
No 対象資料名 頁 行数 項目 質問 回答

1 入札説明書 5 9 定期借地期間 更地返還時の解体費用については行政機能にかかる区分所有部分は神戸市の負担で良い

か？

ご理解の通りです。

【資料８】「定期借地権設定契約（案）」第20条第1項及び第2項をご参照ください。

2 入札説明書 5 22 貸付料 行政機能にかかる底地の区分所有分については貸付料が発生しないという理解で良いか？ ご理解の通りです。

3 入札説明書 5 22 第２_２_（２）_①_４）

貸付料

開業前の解体対象施設の解体・撤去工事期間は貸付料が発生しないと考えてよいでしょうか。 ご理解の通りです。

4 入札説明書 6 14 第２_２_（２）_②_３）

_ア設計・建設期間

設計・建設期間それぞれの期間の想定及びその根拠や考え方をお示し下さい。 マーケットサウンディングの実施結果等を踏まえ、設計期間：約2年間、施工期間：約3年間と

想定しています。

5 入札説明書 7 26 第２_２_（２）_⑤都市計

画提案制度の活用について

基本協定締結後、都市計画の変更に関して都市計画審議会の承認が得られないことにより事

業者が辞退する場合、何らかのペナルティを受けることはあるのでしょうか？

原則として、【資料７】「事業契約書（案）」第44条に該当するものとします。

ただし、当該時点の状況を踏まえ、市は協議に応じることがあります。

6 入札説明書 8 21 第３_２入札スケジュール 対話について、希望に応じて複数回実施いただくことは可能でしょうか。 対話は、２回までの開催を予定しています。

対話の実施期間及び申込方法については、【様式1-3】「守秘義務の遵守に関する誓約書」の

提出があった事業者に別途開示する【資料11】「対話の実施概要」をご参照ください。

7 入札説明書 14 5 民間収益事業に関する要件 ②民間事業に関する要件

・平成17年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

実績

・令和2・3年神戸市競争入札参加資格者名簿への登録

上記２要件は、事業者全社の要件でしょうか？

「入札説明書」第４－２（４）の通り、民間収益事業を担当する者が、参加資格確認申請

時において、満たすべき要件になります。

なお、「入札説明書」第４－２（１）～（４）の各業務を複数社で行う場合及び入札参加

者が市の契約の相手方になる場合は、第1回質問回答（追加分：令和3年10月11日公

表）のNO２をご参照ください。

8 入札説明書 17 1 予定価格 105億円、5億円の算定根拠をご教示いただけますでしょうか。 予定価格は、行政機能に係る業務を行う対価として市が想定する金額を算定していますが、算

