（仮称）「KOBE OPEN FACTORY」企画運営業務

実施要領

（公募型プロポーザル）
１．案件名称
（仮称）「KOBE OPEN FACTORY」企画運営業務

２．業務内容に関する事項
(１) 事業目的
神戸市内企業のものづくりの現場を公開し、来場者にものづくりの価値を体験してもらう取組み
として「オープンファクトリー」を開催する。開催にあたっては、企業・クリエイター・学生な
ど普段は関わることのない人材の参画を促し、業種・立場を越えた良好なコミュニティづくりに
つなげる。
（後日、市内企業、市内クリエイター及び神戸市から構成される実行委員会を立ち上げ予定）
(２) 業務内容
別紙仕様書のとおり
(３) 委託期間
契約締結の日から令和５年３月 31 日まで
(４) 契約金額の上限
金４，５００，０００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、市は、契約
金額以外の費用を負担しない。

３．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。
（神戸市は受託者と協議の上、企画提案された内容の一部の変更
を求めることがある。）なお、契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があっ
た場合は、契約を締結せず、契約締結後に判明した場合は契約を解除する。
(２)委託料の支払い
原則、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。
但し、委託料のうち 2,250,000 円以内の額（消費税額及び地方消費税額を含む）について、前金
払をすることができる。
(３)契約書案
別紙（頭書及び委託契約約款）参照
(４)その他
契約締結後、当該契約中の履行期間中に受注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。
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４．参加資格
次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(１) 神戸市内に本社を有する者であること
(２) 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当していないこと
(３) 民事再生法の規定による再生手続開始の申立て中又は再生手続中でないこと
(４) 会社更生法の規定による更生手続開始の申立て中又は更生手続中でないこと
(５) 神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと
(６) 国税及び地方税を滞納していない者であること
(７) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第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員と社会的に
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
(８) 業務の遂行にあたり、連絡、調整、打ち合わせ等に際し迅速に対応できる体制を有していること
(９) 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
(１０) 共同企業体による受託も可能だが、その場合は代表者及び構成員が上記(１)から(９)を全て満
たすこと。また、神戸市との連絡調整は代表者が行い、委託契約に係る事務処理についても代表
者の名義で行うこと。

５．スケジュール
(１) 公募開始

令和４年８月 12 日

(２) 参加申請関係書類・質問票提出期限

令和４年８月 26 日 午後５時まで

(３) 質問に対する回答

令和４年９月２日（予定）

(４) 企画提案書・見積書の提出期限

令和４年９月 12 日 午後５時まで

(５) 選考審査会

令和４年９月 22 日（予定）

※詳細は参加申請者に別途通知
(６) 選定結果通知

令和４年９月下旬（予定）

(７) 契約締結

令和４年９月下旬以降（予定）

６．応募手続きに関する事項
(１) 参加申請関係書類の提出
① 受付期間 令和４年８月 12 日から令和４年８月 26 日 午後５時まで
② 提出場所 本要領 10 に定める担当部署
③ 提出方法 持参又は郵送とする。
④ 提出書類【各１部】
a. 参加申込書（様式１号）
b. 公募型プロポーザル参加資格確認書（様式２号）
c. 法人登記簿謄本（提出日から起算して３ヶ月以内に発行された正本）
d. 団体概要（様式３号）
※ 直近事業年度の決算報告書、会社概要、パンフレット等も可
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※ 共同企業体の構成団体は（様式６号）を使用すること
e. 法人税、消費税及び地方消費税、都道府県税、区市町村税の各納税証明書（直近１年分、
写しでも可）
※ 滞納がないことを証明する納税証明書によること
※ 当該区市町村において、上記様式がない場合は各区市町村民税の納付を証する証明書
様式にて提出すること
f. 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４号）
g. 共同企業体結成届出書（様式５号）（共同企業体による参加申込の場合のみ）
※共同企業体で参加申込を行う場合は、全ての構成員について、上記のc～fを提出する
こと。
※ 神戸市の入札参加資格がある場合又は直近１年以内に神戸市経済観光局経済政策課に別件
契約又はプロポーザルのために提出している若しくは受託実績があり、かつ内容に変更がな
い場合は、ｃ及びｅの提出は不要。
(２) 質問の受付
① 受付期間 令和４年８月12日から令和４年８月26日 午後５時まで
② 提出方法 質問票(様式７号)に質問内容を記入し、本要領10に記載の担当部署宛に電子メー
ルで提出すること。なお、電話等よる質問は受け付けない。
③ 回答方法 参加申込者全員に対し、質問事項及び回答を電子メールで回答する。なお、質問
者の氏名は公表しない。
④ その他

神戸市の回答は、本要領及び仕様書を補足する効力を持つ。

７．企画提案書・見積書の提出
(１) 受付期間 令和４年８月 12 日から令和４年９月 12 日 午後５時まで
(２) 提出場所 本要領10に定める担当部署
(３) 提出方法 持参又は郵送とする。
(４) 企画提案書の提出【７部】
① 様式自由・Ａ４サイズ
② 企画提案書には、仕様書で指定している項目について必ず記載すること
(５) 見積書の提出【１部】
① 様式自由・Ａ４サイズ
② 内訳がわかるように記載すること

