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第１ 入札説明書の定義 

神戸市（以下「市」という。）は、「神戸市役所本庁舎２号館再整備事業（以下「本事業」とい

う。）」の実施に当たり、平成 30年３月に「本庁舎２号館再整備基本構想」を、令和２年３月に

「神戸市役所本庁舎２号館再整備基本計画（以下「基本計画」という。）」を策定・公表し、本事

業において具体化したい内容を示すとともに、事業化に向けて市の方針を示した。 

その後、新型コロナウイルス感染症の拡大といった新たな課題への対応について追加検討が必要

となったことから、「神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者選定委員会（令和２年５月 13日設

置）」（以下「選定委員会」という。）において議論の上、令和３年３月に「アフターコロナ社会

を見据えた新庁舎等のあり方について（以下「アフターコロナ検討のとりまとめ」という。）」を

とりまとめた。 

また、その後の整備計画の見直し等により、令和３年８月に基本計画の改定を行ったところであ

る。 

本入札説明書（以下「入札説明書」という。）は、市が、本事業に係る一般競争入札（総合評価

落札方式）を実施するに当たり、本事業への入札を希望する者（以下「入札参加希望者」とい

う。）に配布するものである。 

下記に示す資料は、入札説明書と一体のもの（以上を総称して「入札説明書等」という。）であ

る。なお、本事業を実施する事業者（以下「事業者」という。）は、入札説明書等及びこれらに関

する質問への回答の内容を、本事業実施の条件として遵守しなければならない。また、入札説明書

等に定めのない事項又は解釈に係る疑義が生じた場合、市と事業者との協議により定めるものとす

る。 

また、基本計画及びアフターコロナ検討のとりまとめと、入札説明書等に齟齬がある場合は、本

入札説明書等の規定が優先するものとする。 

○添付資料 

資料１：要求水準及び提案の要件 

資料２：モニタリング要領 

資料３：施設整備費等の算定及び支払方法 

資料４：落札者決定基準 

資料５：提出書類作成要領・提出書類及び様式一覧・様式集 

資料６：基本協定書（案） 

資料７：事業契約書（案） 

資料８：定期借地権設定契約（案） 

資料９：リスク分担表 

資料 10：定期借地権設定契約に関する資料 
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第２ 事業の概要 

１ 基本事項 

(１)事業名称 

神戸市役所本庁舎２号館再整備事業 

(２)事業場所 

①敷地概要 

１)所在地：神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

２)敷地面積：9,512.87 ㎡（本庁舎１号館及び連絡ロビー・エネルギー施設（計画中）と同一敷地

内） 

②都市計画など 

１)用途地域等：商業地域、防火地域 

２)地区計画：税関線沿道南地区 

３)景観計画地域：税関線沿道都市景観形成地域 

４)そのほか：特定都市再生緊急整備地域 中央駐車場整備地区 

５)建ぺい率：80％ 

６)容積率：高度利用地区（加納町６丁目地区)（平成 31年３月５日告示） 

「容積率の最低限度」：300％ 

「容積率の最高限度」：700％ 

（ただし、「庁舎そのほかこれらに類するもの」を誘導用途に位置づけ、建物全体の３分の

２以上とすることにより街区全体の容積率が 1,000％まで緩和される。） 

③既存建物面積 

１）建築面積：3,477.33㎡ 

 （内訳）１号館：1,827.24㎡ 

     連絡ロビー・エネルギー施設：962.21㎡（計画値） 

     旧電気・機械室棟：687.88㎡ 

２）延べ面積：58,918.98㎡ 

 （内訳）１号館：52,247.99㎡ 

     連絡ロビー・エネルギー施設：4,637.27㎡（計画値） 

     旧電気・機械室棟：2,033.72㎡ 

３）容積対象床面積：49,616.11㎡ 

 （内訳）１号館：43,585.48㎡ 

     連絡ロビー・エネルギー施設：4,042.82㎡（計画値） 

     旧電気・機械室棟：1,987.81㎡ 
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４）駐車場面積：6,737.30㎡ 

 （内訳）１号館：6,691.39㎡ 

     旧電気・機械室棟：45.91㎡ 

④敷地周辺道路 

１）東側：新神戸停車場線（税関線） 幅員約 50m 

２）北側：花時計線 幅員約 19m 

３）西側：東町線 幅員約 16m 

４）南側：葺合南 59 号線 幅員約 13m 

 

 