定根拠の公表予定はありません。

9 【資料１】要求水準及び提案の

要件

1 10 第１_１_（１）要求水準 【資料２】「モニタリング要領」第３ 施設整備費等の減額の方法の記載と併せて考えた場合、

本計画が事業を進める中で要求水準に適合しない状態となった場合、「減額」「契約解除等」

の処理の優先度等についてどのようにお考えでしょうか。

【資料２】「モニタリング要領」P3のとおり、改善勧告を行った後の対応状況に応じて、企業の変

更、契約解除等、減額を行うことを想定しています。

10 【資料１】要求水準及び提案の

要件

3 31 第２_１_（２）_①会社法

に基づく株式会社

SPCを設立する場合、会社法に基づく株式会社でなく、資産流動化法に基づくSPC（TMK

等）でも問題ないでしょうか。

落札者が設立するSPCの形態は、「入札説明書」第６ １(２)で示す通りです。ご質問の資産

流動化法に基づくSPC（TMK等）の設立については、想定される意図、事業スキームの詳細

が分かりかねるため、必要に応じて対話もしくは次回以降の質問回答を通じて詳細をご確認くだ

さい。

11 【資料１】要求水準及び提案の

要件

4 4 第２_１_（２）_⑩代表企

業

代表企業が複数社（例：メジャーシェア企業が２社＋マイナーシェア１社）存在する事業者

組織体制の提案は可能でしょうか。

入札参加者の責任分担や窓口対応を行う企業を明確にする観点から、原則として、代表企業

は１社として提案してください。

なお、想定される事業者組織体制の詳細が分かりかねるため、必要に応じて対話もしくは次回

以降の質問回答を通じてご確認ください。

12 【資料１】要求水準及び提案の

要件

7 29 第２_２_（２）_③１）コ

スト管理の考え方

賃金又は物価変動などにより工事価格の増が予想される場合、事業契約金額の増額協議を

市と行うことは可能でしょうか。

【資料7】「事業契約書（案）」第36条第１項に記載のとおり、特別な要因により主要な工事

材料の価格に著しい変動が生じた場合などに限り、市と協議を行うことが可能です。

13 【資料１】要求水準及び提案の

要件

10 12 第２_２_（３）資料等の

作成

パンフレット及び長期修繕計画について、行政機能部分の作成費用は市のご負担との理解でよ

ろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

入札金額に含まれるものとしてお考え下さい。

神戸市役所本庁舎２号館再整備事業　事業者公募配布資料に関する質問への回答（令和３年11月12日公表）



No 対象資料名 頁 行数 項目 質問 回答

14 【資料１】要求水準及び提案の

要件

10 32 第２_２_（４）_①電波障

害状況

分棟の配置計画などにより、行政機能部分が原因で電波障害が生じた場合、その対策費用は

市のご負担との理解でよろしいでしょうか。

【資料１】「要求水準及び提案の要件」P10第２ ２ （４）①に記載の通り、本事業において

電波障害が発生した場合の措置は、事業者の負担で行うものとしてお考えください。

15 【資料１】要求水準及び提案の

要件

15～

17

36～3 第２_３_（６）_①②③オ

フィスレイアウト等検討業務

庁舎機能について、現状のオフィス調査、現地調査、職員へのヒアリング、レイアウト作成等は、

いつの時期に実施するのでしょうか。また、上記調査等に加え、庁舎機能の家具・什器備品調

達支援に関して発生する費用については、市のご負担との理解でよろしいでしょうか。

現状のレイアウト調査及び会議室利用状況調査や文書量調査は、基本設計着手前までに市

が実施します。当該調査結果等を踏まえ、基本設計、実施設計に合わせてレイアウトを作成す

るものとお考えください。そのうえでさらに必要な情報がある場合や検討を深めたい場合は、「必要

に応じて現状のオフィス調査や職員へのヒアリング等」を設計業務期間中に行ってください。

庁舎機能の家具・什器備品調達支援については本事業に含むものであり、その費用は事業費

として、入札金額に含まれます。

