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柏駅南口地区活性化施設整備（設計・施工一括）事業  

公募型プロポーザル募集要領  

 

１  事業概要  

(1) 事業名  

柏駅南口地区活性化施設整備（設計・施工一括）事業  

※以下「本事業」という  

(2) 事業の目的  

本事業は，第２期柏市中心市街地活性化基本計画の基本理念であ

る，「柏市の表玄関にふさわしいにぎわいの回復，たのしく憩える魅

力の創出」に基づき，柏駅南口地区の商業環境や歩行者環境の向上

による回遊性を高めるため，柏駅南口地区活性化施設を整備するも

のである。  

本事業を限られた期間で効果的，かつ，効率的に進めるため，専

門的な知識や経験，創意工夫が必要であることから，広く企画提案

を募集し，設計・施工，テナントリーシング及び竣工後の施設管理

を含めた一括の提案から最適な者を，本事業の請負候補者として選

定することを目的とする。  

(3) 事業期間  

原則として，契約締結の日から平成２９年６月３０日までとする。 

(4) 計画概要  

   別紙「計画の概要」のとおり  

(5) 事業費（請負希望金額）  

９５，０４０，０００円以内（消費税および地方消費税を含む）  

 

２  参加資格  

本事業の企画提案に参加できる者は，柏市入札条件等を準用し，平成

２８年４月１日現在で，次に掲げる事項を全て満たす者とする。なお，

特定建設工事共同企業体（ＪＶ）を結成した者も参加資格を有するが，

企画提案書の提出時に，発注者が指定する書類を提出しなければならな

い。  

(1) 公募参加意思表明書の提出締め切り日において，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

者であること。  

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき構成手続開始
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の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生

法にあっては更正手続開始の決定，民事再生法にあっては再生手続

開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。  

(3) 柏市建設工事請負業者等指名停止要領（昭和６２年４月１日制定）

に基づく指名停止又は柏市建設工事等暴力団対策措置要領（平成１

１年１１月１日制定）に基づく指名除外を受けていないこと。  

(4) 経営状況および経営規模において，本事業の履行に支障がない単

体企業又は法人であること。  

(5) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に基づく一級建築士事務

所の登録があること。  

(6) 単体企業又は法人として，本店又は支店が柏市内にあること。  

(7) 単体企業又は法人として，ＪＲ東日本の鉄道敷きに隣接する工事

実績（施工協議を含む）を過去１０年以内（平成１８～２７年）に

有する者であること。  

(8) 柏市競争入札参加資格審査による業者登録において，建築一式工

事，とび・土工・コンクリート工事，鋼構造物工事又は機械器具設

置工事に係る建設業法に基づく建設業の許可を受けている者である

こと。  

ただし，下請代金の総額が３，０００万円（建築一式工事である

場合は４，５００万円）以上となる場合は，同法第３条第６項の特

定建設業許可を受けている者であること。  

(9) 本事業に配置できる専任の主任技術者（建築士法に基づく一級建

築士の資格）を有する者（下請代金の総額が３，０００万円（建築

一式工事である場合は，４，５００万円）以上となる場合は，本事

業に配置できる専任の監理技術者を有する者）であること。  

ただし，主任技術者又は監理技術者は，常勤の自社社員であり，

かつ募集締切日において引き続き３か月以上の雇用関係を有する者

に限る。  

 

３  参加表明書の作成要領等  

本事業の企画提案に参加しようとする者は，次に定めるところにより

参加表明するものとする。  

(1) 参加表明に必要な書類  

①   参加表明書（様式１）  
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②   会社概要（様式自由，ただしＡ４版とする）  

会社名，会社設立年月日，所在地，技術者数，業務概要，経営規

模，経営状況，連絡先（担当者氏名，電話番号，ＦＡＸ番号，E-mail

アドレス）を必ず記載すること。  

③   事業実績書（様式２）  

④   事業の実施体制（様式３）  

⑤   事業実績としての報告書等  

⑥   主任術者又は監理技術者の資格証明書及び同社への雇用状況が

確認できる書類の提示（提出は不要）  

⑦   暴力団排除にかかる誓約書（様式４）  

(2) 資料記載上の留意事項  

①  （ 1）の②の「会社概要」の記載事項を証する書類等を添付する

こと。なお，経営規模及び経営状況を証する書類として，直近

の決算書及び確定申告書の写し，本店所在地において，国税を

滞納していないことを証する証明書（その３の３「法人税」及

び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用）を

添付すること。  

②  (1)の③で「同種又は類似の事業実績」を記載した場合は，それ

を証する契約書等の写しを添付すること。  

③   (1)の⑥資格運営機関等の証明書及び同社へ従事している事を

証明する健康保険者証等の写しの提示（提出は不要）  

(3) 質問の提出および回答  

質問は電子メール（着信を確認すること）によるものとする。  

ただし，参加表明書及び企画提案書の作成に係る質問に限るものと

し，評価及び審査に係る質問は一切受け付けない。  

①  提出様式（様式６）  

②  提出場所  「４  参加表明書の提出」 (2)に同じ  

③  提出期限  平成２８年６月１６日（木）午後５時００分  

④  回答方法  提出された質問に対する回答は，平成２８年６月１

７日（金）までに質問者に対して電子メールにより行うほか，当

公社ホームページにて公表する。  

 