【施設配置後のイメージ】 
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２ 事業内容等 

(１)事業目的 

市では、市民と民間事業者、行政が協働で都心の再生を実現し、世界に貢献できる国際都市とし

て発展していくことを目指して、平成 27年９月に「神戸の都心の未来の姿〔将来ビジョン〕」及び

「三宮周辺地区の『再整備基本構想』」を策定し、その実現に向けた取り組みを進めている。 

一方で、本庁舎２号館は、建築から 60年以上が経ち、老朽化が進んでいることや、阪神・淡路大

震災の被害を受けていることなどから、建替えを検討すべき時期に来ており、平成 29年６月に出さ

れた「神戸市役所本庁舎のあり方に関する懇話会」報告書では、周辺地域への回遊性の創出に資す

る役割を担うべき場所として本庁舎が位置づけられた。その後、懇話会による報告書を踏まえ、平

成 30年３月に「本庁舎２号館再整備基本構想」を策定し、目指すべき新庁舎のすがたとして、本庁

舎２号館の建替えに際して、検討すべき基本的な考え方を示している。また、基本構想をもとに、

２号館跡に新たに整備する施設の整備コンセプトや導入機能、建替え計画などの基本的な事項をま

とめた基本計画を策定している。 

本事業の実施にあたっては、本庁舎としての機能を確保したうえで、さらなる効率化や高度化に

対応する市政運営の拠点となる庁舎機能を整備する。また、えき≈まち空間を中心に三宮駅周辺で再

整備が進み、ウォーターフロントエリアにおいても新たなまちづくりが展開されつつある中で、中

間地点にあるこの場所はそれらとの相乗効果を図り、国内外からの集客・交流を一層促進する拠点

としての新たな役割が求められる。そこで、公有地の効果的な活用と積極的な民間活力の導入を図

ることにより、さらなる経済活動の誘引と交流人口の創出を図る新たな機能の導入を目指してい

く。 

(２)事業の枠組み 

本事業は、本事業敷地に定期借地権を設定して行うものであり、事業者が、複合施設の設計・建

設を行った後、市に引き渡される「行政機能」と、事業者が維持管理、運営を行う「民間機能」に

大別される。なお、②・③に示す「行政機能」と「民間機能」には、各機能の専有部に係る按分負

担の範囲で「全体共用部」に関する内容も含まれるものとする。按分負担の詳細については、④を

参照すること。 

①定期借地権の設定について 

１)貸付方式 

市は、本事業敷地について、神戸市公有財産規則の規定に基づくとともに、借地借家法（平

成３年法律第 90号）第 22条に基づく定期借地権により、事業者に貸し付ける。 

なお、事業者が設計・建設を行う複合施設は、行政機能及び民間機能で構成される区分所有

建物となることが想定されるため、市は市と事業者に定期借地権を設定し、当該借地権を市と

事業者で準共有する。 

２)対象面積 

第２ １(２)①２)の敷地面積のうち、「行政機能」と「民間機能」が整備される対象面積

は、約 4,890㎡とする。 

なお、実際の「行政機能」と「民間機能」が整備される対象面積は、連絡ロビー・エネルギ

ー施設の整備状況を踏まえ市が決定する。 
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３)定期借地期間等  

ア 定期借地期間 

定期借地権設定契約（以下「定期借地契約」という。）の契約期間は、定期借地契約の

締結日から契約期間年数経過後の応当日前日まで（以下「定期借地期間」という。）とす

る。 

定期借地期間は供用期間を 70年程度として事業者が提案した期間（民間機能の運営期

間）に建設工事、及び事業終了時の施設の解体・撤去工事にかかる期間を加えたものとす

る（開業前の解体対象施設の解体・撤去工事期間は対象としない。）。 

なお、原則として定期借地期間が終了するまでに貸付地を更地として市に返還すること

とする。 

イ 借地権の転貸及び譲渡等の取り扱い 

定期借地期間中、事業者は本事業敷地に係る借地権を保有し続けるものとし、第三者へ

の借地権の転貸及び譲渡は原則として認めない。 

ただし、事業者は行政機能及び民間機能の供用開始以降、市の事前承諾を得た場合に限

り、民間機能の所有権を第三者に譲渡し、かつ当該者に対して本事業敷地に係る借地権に

定期転借地権を設定することができる。 

また、民間機能の所有権を第三者に譲渡する場合、上記の借地権の転貸による方法を前

提とするが、これによらない合理的な理由があり、かつ当該第三者が基本協定及び事業契

約並びに定期借地契約等の契約上の地位を承継し、その義務を継続して履行する能力を有

し、本事業の遂行に支障がない事の確認を含めて市が事前承諾した場合に限って、本事業

敷地に係る借地権を譲渡することができる。 

４)貸付料 

ア 基本的な考え方 

事業者は、本事業敷地について市と事業者との間で締結する定期借地契約に基づき、市

が定める貸付料を支払う。 

貸付料は、入札説明書等に基づき提案された事業提案書における民間機能の用途や面

積、定期借地期間等を踏まえ、市との協議を経て完成した実施設計等による施設整備計画

を考慮した上で、不動産鑑定評価等に基づき、市が定めるものとする。 

イ 算定方法 

事業提案書において提案される貸付料及び提案を踏まえて市が定める貸付料の算定にあ

たっては、基本計画におけるにぎわい・集客機能及びにぎわい・商業機能の導入に資する

ものを前提として事業者が提案した民間機能の用途や床面積等を考慮したものとする。 

 ウ 支払方法 

事業者は、定期借地契約の締結日以降、毎年度２期に分けて、定期借地契約に定める貸

付料を市に支払うものとする。 

５)その他 

事業者の公募時点で市が想定する定期借地権設定契約に関する仮定条件等は、資料 10「定期 

借地権設定契約に関する資料」において示す。 
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②行政機能 