16 【資料１】要求水準及び提案の

要件

17 29 第２_３_（７）_①移転準

備計画の作成

移転対象部門の特性を踏まえた計画立案のため、できれば移転対象となる部門の情報をお示

し下さい。

現時点で移転対象部局は決定していません。

【資料１】　「要求水準及び提案の要件」P58に記載しているように、一般執務室及び市民利

用の比較的多い執務室等を想定しています。

17 【資料１】要求水準及び提案の

要件

18 16 第２_３_（８）市民利用

空間内装等調整業務に係る

要件

市が別途検討される運営計画等の内容は、いつ頃公表される予定でしょうか。 現時点で想定するスケジュールは、【様式1-3】「守秘義務の遵守に関する誓約書」の提出が

あった事業者に別途開示している【別添26】「市民利用空間の活用イメージ」に示す通りです

が、具体的な時期は未定です。

18 【資料１】要求水準及び提案の

要件

19 11 第２_３_（９）_③土壌の

汚染が判明した場合の汚染

土壌の処理

土壌汚染の処理費用について市のお考えをお聞かせ下さい。 令和２年11月に、本事業の対象敷地を含むエリアについて、旧２号館解体工事及び連絡ロ

ビー・エネルギー施設建設工事、本事業による工事について、土壌汚染対策法第４条第１項

に基づく手続きを行ったところ、地歴等から同法第４条第３項の規定による命令は発出されず、

同法に基づく地質調査等は不要となっています。

したがって、本事業の工事着手前に改めて地質調査等を行う必要はないと考えております。

なお、事業者が任意に調査等を実施し、土壌汚染が判明した場合については、協議により対応

を決める必要があると考えております。

19 【資料１】要求水準及び提案の

要件

21 30 第２_５_（１）建設業務

の範囲

本工事施工者（事業者からの委託）と市民利用空間の内装等工事施工者（市からの委

託）で別企業が選定され、その工期が重複するとき、当該施工者間の業務調整についてはどの

ようにお考えでしょうか。

最終的には、内装等工事施工者が決まり次第、本工事施工者の工程等を踏まえつつ、市、事

業者、本工事施工者、内装等工事施工者で調整することになると考えておりますが、設計業務

の段階においても内装等工事の実施時期等を含めて全体工程を協議しながら進めていくことに

なると考えています。

【資料1】「要求水準及び提案の要件」P18（8）市民利用空間内装等調整業務に係る要件

を参照してください。

20 【資料１】要求水準及び提案の

要件

22 10 第２_５_（３）建設業務

に係る要件

敷地内への工事用車両のアプローチ規制はありますか。 特別な規制はありませんが、下記の事項には留意してください。

・１号館や中央区役所への来庁者など、周辺道路を市民が安全に通行できるよう配慮するこ

と。

・税関線や東町線、三宮駐車場地下通路など、敷地周辺で同時期に予定されている工事があ

るため、工程等に調整が生じること。

21 【資料１】要求水準及び提案の

要件

23 4 　第２_５_（３）_⑥外装

モックアップの作成及び確認

行政機能部分に係るモックアップの作成費用は、入札金額（施設整備費等）に含まれるとの

理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

22 【資料１】要求水準及び提案の

要件

27 1 第３_３_（３）施設の運

営時間

行政部分（庁舎、市民利用空間）、関連施設の運営時間について記載がありますが、民間

機能部分の運営時間について特に配慮すべき内容があればご教示ください。

特にありません。

23 【資料１】要求水準及び提案の

要件

29,31 9,42 第３_４_（２）_②_１）

歩行者・自転車

第３_４_（４）_③敷地周

辺にも関係する動線に関する

事項

「全体共用部のエントランスを敷地北東側～（略）との接続部分にそれぞれ確保すること。」と

ありますが、まちの魅力向上・にぎわい創出のためより良い提案ができると考える場合には、北東

角に別用途のエントランスを設けてよいでしょうか？