４  参加表明書の提出  

(1) 提出期限  平成２８年６月２７日（月）午後５時００分  

(2) 提出場所  〒２７７ -０００５  千葉県柏市柏五丁目９番６号  
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一般財団法人柏市まちづくり公社  担当：小笠原・長妻  

TEL：０４－７１６４－４１４１  

FAX：０４－７１６３－７８７８  

E-mail： k-koushya@tea.ocn.ne.jp 

(3) 提出部数  １部  

(4) 提出方法  持参（土日祝日を除く日の午前９時００分から１２時

００分まで及び午後１時００分から午後５時００分までとする）

によること。  

 

５  企画提案書の提出者の選定（参加資格審査）  

本事業において企画提案書を提出することができる者の選定は，

参加表明書の提出が５社を超えた場合については，当公社において，

３の書類について審査し，上位の概ね５社を選定することがある。  

(1) 参加表明書の評価基準  

別表１による  

(2) 審査結果の通知  

 選定された者に対しては，書面又はメールによりその旨を通知し，

企画提案書の提出を要請する。一方，選定されなかった者に対して

は，書面によりその旨と理由を通知する。（平成２８年７月１日（金）

に通知を予定）  

(3) 非選定理由の説明  

 上記 (2)のうち，選定されなかった者は，通知した日の翌日から起

算して２日（休日を除く。）以内に，次に定めるところにより，非

選定理由について説明を求めることができる。  

①  提出様式  自由，ただしＡ４版とする。  

②  提出場所  「４  参加表明書の提出」 (2)に同じ  

③  受付時間  土日祝日を除く日の午前９時００分から１２時００

分まで及び午後１時００分から午後５時００分まで（持参又は郵

送による）  

(4) 非選定理由の説明に対する回答  

回答は，説明を求めることができる最終日の翌日から起算して２

日（休日を除く）以内に書面により行う。  

 

６  企画提案書の作成要領  

企画提案書は，次に定めるところにより作成し，提出するものとする。  
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(1) 企画提案に必要な書類  

①  企画提案書（様式５）  

②  企画提案（様式自由，ただしＡ４版，各２頁以内とする）  

次の提案課題ごとに簡潔に記載すること。  

提案課題１：柏駅周辺の中心市街地活性化のため，回遊性向上  

に寄与する創意工夫  

提案課題２：商業テナントや事務所として，安全・安心に配慮  

した利用方法と居室性    

提案課題３：景観形成を誘導する建物・空間デザイン  

※柏市景観計画に配慮すること  

提案課題４：省エネルギー，自然との共生に配慮  

※柏市公共施設等低炭素化指針に配慮すること  

提案課題５：施設運営管理計画（テナントリーシング，想定賃  

料，維持管理等）  

提案課題６：その他自由提案（例：屋上利用，前面街路整備等） 

③   平面・立面図（様式自由，ただしＡ３横，３貢以内とする）  

   企画提案を実現する平面・立面図とすること。なお，写真，パー

ス，イラスト等により補完しても良いが，過度な表現は必要とし

ない。  

④   工程表（様式自由，ただしＡ４版，１項とする）  

現時点で想定している作業スケジュールを記載すること。ただし， 

建築確認申請の提出を平成２８年１１月末までに行い，現場着工  

時までにテナント契約を行う工程とすること。  

⑤   事業費の参考見積（様式自由，ただしＡ４版とする）  

設計（測量，地盤調査等含む），施工監理，施工等の事業内容の

それぞれについて，内訳がわかるように見積もること。金額は税

込みとすること。  

 

７  企画提案書の提出  

(1) 提出期限  平成２８年７月１９日（火）午後５時００分  

(2) 提出場所  「４  参加表明書の提出」 (2)に同じ  

(3) 提出部数  ８部  

（押印が必要なものについては，正本１部のみ押印し，

残りの７部は複写可とする）  

(4) 提出方法  持参  
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（土日祝日を除く日の午前９時００分から１２時００

分まで，及び午後１時００分から午後５時００分まで

とする）によること。  

 