８．選定方法及び結果の通知
(１) 選定方法

 「（仮称）KOBE OPEN FACTORY 企画運営業務」受託事業者選定委員会（以下「事業者選定委員会」
という。）で、提出された企画提案書等に基づく、原則対面によるプレゼンテーションの内容に
対する審査を行い、評価基準により最も優れた企画・提案能力を有する事業者を特定し、最優秀
提案者として契約の相手方の候補者とする。

 応募者多数の場合には、プレゼンテーション審査に先んじて書類審査を実施し、その結果によっ
てはプレゼンテーション審査の対象外となる場合があることに留意すること。
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 提出された企画提案書等について評価基準に基づき評価を行い、その結果、６割以上の点数を得
られなかった場合は契約候補者として選定しない。
(２) 事業者選定委員会（プレゼンテーション審査）
① 日付 令和４年９月 22 日（予定） ※詳細は参加申請者に別途通知
② 場所 三宮ビル東館内
③ 内容 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）


説明は本業務に携わる者（責任者又はこれに準ずる者）が行うこと。



説明の際は、選定委員の手許に事前に提出のあった企画提案書を用意しており、企画提案書の
内容に沿った説明を行うこと。

(３) 選定基準
① 算出方法について
見積額に基づく価格点と事業者選定委員会で審査される内容点をそれぞれ算出する。
評価点（100 点満点）

内容点（90 点）＋価格点（10 点）

② 内容点
内容点は、90 点満点とし、
「1 目標達成に向けた工夫」
「2 実施体制」の項目においてそれぞ
れの採点基準に基づき審査を行う（P6「評価項目」参照）
。各委員の内容点の平均値を応募者
の得点とする。
③ 価格点
価格点は、10 点満点とし、以下の式によって事務局が算出する（小数点以下第１位は四捨五
入）
。
価格点（10 点満点）＝10×（最低見積価格÷見積価格）
④ 評価点が最も高い事業者が複数いる場合は、内容点のうち「1 目標達成に向けた工夫」の点
数が最も高い事業者を契約の相手方の候補者とする。
(４) 失格事由
次のいずれかに該当する場合は、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 受託候補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恐れのある不正行為を行うこと
⑥ 企画提案書及び見積書等の必要書類が提出期限を過ぎて到着したとき
⑦ 見積書に記載の見積金額が本実施要領に定める契約上限額を超過しているとき
(５) 選定結果の通知・公表
① 選定結果は、決定後速やかに全ての応募者に通知し、契約候補者の社名・順位・点数を本市ホ
ームページで公表する。
② 応募者は 審査結果の通知を受けた日の翌日から起算して７日（休日等を除く。）以内に、受
託候補者に選定されなかった理由について書面により説明を求めることができる。この場合、
説明を求めることができる期間の末日の翌日から起算して原則として 10 日（休日等を除
く 。
）以内に書面等により回答する。理由の説明については 原則として応募者の評価項目別
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の点数を示すものとする。

９．その他
(１) 本プロポーザルの応募又は参加に要する一切の費用は、参加者の負担とする。
(２) 提出書類は、選定結果の如何にかかわらず返却しないものとする。
(３) 提出された企画提案書は、審査・業者選定の用以外に応募者に無断で使用しない。ただし、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。
(４) 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、参加者が負う。
(５) 参加申込後に、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８号）」
により本要領 10 の担当部署に届け出ること。
(６) 本件に係る令和４年度一般会計予算が成立しない場合は、本プロポーザルに基づく契約を締結し
ないことがある。

１０． 担当部署・連絡先
神戸市経済観光局経済政策課 都市型創造産業担当 長井・中村・岸本
【所 在 地】〒651-0087 神戸市中央区御幸通 6 丁目 1 番 12 号 三宮ビル東館 4 階
【電話番号】078-984-0334 【FAX 番号】078-984-0337
【Ｅメール】sozosangyo@office.city.kobe.lg.jp
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評価項目
評価項目

採点基準

1 目標達成に向けた工夫
企画内容・企業募集

コンテンツ制作

サポーター参画

参加企業等への対応

情報発信

配点

70
多くの市内企業からの応募が見込めるようなイベント設計
及び募集方法になっているか。
企画内容が来場者にわかりやすく伝わるようなコンテンツを
制作できるか。
クリエイターや学生ボランティア等のイベントを盛り上げるサ
ポーターを参画させる工夫ができているか。
それぞれの企業が表現したい展示等ができるようなサポー
ト体制は整っているか。
事業全体を通じてより多くの認知が見込めるような発信媒
体及び方法が提案されているか。

2 実施体制

15

15

10

15

15
20

業務全体を統括する管理責任者及び担当スタッフについ
これまでの実績

て、本事業を実施するにあたって十分な実績を有している
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か
実施体制の確保

本業務を遂行するにあたり、管理責任者及び担当スタッフ
が十分に配置されているか

3 事業費
提案額の適正さ

10
10

価格評価点=10 点満点×（最低提案価格/事業者の提案
価格）※小数点第 1 位四捨五入
合計
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10
100