１)事業範囲 

行政機能に関し、事業者が遂行する主な業務は次の通りであり、詳細は資料１「要求水準及

び提案の要件」において示す。 

ア 行政機能に係る設計・建設・工事監理業務（オフィスレイアウト等検討業務等を含

む。） 

イ 解体対象施設の解体撤去業務 

２)事業方式 

事業者が行政機能の設計・建設・工事監理を行い、完工後に市に引き渡す設計・施工一括発

注とする。 

３)行政機能に係る事業期間 

事業スケジュール（予定）は、次の通りである。なお、事業期間については、事業者の提案

を踏まえて確定する。 

ア 設計・建設期間  ：令和４年 12月～令和９年夏頃 

イ 引渡予定時期   ：令和９年夏頃 

ウ 供用開始予定時期 ：令和９年秋以降 

４)行政機能の整備等にかかる対価 

市は、②１)で定める業務を行う対価（以下「施設整備費等」という。）について事業者に

支払うものとする。 

③民間機能 

１)事業範囲 

ア 民間機能の整備業務 

イ 民間機能の維持管理・運営業務 

２)民間機能の想定用途 

ア 望ましい用途 

 ・業務、商業、文化、交流、宿泊等の多様な都市機能集積を図る用途（住宅等（寄宿舎、

下宿、老人ホーム等を含む。）を除く。） 

イ 禁止用途 

 ・風俗営業等（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第１ 

22号）第２条第１項、同条第５項に定める用途及びこれらに類する用途） 

     ・暴力団の事務所その他これに類する用途 

 ・公序良俗に反する用途その他社会通念上不適切と認められる用途 

３)事業方式 

 市は定期借地権を設定し、事業者は自らの収益に資する施設を整備するとともに自らの責任

および費用負担にて維持管理・運営を行う。 

 ４)民間機能に係る事業期間 

事業契約に定める定期借地契約締結の日から施設の除却工事完了までの期間とする。 

事業スケジュール（予定）は、次の通りである。 

ア 定期借地権の設定  ： 民間機能の建設工事着手日以前の日 

イ 供用開始予定日   ： 遅くとも行政機能の供用開始と概ね同じ時期 
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ウ 定期借地権の存続期間： 事業者の提案に基づき設定する。 

５)民間機能に係る収入 

事業者は、自らの提案によりにぎわい・集客機能やにぎわい・商業機能など多様な機能を導

入した施設の整備・運営事業を行うものとし、これらの民間収益事業に係る収入は、直接、事

業者の収入とする。 

④本事業の業務範囲等の考え方 

上記を踏まえた本事業における業務範囲等の考え方については、次に示す通りである。 
 

 行政機能専有部 *１ 
民間機能 

専有部 *１ 
全体共用部 *１ 

庁舎機能 
 

市民利用空間 

業

務 

解体対象施設

の解体撤去 
ⅰ 

設計 

ⅰ 

ⅲ 

ⅱ 工事監理 

建設 

運営 ― 別事業で実施 
ⅳ 

維持管理 別事業で実施 

建物所有 市 民間 市・民間 

ⅰ：市が当該業務を事業者に委託して実施し、市がその実施費用を負担する。 

ⅱ：市が当該業務を事業者に委託して実施し、市と事業者がその実施費用を按分負担（*２）する。 

ⅲ：事業者が当該業務を実施し、事業者がその実施費用を負担する。 

ⅳ：本事業により整備される施設に係る管理組合が当該業務を実施し、市と事業者がその実施費用

を按分負担（*２）する。 

*１：行政機能専有部、民間機能専有部、全体共用部の各範囲は、資料１「要求水準及び提案の要

件」の「第３ ３（１）」において示す。 

*２：費用の按分方法については、資料３「施設整備費等の算定及び支払方法」の「第６ ２」に

示す方法を参考にして事業者が提案する方法を踏まえて、事業契約に定めるものとする。 

⑤都市計画提案制度の活用について 

事業を計画するにあたり、各種制度などを活用する場合には、事前に関係機関への相談及び協

議を行うこととする。特に現行の都市計画によらず、都市再生特別措置法に基づく都市計画提案

制度の活用を前提とする場合は、都市計画審議会の承認等の法定手続きが必要となる。このた

め、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配

列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる具体的な事業計画と、それに基づく都市

計画の内容について、事前に都市計画制度を所管する都市局都市計画課との協議を概ね了してい

ることが確認できる資料（議事録等）の添付をもって、入札時提出書類の提出を認めるものとす

る。なお、同協議の了をもって、都市計画の変更の必要性についての判断や、都市計画審議会の

承認等を保証するものではない。 

３ 遵守すべき法令等 

事業者は、本事業を実施するに当たり必要とされる関係法令（法律、政令、省令、条例及び規

則）等を遵守するものとする。 
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第３ 事業者の募集及び選定に関する事項 

１ 事業者選定方式 

事業者の募集及び選定は一般競争入札（総合評価落札方式）で実施する。なお、本事業は WTO

政府調達協定（平成６年４月 15 日マラケシュで作成された政府調達に関する協定（平成７年条約

第 23号）、以下「WTO 協定」という。）の対象事業であり、「地方公共団体の物品等又は特定役

務の調達手続の特例を定める政令」（平成７年政令第 372 号）が適用される。 

なお、本事業において、３(４)の資格確認結果通知書の通知により参加資格が確認された者

（以下「入札参加者」という。）が、入札書に記載する入札価格のほかに、事業提案書によって

提案する主な内容は、以下に示す通りとする。詳細は、資料１「要求水準及び提案の要件」及び

資料４「落札者決定基準」において示す。 

・施設全体のコンセプト及び施設計画、維持管理に関する考え方 

・庁舎機能の施設計画及び維持管理に関する考え方 

・民間機能の整備、運営に関する提案 

・三宮駐車場地下通路のリニューアルコンセプト提案 

・解体対象施設の工事実施体制及び業務遂行方法 

 

２ 入札スケジュール 

 