８  企画提案に対するプレゼンテーション及びヒアリング  

次により企画提案書に係るプレゼンテーション及びヒアリングを実施

する。  

(1) 実施内容  

①   平成２８年７月中旬～下旬にプレゼンテーション及びヒアリン

グを行うものとする。なお，日時及び会場は，別途通知する。  

②   プレゼンテーションは１社ずつの呼び込み方式とし，１社の持ち

時間は，基本的に説明１５分，質疑応答１５分の計３０分とする。 

③   プレゼンテーションの内容は，提出のあった企画提案書に基づく

ものとし，資料の追加配布は認めない。  

④  プレゼンテーションの説明者は，補助者を含めて様式３の実施体

制に含まれる３名以内とする。本事業に従事しない者の出席は認

めない。  

 

９  請負候補者の特定  

当公社で設置する選定委員会で，本事業の最も適切な請負候補者を特

定する。  

(1) 企画提案書等の評価項目  

参加表明書，企画提案書およびヒアリングの内容に関する評価は，

次の各項目について総合評価方式により行う。  

①  設計・施工一括の請負者としての最適性  

②  企画提案の最適性  

③  請負候補者の最適性  

④   事業費の参考見積の妥当性および提案内容との整合性  

(2) 企画提案書等の評価基準  

参加表明書，企画提案書およびヒアリングの内容に関する評価基

準は，次のとおりとする。  

①   請負候補者に関する評価（別表１，別表２による）  

②   企画提案書に関する評価（別表２による）  

③   参考事業費に関する評価（別表３による）  
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(3) 候補者の特定  

企画提案書の内容およびプレゼンテーションの提案内容を各選定

委員が総合的に評価し，最高得点者を本事業の請負候補者として選

定する。  

なお，最高得点者が複数となった場合は，選定委員会の合議によ

り順位を決定する。結果については，特定後速やかに，理由等を添

えて全提案者に文書にて通知する。  

 

１０  契約の締結  

９により特定された本事業の請負候補者と交渉を行い，内容につい

て合意の上，契約を締結する。契約交渉が不調のときは，評価により

順位付けられた上位の者から順に，契約締結の交渉を行う。  

(1) 契約書作成の要否  

要する（本事業の内容は締結される契約書によるものとする）  

(2) 契約保証金  

免除  

(3) 前払金  

契約金額の４０％以内  

 

１１  企画提案書等の無効  

プロポーザルの参加者が次の事項のいずれかに該当した場合には，

当公社において審査の上，企画提案書等を無効とする。  

(1) 企画提案書の提出書類の提出方法，提出先，提出期限に適合しな

い場合  

(2) 企画提案書の提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載

されていない場合  

(3) 企画提案書の提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載され

ている場合  

(4) 企画提案書の提出書類に虚偽の内容が記載されている場合  

(5) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当した場合  

(6) 本要領に定められた以外の手法により，委員会委員及び関係者に

プロポーザルに対する援助を直接的，間接的に求めた場合  

(7) 企画提案書の提出期限以降において，指名停止の措置を受けた場

合  

(8) 本要領に違反又は逸脱した場合  
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(9) プレゼンテーション及びヒアリングに正当な理由なしに参加し

なかった場合  

 

１２  その他  

(1) 企画提案書の作成，提出，プレゼンテーション等に要する費用は，

その一切を提案者の負担とする。  

(2) 提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。  

(3) 提出された参加表明書及び企画提案書は，提案者に無断での利用

はしない。ただし，本プロポーザルの手続き及びこれに係る事務処

理に必要な範囲において，参加表明書及び企画提案書の複製，保存

等を行う。  

(4) 参加表明書に記載した予定技術者は，原則として変更できない。 

ただし，やむを得ない理由により変更を行う場合には，同等以上

の技術者であるとの当公社の了解を得なければならない。  

(5) 参加表明書及び企画提案書の提出後，辞退する場合は，任意の様

式にて書面により申し出ることとし，辞退後は，いかなる理由があ

っても参加は認めない。  

(6) 本事業の請負候補者選定後に実施する見積合わせに係る見積結

果等については，柏市まちづくり公社ホームページにて公開する。 

(7) 本プロポーザルの実施スケジュール（案）は次のとおりとする。 

 

 

 

実施内容  実施期間又は期日  

公募開始  平成２８年６月６日（月）  

質疑受付期間  平成２８年６月６日（月）～６月１６日（木）  

質疑回答  平成２８年６月２２日（水）  

参加意志表明書の提出  平成２８年６月２７日（月）  

参加資格審査結果通知  平成２８年７月１日（金）  

企画提案書の受付期間  参加資格審査結果通知日  ～７月１９日（火）  

プレゼンテーション  平成２８年７月中旬～下旬  

審査結果の通知  平成２８年７月中旬～下旬  

見積書徴収  平成２８年７月下旬～８月上旬  

契約書締結  平成２８年７月下旬～８月上旬  