全体共用部のエントランスに加えて、個別用途のエントランスを設置することは可能です。

なお、全体共用部のエントランスを設置しない提案は不可とします。



No 対象資料名 頁 行数 項目 質問 回答

24 【資料１】要求水準及び提案の

要件

36 26 機械設備計画 本庁舎1号館の熱負担はどのように想定しておられるでしょうか？

庁舎機能、市民利用空間の熱負担は１号館と同程度と考えればいいでしょうか？

本庁舎１号館の熱負荷の想定は実績熱需要（令和２年夏季）で最大熱負荷(1号館全体

で駐車場、機械室除く）となった約13,000MJ/hを用いて連絡ロビー・エネルギー施設の熱源

容量を算出していますので、庁舎機能も同程度の熱負荷（床面積当たり）と考えています。

また市民利用空間は火気使用を伴う一般家庭用キッチン程度の熱負荷も合せて考慮が必要

です。

25 【資料１】要求水準及び提案の

要件

38 7 第３_５_（１）_③_３）

防災センター

第６_２_（３）_施設計画の記載から、民間機能用監視室を防災センターとは別に設ける

必要があることから、防災センターは市の専有部との認識でよろしいでしょうか。

民間機能には民間機能専用の監視室等（民間機能用監視室）を設け、庁舎機能には、

【資料１】「要求水準及び提案の要件」P62第４ ３ （３）②８）に記載の通り、庁舎機能

（市民利用空間含む）専用の監視室として庁舎用監視室を設けることとしていますが、施設

全体を監視、管理する【資料１】「要求水準及び提案の要件」P38第３ ５ （１）③３）に

記載の防災センターは全体共用部となります。

26 【資料１】要求水準及び提案の

要件

41 28 第３_５_（６）構造計画・

BCP

構造的に分離できる全体共用部については、官庁基準に準拠しない計画も妨げられないとの認

識でよろしいでしょうか。

全体共用部は庁舎機能に必要な機能の一部を担うものとして、災害時等でも一定の機能を確

保するため、構造的に（庁舎機能や市民利用空間と）分離される場合であっても、【資料１】

「要求水準及び提案の要件」Ｐ41のとおり、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に基づ

き、構造体はⅠ類、建築非構造部材はＡ類、建築設備は甲類の基準に適合する性能を確保

するよう計画してください。

27 【資料１】要求水準及び提案の

要件

61 24 第４_３_（３）_②_２）

トイレ

「各階の各トイレに車椅子使用者用便房を男女別に設置する」と書かれていますが、質疑①

No104では、「各階」配置の室をどの階に設置するかは、計画の合理性を考慮して適宜判断し

てよいとのことでした。以上により、車椅子使用者用便房の有無、またはそれを男女別に設置す

るか否かは、各階のトイレの規模に応じて適宜判断してよろしいでしょうか。

庁舎機能内に設置するトイレには車椅子使用者用便房を男女別に設置してください。

ただし、執務室等を設置する階で同一フロアの複数箇所にトイレを設置する計画の場合、当該

フロア内において、男女別に最低1箇所は車椅子使用者用便房とし、他の箇所は計画の合理

性（施設利用者の利便性やユニバーサルデザインへの配慮など）を適宜判断の上、車椅子使

用者用簡易型便房とする提案も差し支えないものとします。なお、1階については、【資料１】

「要求水準及び提案の要件」P61第４ ３ （３）②1）に記載の通り、全体共用部に来庁

者用トイレの設置を要求していることから、計画の合理性を適宜判断の上、車椅子使用者用簡

易型便房とする提案も差し支えないものとします。

また、執務室等を設置しない階のうち居室を有する階についても1階と同様とします。

28 【資料１】要求水準及び提案の

要件

64 9 第４_６セキュリティ計画 この章では「入退室管理設備」と書かれている箇所と、「入退室管理設備（ゲート機能（フラッ

パーゲート等））」と書かれている箇所があります。これらの意味に、違いはあるのでしょうか。

29 【資料１】要求水準及び提案の

要件