入札公告 令和３年８月27日（金） 

第１回質問受付 令和３年９月６日（月）～９月16日（木） 

第１回質問回答の公表 令和３年９月28日（火）頃 

参加資格確認申請時提出書類の受付開始 令和３年10月４日（月） 

対話の実施 令和３年10月頃～（※） 

第２回質問受付 令和３年10月18日（月）～10月29日（金） 

第２回質問回答の公表 令和３年11月12日（金）頃 

第３回質問受付 令和３年11月29日（月）～12月10日（金） 

第３回質問回答の公表 令和３年12月21日（火）頃 

参加資格確認申請時提出書類の受付期限 令和４年３月31日（木） 

入札時提出書類の受付 令和４年４月25日（月）～４月28日（木） 

落札者の決定及び公表 令和４年７月頃（予定） 

事業者との基本協定の締結 令和４年９月（予定） 

事業者との仮契約の締結 令和４年10月（予定） 

事業者との事業契約の締結 令和４年11月（予定） 

（※）原則として、入札参加者からの対話の希望を受けて順次実施。 

３ 募集の手続き 

(１)質問及び対話について 

①入札説明書等に関する質問受付及び回答 

入札説明書等に関する質問受付及び回答は次の通り行う。 

・提出期限：第１回 令和３年 ９月 16日（木）17時まで 

      第２回 令和３年 10月 29日（金）17時まで 

第３回 令和３年 12月 10日（金）17時まで 
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・提出方法：様式１－１及び様式１－２により、第７ ２(１)に記載の担当窓口に電子メールで

送付すること 

・回 答 日：第１回 令和３年 ９月 28日（火）頃 

      第２回 令和３年 11月 12日（金）頃 

第３回 令和３年 12月 21日（火）頃 

質問に対する回答は、質問者の特殊な技術、ノウハウ等質問者の権利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあると市が認めるものを除き、第７ ２(２)の本事業のホームページに

おいて公表する。なお、質問に対して訪問、電話等での個別、直接回答は、原則として行わな

い。 

②対話の実施 

市は、入札参加者のうち対話を希望する者（以下「対話希望者」という。）と個別に対面あるい

は WEB会議により対話を実施する。対話は事業提案書の提出前に入札参加者が市と十分な意思疎通

を図ることで、入札参加者が市の考えや本事業に関する実施条件等を正確に理解するとともに、入

札参加者の事業提案書の内容充実を図る機会として設けるものである。 

対話の実施概要は次の通りとするが、詳細については、対話希望者に対して資料 11「対話の実施

概要」を提供し、個別に連絡を行う。 

なお、原則として、入札参加者からの対話の希望を受けて、順次日程調整を行うこととするが、

入札参加資格が確認できていない者が対話を希望する場合は、第７ ２(１)に記載の担当窓口に電子

メールで問い合わせを行うこと。 

・実施時期：令和３年 10月頃～ 

 入札参加者から順次日程調整の上、実施する。 

・実施場所：別途通知 

・実施方法： 

対話希望者が事前に提出した議題内容に沿って、対話事業者と市で対面あるいは WEB会議に

より対話を行う。 

・対話内容の取扱い: 

対話の内容は、市、入札参加者の双方の合意を得た質問・回答書とした上で、本事業に係る

入札説明書等の一部を構成し、同等の効力を有するものとする。 

対話は入札条件を明確化するためのプロセスであり、対話の内容そのものは審査に影響を与

えるものではない。 

・対話結果の公表: 

質問・回答書は、入札参加者の特殊な技術、ノウハウ等に係るもの、権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害する恐れがあると市が認めたものを除き公表する。 

(２)守秘義務対象資料の提供と誓約書の提出 

守秘義務対象資料受領のための誓約書を提出した者に対して、配布資料一覧表の守秘義務対象

資料を提供する。 

・受付期間：令和３年８月 30日（月）～令和４年３月 31日（木）17時 

ただし、郵送の場合は、令和４年３月 30日（水）必着とする。 

・ 提出方法：誓約書（様式１－３）を作成の上、第７ ２(１)に記載の担当窓口に持参若しく

は郵送すること。 

・ 提供資料：誓約書を受領次第、守秘義務対象資料を順次提供する 
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・ 守秘義務対象資料の第三者への開示：様式１－４を用いて市に通知すること 

