約締結前に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に基づく除外措置を受けた場合も同様とす
る。
（２） 委託料の支払い
業務完了後、本市の検査を経て、受託者の請求に基づき支払うこととする。なお、受託
者は、委託業務完了前に同業務に必要な経費の支払いを受けようとするときは、委託料の
５割に相当する額を上限に、本市に概算払を請求できるものとする。
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（３） その他
契約締結後、当該契約の履行期間中に受託者が神戸市契約事務等からの暴力団等の排除
に関する要綱に基づく除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。
８．その他（提案に要する費用、条件等）
ア 企画提案の作製に要する一切の費用は、参加者の負担とする。
イ 採用された企画提案書類は、神戸市情報公開条例に基づき、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。
ウ すべての企画提案書類は返却しない。
エ 提出された企画提案書類は、審査・事業者選定の用以外に参加者に無断で使用しない
（神戸市情報公開条例に基づく公開を除く）
。
オ 期限後の提出、差し替え等は認めない。
カ 企画提案書の著作権は参加者に帰属する。提案内容に含まれる特許権、実用新案権、
意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の利権の対象となっ
ているものを使用した結果生じた責任については、参加者が追う。
キ 参加申請後に神戸市指名停止基準要綱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に基づく除外措置を受けた者の公募型プロポーザル参加
は無効とする。
ク 参加申請後にプロポーザルへの参加を辞退する場合は、速やかに「参加辞退届（様式
５号）
」を提出すること。
９．提出・問い合わせ先
神戸市経済観光局商業流通課 秋山、池田
〒651-0087 神戸市中央区御幸通６－１－12 三宮ビル東館４階
TEL：078-984-0346 ／ FAX：078-984-0345 ／

E-mail：shogyo@office.city.kobe.lg.jp

※資料等を持参する場合は、事前に連絡のうえ、平日の９時から 17 時の間（12 時から 13 時
を除く）とすること
※郵送の場合は、送付記録が残る方法で期限までに到着するよう送付すること
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