64 13 第４_６セキュリティ計画 「入退室管理設備（ゲート機能（フラッパーゲート等））」について、電気錠付（セキュリティ

カードリーダー付）扉もゲート機能と認識しております。認識に間違いはないでしょうか。

30 【資料１】要求水準及び提案の

要件

64 11 第４_６_セキュリティ計画 「１階又は２階（１階を基本とするが低層部の空間計画、動線計画、セキュリティ計画上合

理的な場合は２階も可とする。）に、来庁者のセキュリティチェックを行うための入退室管理設備

（ゲート機能（フラッパーゲート等））を設置すること。」とありますが、庁舎側の運営管理しや

すさの改善およびまちの魅力向上・にぎわい創出のためより良い提案ができると考える場合には、

来庁舎のセキュリティゲート機能を3階など他の階の計画提案をしてよいでしょうか？

提案にあたっては、設置階を指定しているものについては、指定通りとしてください。ただし、【資料

１】「要求水準及び提案の要件」第１　１（３）に記載のとおり、事業開始後、施設利用上

の利便性等を具体的に比較検討した結果として変更する可能性はあります。

31 【資料１】要求水準及び提案の

要件

70 6 　第４_８_（５）_①_

３）極めて稀に発生する地

震動（レベル２）

「極めて稀に発生する地震動（レベル２）は、…サイト波2波…。」とあります。一方「サイト波

ア」によりますとサイト波は「影響の最も大きい震源を選定した地震波」とされています。サイト波2

波とは、影響の最も大きい震源において作成された２方向の地震波(NSおよびEW)と考えてよ

ろしいでしょうか。

サイト波2波は、「影響の最も大きい震源を選定した地震波」及び「長周期地震動を考慮して

適切に設定した模擬地震波」として下さい。

32 【資料１】要求水準及び提案の

要件

100 9 第５_３_（２）施設規模

等

メインスペース（500～600㎡）及び、倉庫を含めた市民利用空間全体（1,000㎡以内）

は有効面積との認識でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

「入退室管理設備」という名称は、異なるセキュリティゾーンの境界部分に設置される出入口とな

るフラッパーゲートや電気錠付扉を総称するものとして用いています。

そのうち多人数が同時に通過するための特別な設備（フラッパーゲート）が必要となるいわゆる

ゲート的な箇所を、「入退室管理設備（ゲート機能（フラッパーゲート等））」と表現していま

す。



No 対象資料名 頁 行数 項目 質問 回答

33 【資料１】要求水準及び提案の

要件

106 17 第６_１基本的な考え方 民間機能において発生するリスクを、行政機能等から分離、切り離すための方策について、具体

的な方策のイメージはおありでしょうか。また、同方策は必ず提案する必要がありますでしょうか。

行政機能を維持する上で重要な設備系統等を可能な限り分離することなどが考えられます。提

案されていなくても失格とはなりませんが、【資料４】「落札者決定基準」の第３　３　（１）表

中の「２．全体計画（２）配置計画・共用空間」などで評価しますので、できる限りご提案くだ

さい。

34 【資料１】要求水準及び提案の

要件

113 2 第８_１基本的な考え方 民間事業者による解体対象施設（三宮駐車場の北入口スロープ及び給排気塔、旧２号館

地下躯体、旧電気・機械室棟及び旧クーリングタワー、外構）の解体・撤去工事は、市の「連

絡ロビー・エネルギー施設」完成後、あるいは上記工事に影響しない範囲から、順次工事着手で

きるものとの認識でよろしいでしょうか。あるいは工事着手可能時期の想定があればご教示くださ

い。

原則として、連絡ロビー・エネルギー施設完成後着手可能であるとお考え下さい。なお、連絡ロ

ビー・エネルギー施設は令和６年１月末頃を完成予定としております。

35 【資料４】落札者決定基準 7 13 （７）設計・施工計画 入札公告（神戸市公告第536号）のＰ2「2　参加資格要件等　(1)_③『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。』と記載が