・ 守秘義務対象資料破棄に関する報告書（様式１－５）あるいは守秘義務対象資料の破棄の延

期に関する報告書（様式１－６）の提出時期：令和４年８月 31日（水） 

(３)参加資格確認申請時提出書類の受付  

入札参加希望者は、本事業への参加を表明する書類及び本事業への参加資格を有することを証

明する書類（以下「資格審査書類」という。）を提出すること。 

①参加表明書及び資格審査書類の提出  

・受付期間：令和３年 10月４日（月）～令和４年３月 31日（木）17時  

ただし、郵送の場合は、令和４年３月 30日（水）必着とする。 

・提出方法：様式２－１～様式２－７により、第７ ２(１)に記載の担当窓口に持参若しくは郵

送で受け付ける。 

②資格審査書類の作成要領  

・資格審査書類は、資料５「提出書類作成要領・提出書類及び様式一覧・様式集」に従い作成

すること。 

・資格審査書類の作成及び提出に係る費用は、参加者の負担とする。  

(４)資格確認の通知 

資格確認の結果は、資格審査書類を提出した者に対して、一般競争入札参加資格確認結果通知書

（以下「資格確認結果通知書」という。）の送付により通知する。 

なお、この入札に参加する資格がないとされた者については、資格確認結果通知書にその理由を

付記する。 

①参加資格確認 

参加資格確認では、入札にあたり備えるべき参加資格要件の具備の有無を確認する。 

②参加資格確認結果通知の発送 

参加資格の確認結果は、入札参加希望者に対し、書面により順次通知する。 

③参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

参加資格確認結果通知により参加資格がないとされた者は、市に対して、次に従い書面（様式

自由）により、その理由についての説明を求めることができる。 

・申出期限：通知を受けた日の翌日から起算して７日（土日祝祭日を含まない。）以内 

・申出方法：第７ ２(１)に記載の担当窓口に電子メールで送付すること。 

・回答期日：申出期限内に申出のあった日の翌日から起算して 10日（土日祝祭日を含まな

い。）以内に書面により、回答する。 

(５)入札時提出書類の提出 

入札参加者は、資料５「提出書類作成要領・提出書類及び様式一覧・様式集」に従い作成した入

札時提出書類を提出すること。提出は第４ １④の代表企業が行うこと。 

・提出期間：令和４年４月 25日（月）～令和４年４月 28日（木）17時 

ただし、郵送（書留郵便に限る。）による場合は、令和４年４月 27日（水）必

着とする。 

・提出方法：第７ ２(１)に記載の担当窓口に持参若しくは郵送で受け付ける。 
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(６)提案内容に関する質疑等の実施 

本事業の落札者を選定するため、市は別途、日時及び場所を指定して、入札参加者に対して提案

内容に関する説明を求めるほか、提案内容に関する質疑等を実施する。 

(７)公開プレゼンテーションの実施 

本事業は、市民等の理解と共感を得て事業を推進していく必要があることから、市民等を対象と

した公開プレゼンテーションを実施する。公開プレゼンテーションの詳細については、入札参加者

に対して資料 12「公開プレゼンテーション実施要領」を提供し、個別に連絡を行う。 

(８)落札者の決定 

市は、資料４「落札者決定基準」に基づき、第４ ２(５)⑩の学識経験者等により構成される選定

委員会による事業提案書の審査と入札額を総合的に評価し、落札者を決定する。 

①入札書の開札日 

令和４年５月２日（月） 

②事業提案書の審査 

事業提案書を、選定委員会において審査する。 

③審査結果の公表 

審査の結果は、令和４年７月頃にすべての入札参加者に対して通知するとともに第７ ２(２)の

本事業のホームページにおいて公表する。 

④審査講評の公表 

審査の講評は、令和４年７月頃に第７ ２(２)の本事業のホームページにおいて公表する。 

   

(９)入札の辞退 

入札参加者は、入札時提出書類提出時まで、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退

する場合は、入札辞退届（様式４－１）を使用し、(５)の入札時提出書類提出期間最終日までは、

第７ ２(１)の窓口に直接持参すること。なお、郵送（書留郵便に限る。）により行う場合は、(５)

の郵送による場合の受領期限必着とする。 
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第４ 入札参加者の構成等と参加資格要件 

１ 入札参加者の構成等 

①入札参加者は、２に規定する本事業を実施するために必要な資格要件等を備えた企業で構成され

るものとする。なお、落札者により、本事業の遂行を目的とした特別目的会社（以下「SPC」とい

う。）が設立される場合、入札参加者は、以下の定義の企業で構成されるものとする。 

・構 成 員：本事業の遂行を目的とする SPCに出資を行う企業 

・協力企業：本事業を遂行するにあたって必要な業務の一部を上記の SPCから直接に受託・請負等

するが、出資を行わない企業 

②２(１)～(４)に定める業務を行う企業及びその他で行政機能に関する業務を行う企業もしくは SPC

の構成員となる企業は、本入札に参加する他のグループの一員となることはできない。 

③なお、本事業における建設業務又は工事監理業務を元請として請け負う者は、必ずしも入札参加

者に含める必要はない。ただし、その場合であっても、本事業の建設工事の着手時点までに、２

(２)、(３)の要件を満たす企業を特定し、市に通知（実績等を確認できる証憑等の提出を含

む。）して市からの承諾を受けること。 

④入札参加者が複数の企業で構成される場合、市との交渉窓口となる「代表企業｣を定め、参加表明

書の提出時に代表企業名を明記し、必ず代表企業が応募手続を行うこと。 

 



13 

 

２ 入札参加者の資格要件等 

入札参加者の資格要件は次の通りとする。 

(１)行政機能の設計業務 

行政機能の設計業務を担当する者は、参加資格確認申請時において、以下の要件を満たしている

こと。 

①建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条第１項の規定により、一級建築士事務所の登録を受

けた者であること。 

②平成 17年４月１日以降に、元請として延床面積 7,500㎡以上の庁舎の設計を完了した実績（国、

地方公共団体、公社又は公団から直接受注したもの）を有していること。 

③令和２・３年度神戸市競争入札参加資格者名簿（物品等）に登録されていること。また、令和４

年４月１日以降は、令和４・５年度神戸市競争入札参加資格者名簿（物品等）に登録されている

こと。 

なお、令和２・３年度神戸市競争入札参加資格（物品等）（令和４年４月１日以降にあっては令

和４・５年度神戸市競争入札参加資格（物品等））のない者が、行政機能の設計業務を担当する

場合は、あらかじめ神戸市競争入札参加資格（物品等）の審査を受けなければならない。その場

合は第７ ２(１)の連絡先まで速やかに連絡すること。 

(２)行政機能の建設業務 

行政機能の建設業務を担当する者は、本事業の建設工事の着手時点までに、以下の要件を満たし

ていること。 

①建設業法（昭和 24年法律第 100号）第３条第１項の規定により、建築一式工事につき特定建設業

の許可を受けた者であること。 

②平成 17年４月１日以降に、元請として延床面積 7,500㎡以上の庁舎の建築工事を完了した実績

（国、地方公共団体、公社又は公団から直接受注したもの）を有していること。 

③同法第 27条の 23第１項に定める経営事項審査において、直近かつ有効な建築一式の総合評定値

が 1,130点以上であること。 

④令和２・３年度神戸市競争入札参加資格者名簿（工事請負）に登録されていること。また、令和

４年４月１日以降は、令和４・５年度神戸市競争入札参加資格者名簿（工事請負）に登録されて

いること。 

なお、令和２・３年度神戸市競争入札参加資格（工事請負）（令和４年４月１日以降にあっては

令和４・５年度神戸市競争入札参加資格（工事請負））のない者が、行政機能の建設業務を担当

する場合は、あらかじめ神戸市競争入札参加資格（工事請負）の審査を受けなければならない。

その場合は第７ ２(１)の連絡先まで速やかに連絡すること。 

(３)行政機能の工事監理業務 

行政機能の工事監理業務を担当する者は、本事業の建設工事の着手時点までに、以下の要件を満

たしていること。 

なお、行政機能の建設業務を担当する者が、行政機能の工事監理業務を兼ねて担当することはで

きないものとする。 
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①建築士法第 23条第１項の規定により、一級建築士事務所の登録を受けた者であること。 

②令和２・３年度神戸市競争入札参加資格者名簿（物品等）に登録されていること。また、令和４

年４月１日以降は、令和４・５年度神戸市競争入札参加資格者名簿（物品等）に登録されている

こと。 

なお、令和２・３年度神戸市競争入札参加資格（物品等）（令和４年４月１日以降にあっては令

和４・５年度神戸市競争入札参加資格（物品等））のない者が、行政機能の工事監理業務を担当

する場合は、あらかじめ神戸市競争入札参加資格（物品等）の審査を受けなければならない。そ

の場合は第７ ２(１)の連絡先まで速やかに連絡すること。 

③工事監理業務を複数の企業が分担して行う場合にあっては、いずれの企業においても①及び②の

要件を満たしていること。 

(４)民間収益事業に関する要件 

民間収益事業を担当する者は、参加資格確認申請時において、以下の要件を満たしていること。 

①平成 17年４月１日以降に完成した、延床面積 20,000㎡以上の複合開発における不動産開発業務

の実績があること又はこれと同等以上の能力を有していると認められること。なお、「複合開

発」とは、ホテル機能、商業機能、業務機能のいずれか又は全ての機能を合わせて整備された開

発を指す。不動産開発業務の実績には、共同事業者として参画した場合及び複数棟の事業も認め

る。 

②令和２・３年度神戸市競争入札参加資格者名簿（工事請負又は物品等）に登録されていること。

また、令和４年４月１日以降は、令和４・５年度神戸市競争入札参加資格者名簿（工事請負又は

物品等）に登録されていること。 

なお、令和２・３年度神戸市競争入札参加資格（工事請負又は物品等）（令和４年４月１日以降

にあっては令和４・５年度神戸市競争入札参加資格（工事請負又は物品等））のない者が、民間

収益事業を担当する場合は、あらかじめ神戸市競争入札参加資格（工事請負又は物品等）の審査

を受けなければならない。その場合は第７ ２(１)の連絡先まで速やかに連絡すること。 

(５)入札参加者の制限 

入札参加者は、次のいずれにも該当しない者とする。 

①資格審査書類の提出期限日から落札者の決定日までの期間で、神戸市指名停止基準要綱（平成６

年６月 15日市長決定）に基づく指名停止を受けた者。 

②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

る暴力団員若しくは役員又は実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他暴力団

（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を

有している者（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条に該当する者）等。 

③地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当する者。又はその者を代

理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用する者。 

④建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 26条第２項の規定による事務所の閉鎖命令を受けている

者。 
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⑤旧会社更生法（昭和 27年法律第 172号）第 30条第１項若しくは第２項又は会社更生法（平成 14