あります。建設業務の請負者を提出書類提出時までに決めない場合は、左記のページの「【品

質管理】（建設段階における品質の確保や向上、施工の合理化）、【コスト管理】建築資材

や建築労務等に関するコスト管理、【工程管理】（工期短縮）」などの提案を行いにくいため、

当該部分の決定基準や配点を見直して頂くことは可能でしょうか？

【資料４】「落札者決定基準」のＰ5～Ｐ8「加算点審査項目及び配点」について、見直しの予

定はありません。

36 【資料４】落札者決定基準 8 表中 評価の視点

にぎわい・集客機能

「にぎわい・集客機能ⅰ」と「にぎわい・集客機能ⅱ」におけるⅰとⅱの位置付けの違いについてご

教示下さい。

評価の視点における「にぎわい・集客機能ⅰ」は、民間機能の具体的な用途について評価を行

うものであり、「にぎわい・集客機能ⅱ」は、それらの用途からもたらされる空間の高質性や、機能

間の連携によって生まれる付加価値等について評価を行うものです。

37 【資料７】事業契約書（案） 17 30 管理組合及び管理規約等 管理組合は常駐でオフィスを設置し、神戸市・事業者からそれぞれ出向する形式で運用すること

を想定しているのか？またその場合のオフィス賃料その他コストは折半で良いか？

管理組合のための常駐オフィスの設置及び市職員の出向については、現時点では想定していま

せん。

具体的には、選定後の協議により決定することとなりますが、【様式1-3】「守秘義務の遵守に関

する誓約書」の提出があった事業者に別途開示している【別添22】「共用部分の管理に関する

考え方」もご参照ください。

38 【資料８】事業契約書（案） 17 22 処分の禁止等 神戸市が承諾する場合において持ち分の売却が可能（神戸市は不合理に拒否しない）となっ

ているのが、グループ会社、弊社私募リートへ売却することを想定して問題ないか？

事前の書面による承諾を市から得た場合、民間機能の譲渡は可能になります。

なお、現時点で譲渡先の可否に関する回答は出来かねます。

39 【別添23】諸室等性能表 1 4 面積 【別添23】「諸室等性能表」の各室の面積に関して「数値の記載がある項目は最低限度の規

模を示す」と書かれています。一方で【資料1】「要求水準及び提案の要件」_P1_30行目には

「面積等の定量的な水準のうち、「約」と表現しているものは、当該数値の±10%以内に収める

ものとする」と書かれています。これらにより、【別添23】「諸室等性能表」に記載の各室面積は、

値の±10%が、面積の最低限度と判断してよろしいでしょうか。

【別添23】「諸室等性能表」に記載の各室面積には、「約」と表現している数値はなく、同表のタ

イトル行に記載しているとおり、記載の値が最低限度となります。

40 【別添23】諸室等性能表 1 9 一般執務室 「＊右欄「内装仕上げ」は、間仕切り（パーテーション）については、ガラス等透過性のあるものと

し、ブラインド等を備えること」とありますが、これが指すパーテーションとは、1行上に書かれている

「床面積1㎡あたり延長0.1mの間仕切り」とは異なるものでしょうか。その場合、何を指していま

すか。

（1行上に記載している）「床面積1㎡あたり延長0.1mの間仕切り（パーテーション）」に対す

る条件です。

41 【別添23】諸室等性能表 1 9 一般執務室 「＊右欄「内装仕上げ」は、間仕切り（パーテーション）については、ガラス等透過性のあるものと

し、ブラインド等を備えること」とありますが、ブラインド等を備える範囲は、すべてのパーテーションで

しょうか。

全てブラインド等を備えてください。



No 対象資料名 頁 行数 項目 質問 回答

42 【別添23】諸室等性能表 1 28 低層部諸室A 「各室内で関係者エリアを形成するための間仕切りを設置すること」とありますが、配置や長さが

不明です。別途工事でよろしいでしょうか。

本工事に含むものです。一般執務室と同程度（床面積1㎡あたり延長0.1m）で見込んでくだ

さい。

43 【別添23】諸室等性能表 3 8 エントランスロビー_応対スペー

ス（個室）

「各室には出入口を2か所（来庁者用・職員用）設置すること」と書かれていますが、室にアクセ

スする動線を分ける必要があるのでしょうか。

必ずしも室にアクセスする動線を分ける必要はありません。緊急避難経路を確保するため、出入

口を2か所設置することとしています。

44 事業者公募配布資料に関する

質問への回答（令和3年10月

11日公表）

1 No３ 「提案にあたっては、設置階を指定しているものについては、指定通りとしてください。ただし、

（略）事業開始後、施設利用上の利便性等を具体的に比較検討した結果として変更する可

能性はあります。」と回答がありましたが、運営管理上およびまちの魅力向上・にぎわい創出のた

めより良い提案ができると考える場合には、指定階以外の計画提案をしてよいでしょうか？

第１回質問回答（追加分：令和3年10月11日公表）のNO３のとおり、提案にあたっては、

設置階を指定しているものについては、指定通りとしてください。

なお、同質問回答のとおり、庁舎用監視室及び災害備蓄倉庫の設置階は「１階」から「全体共

用部の防災センター設置階と同じ階」に変更しております。