年法律第 154号）第 17条第１項若しくは第２項の規定に基づき更生手続きの開始の申立てをして

いる者又は申立てをなされている者。ただし、国土交通省の入札参加資格認定を受けている者は

除く。 

⑥民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条第１項又は第２項の規定に基づき再生手続きの開

始の申立てをしている者又は申立てを成されている者。ただし、国土交通省の入札参加資格認定

を受けている者を除く。 

⑦会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（令和２年法律第 87号）第 64条による改正

前の商法（明治 32年法律第 48号）第 381条第１項の規定による会社整理の開始の申立て又は同

第２項の規定による通告がなされている者。 

⑧旧破産法（大正 11年法律第 71号）又は破産法（平成 16年法律第 75号）に基づき破産の申立

て、又は旧和議法（大正 11年法律第 72号）に基づき和議開始の申立てがなされている者。 

⑨市が、本事業についてアドバイザー業務を委託した者又はこれらと資本関係若しくは人的関係に

おいて関連がある者。 

なお、本事業に係るアドバイザー業務に関与した者は、次の通りである。 

１)PwCアドバイザリー合同会社 

２)株式会社日総建 

３)アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

⑩選定委員会の委員及び委員が属する企業、団体又はこれらと資本関係若しくは人的関係において

関連がある者。 

選定委員会委員は、次の通りである。 

委員長  嘉名 光市 （大阪市立大学大学院教授） 

委 員  奥田 浩美 （株式会社ウィズグループ代表取締役社長） 

委 員  川北 健雄 （神戸芸術工科大学教授） 

委 員  栗山 尚子 （神戸大学大学院准教授） 

委 員  武田 重昭 （大阪府立大学大学院准教授） 

委 員  谷澤 実佐子（谷澤公認会計士事務所代表） 

委 員  根岸 芳之 （神戸市建築住宅局長） 

⑪ ⑨及び⑩の「これらと資本関係若しくは人的関係において関連がある者」とは、次の規定に該当

する者をいう。以下同じ。 

１)資本関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及び会社法施行

規則（平成 18年法務省令第 12号）第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会

社の一方が会社更生法（平成 14年法律第 154号）第２条第７項に規定する更生会社（以下

「更生会社」という。）又は民事再生法（平成 11年法律第 225 号）第２条第４号に規定する

再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合は除く。 

ア 親会社と子会社の関係にある場合 

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 
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２)人的関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社又は再

生手続が存続中の会社である場合は除く。 

ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法 67条第１項又は民事再生法第 64条第２

項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

３)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

 

(６)参加資格確認基準日と参加資格の喪失 

市は、資格審査として、参加資格確認基準日（参加資格確認通知日）をもって、入札参加希望者

から提出された資格確認申請書類により参加資格の有無について確認を行う。 

なお、参加資格確認通知日から、落札者決定までの間に入札参加者の資格要件（２(１)～(４)）

を欠く事態もしくは入札参加者の制限（２(５)）に該当する事態が生じた場合は、入札参加者の本

事業への入札参加資格を取り消す。 

(７)入札参加者の変更 

参加資格確認申請書類の提出後は、入札参加者を構成する企業の変更は原則として認めない。た

だし、やむを得ない事情が生じ、入札参加者を構成する企業を入札時提出書類提出の期限の日まで

に変更（入札参加者を構成する企業の削除及び追加又は予定業務の変更を含む。）しようとする場

合にあっては、市と事前協議を行い、市の承諾を得るとともに、変更後において２(１)～(４)に示

す参加資格を満たすことが確認できる場合に限り、変更することができる。 

なお、この場合においては、入札参加者は速やかに入札参加者を構成する企業の変更申請書（様

式４－２）を市に提出すること。 
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第５ 応募にあたっての留意事項 

１ 予定価格 

(１)施設整備費等の予定価格 

施設整備費等の予定価格は、110億円（消費税及び地方消費税の額を含む。令和３年８月 27日現

在の税率で計算した場合、以下同じ。）である。そのうち、それぞれの業務に係る上限額は次の通

りとする。 

第２ ２(２)②１)アに示す業務：105億円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

第２ ２(２)②１)イに示す業務：5億円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

(２)入札金額 

入札金額は、施設整備費等（いずれも消費税及び地方消費税の額を含む。）の金額を入札書に記

載すること。 

２ 入札における無効事由 

次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

①入札に参加する資格のない者が入札したとき。 

②郵送（書留郵便に限る。）により入札時提出書類を提出する場合において、その送付された入札

時提出書類が所定の日時を過ぎて到着したとき。 

③参加資格確認申請書時提出書類その他一切の提出書類に虚偽の記載をした者の入札。 

④入札時提出書類の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき又は入札書に記名及び押印がな

いとき。 

⑤代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。 

⑥入札参加者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。 

⑦入札に必要な書類が不足しているもの。 

⑧入札書に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。 

⑨入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。 

⑩入札時提出書類の各書類相互間において、記載事項に齟齬や矛盾があるもの。 

⑪保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足があるとき。 

⑫入札について不正な行為があったとき。 

⑬虚偽の申込みを行った者のした入札。 

⑭入札公告から事業者決定までの間、選定委員及び本事業に係るアドバイザー業務に関与した者

と、本事業に関して直接、間接を問わず故意に接触を求めたとき。 

⑮前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。 
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３ 入札にあたっての留意事項 

①入札には代表企業の代表者又は代理人のみが参加できる。 

②入札にあたっては、入札参加者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和 22

年法律第 54号）に抵触する行為を行ってはならない。また、公正に入札を執行できないと認めら

れる場合、又はそのおそれがある場合は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行

を延期し、若しくは取り止めることがある。なお、後日、不正な行為が判明した場合には、契約

の解除等の措置をとることがある。 

③市は、別途定める「神戸市役所本庁舎２号館再整備事業低入札価格調査手続要綱（令和３年８月

26日施行）」に基づき、資料４「落札者決定基準」により決定した落札者となるべき者を、落札

者としないことがある。 

４ 入札時提出書類の書換え等の禁止 

入札参加者は、その提出した入札時提出書類の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

５ 費用の負担 

入札に関して入札参加者が要する費用は、それぞれの入札参加者の負担とする。また、入札時提

出書類については、返却しない。 

６ 著作権の帰属等 

入札時提出書類の著作権は入札参加者に帰属する。 

本事業での公表、展示、その他市が本事業に関し必要と認める用途に用いる場合は、市は入札時

提出書類を無償で使用できるものとする。 

７ 入札保証金 

神戸市契約規則第７条第２号の規定により免除する。 
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第６ 契約手続き等 

１ 契約手続等 

(１)基本協定の締結 

落札後、市と落札者との間で、令和４年９月頃までに基本協定を締結する。基本協定の案は、資

料６「基本協定書（案）」において示す。 

(２)仮契約の締結 

市及び事業者は、基本協定の規定に基づき、令和４年第２回定例市会（11月議会）（予定）への

事業契約に係る議案提出ができるように、事業契約の仮契約を締結する。事業契約の案は、資料７

「事業契約書（案）」において示す。 

なお、仮契約締結までの間に、事業契約書の条文を明確化するため、内容の修正を行うことがあ

る。 

なお、落札者が SPCを設立する場合、市との仮契約の締結までに特別目的会社を会社法（平成 17

年法律第 86号）に定める株式会社として設立し、構成員である株主が SPCの株主総会における全議

決権の２分の１を超える議決権を保有し、かつ代表企業は SPCの出資者の中で最大の出資を行うも

のとする。 

また、市の事前承諾がある場合を除き、構成員は事業期間が終了するまで SPCの株式を保有する

ことを原則とする。ただし、資産流動化を目的とした株式構成の変更がある場合、市はその内容を

確認の上、変更を認めることがある。 

(３)事業契約の締結 

市及び事業者は、事業契約について、令和４年第２回定例市会（11月議会）（予定）で可決され

た後に本契約を締結する。 

(４)契約保証金 

事業者は、施設整備費等（ただし、消費税及び地方消費税の額を含む。以下同じ。）の 100分の

３以上の契約保証金を契約締結前までに納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合につい

ては、契約保証金の納付を免除する。 

①契約保証金に代わる担保となる市が承認する有価証券等の提供。 

②市への行政機能の引渡しまでのこの契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証す

る銀行又は市が確実と認める金融機関等の保証。 

③市への行政機能の引渡しまでのこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券によ

る保証。 

④この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する以下の履行保証保険契約の締結。な

お、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。 

１)事業者が、行政機能の設計及び建設工事に関して、市を被保険者とし、設計・建設期間を保険

期間とする施設整備費等の 100 分の３以上に当たる額の履行保証保険契約を締結し、契約締結

前にその履行保証保険契約に係る保険証券の原本を市に提出したとき。 
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２)事業者が、行政機能の建設を担当する企業として、行政機能の設計及び建設工事に関して、事

業者を被保険者とし、設計・建設期間を保険期間とする施設整備費等の 100分の３以上に当たる

額の履行保証保険契約を締結させ、かつ、事業者の費用負担で当該履行保証保険契約に基づく履

行請求権及び保険金請求権につき、市を質権者とする質権を設定したとき。 

(５)定期借地契約の締結 

市及び事業者は、本事業敷地における施設の整備に着手するまでに、定期借地契約を締結し、本

定期借地契約に基づき本事業敷地について定期借地権を設定する。 

２ モニタリング等 

事業者は、事業者の経営管理の状況、事業者が実施する各業務の実施状況（以下「実施状況」と

いう。）並びに資料１「要求水準及び提案の要件」、事業者が提案した事業提案書（以下「要求水

準等」という。）を達成していること及び達成しないおそれが無いことについて、自らが確認及び

管理するとともに、市に報告する。また、要求水準を達成していない場合又は達成しないおそれが

ある場合は、事業者自らが本事業の各業務を実施する企業に対して改善要求を行い、要求水準等を

満たすようにする。 

市は、施設整備期間中においては、事業者による確認結果等を基に要求水準等の内容を満たして

いるかどうかの確認を段階的に行う。他方、供用開始以降においては、経営管理の状況を中心に確

認を行う。 

市は、実施状況を確認した結果、事業者の責めに帰す事由により、要求水準等を達成していない

又は達成しないおそれがあると判断した場合は、事業者に対して、改善勧告、支払の減額、契約解

除等の改善要求措置を講ずる。 

なお、モニタリング及び改善要求措置の方法については、資料２「モニタリング要領」によるも

のとする。 

３ その他 

①事業の継続性を確保する目的で、市は、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、

直接協定を結ぶことがある。 

②落札者決定後、議会の議決までの間に、入札参加者の資格要件（第４ ２(１)～(４)）を欠く事態

もしくは入札参加者の制限（第４ ２(５)）に該当する事態が生じた場合は、市は本契約を締結し

ないことがある。 

③本事業の工事に関して、事業者は、不当要求防止対策協議会を組成し、暴力団等反社会勢力によ

る不法・不当要求および誹謗中傷等による健全な工事進捗への妨害に対し、警察等関係諸機関と

連携を図り、関係者の安全安心を確保し、工事の健全かつ安全な進捗に尽力する。 

④契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑤この入札について苦情のある者は，神戸市特定調達等調査委員会へ苦情の申出をすることができ

る。 
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第７ その他 

１ 市における競争入札参加資格の審査 

競争入札参加資格の審査については、神戸市公告（令和元年 11月１日付第 891号）を参照のこ

と。 

また、市における入札参加資格申請の手続きについて不明の点は、下記ホームページで確認する

か、下記２（１）へ問い合わせること。 

 

ホームページ（兵庫県電子入札共同運営システム「ｅ-ひょうご」） 

https://www.nyusatsu.e-hyogo.jp/kobe/index.rbz 
 

２ 問い合わせ先 

(１)本事業の事務局 

本事業の事務局は、次の通りである。なお、問い合わせは原則としてメールにて行うこと。 

神戸市都市局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 

所在地     ：〒651-0087 神戸市中央区御幸通 6丁目 1-12 三宮ビル東館 6F 

電話          ：078-984-0252 

メールアドレス：2goukan@office.city.kobe.lg.jp 

(２)本事業のホームページ 

https://www.city.kobe.lg.jp/a55197/shise/kekaku/jutakutoshikyoku/kobetoshin/2goukansa

iseibi.html 


