
◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第２回対話の概要（令和４年１月26日公表）

No 項目 議題 回答

1 入札参加資格について ・参加資格確認申請書類の提出期限から入札時提出書類の提出期限の間における事

業者の変更は認められるか。

・事業者決定から事業契約締結までの間、及び事業契約締結以降における事業者変更

はどのような場合であれば認められるか。

・入札説明書16ページに記載のとおり、参加資格確認申請書類の提出期限から入札時

提出書類の提出期限の間に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、変更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、変更後において参加資格を満たすことが出来る場合に限り変更

することができる。

・事業者決定から基本協定締結までの変更は認められないが、基本協定締結から事業契

約締結の間については、例えば、経営基盤の強化、事業リスクの分散など、妥当な理由が

あると認められる場合、基本協定に基づき、事業者の変更を認めることは可能と考えてい

る。

・事業契約締結以降については、契約内容に基づき、市の事前の承諾があれば事業者の

変更（民間機能の譲渡）は可能と考えている。

2 本事業の建付けについて 運営開始後の民間機能の事業譲渡は可能か。 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である（第2回質問

回答（令和3年11月12日公表）No.38参照）。

3 本事業の建付けについて 行政区画の部分は、神戸市に「譲渡」する整理でよいか。 行政機能部分については、市の名義で「所有権保存登記」を行う。なお、登記の費用負

担については【資料７】「事業契約書（案）」第31条を参照すること。

4 本事業の建付けについて 神戸市が選定する業者が建物を解体する法定根拠（所有者ではないので、神戸市から

委任を受けて解体する、などの法律整理かどうか）を確認させて頂きたい。

本事業は、解体対象施設の所有者である神戸市が、解体工事を含む事業を公募により

選定した事業者に発注し、事業者は受注した事業の中で解体工事を行うこととなる。従っ

て、解体工事を行うに当たり、選定後に締結する事業契約書等以外に別途契約等は不

要と考えている。なお、公募により選定した事業者と、実際に解体工事を担う者との関係

は、円滑に事業を実施できるようご検討いただき、事業実施体制として提案いただきたい。

5 本事業の建付けについて 解体工事中に想定外のＰＣＢやアスベスト、地中杭があるなど、コスト増大要因が発覚

した場合の追加コスト負担は所有者負担になるか。

想定外のコスト増大要因への対応については、当該事象が発生した際、市と事業者の協

議により対応を検討するものと考えている。例えば、公募関係資料（【別添９】「アスベスト

調査報告書」など）に示す箇所以外でアスベスト含有建材が発覚した場合の除去等に係

る追加コストは、対応について協議のうえ、市の負担により対応することが想定される。

6 本事業の建付けについて 借地契約において、土地の瑕疵（地中埋設部、土壌汚染）の責任は神戸市が負う条

件との認識か。

例えば、公募関係資料（【別添９】アスベスト調査報告書など）に示す箇所以外で土地

の瑕疵が発覚した場合の対応に係る追加コストは、協議のうえ、市の負担により対応するこ

とが想定される。

7 本事業の建付けについて 行政とで建物を持ち合う（区分所有）前提であるが、割合（全体共用部分の共有持

分と借地権の準共有持分割合）はどのタイミングで決定するか。

・定借が始まる工事着工の時点では、設計図面の内容をもって持分割合を決定する。

・建設途中に設計変更等が生じ持分割合が変動する場合は、関連書類（図面等）を

もって双方確認・協議の上、文書で合意した上で決定する。

8 基本協定書（案） 特別目的会社の設立をしない場合の基本協定書の提示をお願いしたい。 現行の協定書案の趣旨を損なわない範囲で記載事項を修正し、後日開示予定である。

9 基本協定書（案） 以下条文について、乙は、事業契約の締結に関し、「甲及び乙協議の上決定する」として

頂きたい。

第７条第２項

乙は、事業契約の締結に関する協議にあたっては、甲の要望を尊重する。

原文通りとする。
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第２回対話の概要（令和４年１月26日公表）

No 項目 議題 回答

10 基本協定書（案） 以下条文について、第12条第２項と同じく、「合理的な範囲の損害を賠償又は補償す

る」としてもらいたい。

第12条第３項

甲の責めに帰すべき事由により、事業契約の締結に至らなかったときは、既に甲が本事業

の準備に関して支出した費用について、甲の負担とするほか、既に乙及び丙が本事業の準

備に関して支出した費用についても、合理的な範囲において甲が負担する。

原文通りとする。

11 基本協定書（案） 以下条文について、合理的な範囲において補償をお願いしたい。

第12条第４項

前各項の規定にかかわらず、市議会の議決が得られないことにより、事業契約の締結に至

らなかったときは、既に甲、乙、丙及び事業者が本事業の準備に関し提出した費用は、各

自の負担とし、乙、丙及び事業者は、甲に損害の賠償又は補償を求めることはできない。

原文通りとする。

12 基本協定書（案） 以下について、特別目的会社を設立しない場合は、不要として理解してよいか。

別紙１ 設立時の出資者一覧

別紙２ 増資計画書の様式

別紙３ 出資者誓約書の様式

特別目的会社を設立しない場合は、それに代替するものが必要である（構成員一覧、JV

協定書等）。

13 事業契約書（案） 以下条文について、全てにおいて事前承諾が必要となると業務遂行に支障をきたす為、範

囲を限定するか全文削除をお願いしたい。

第４条第２項

 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、本基本協定に記載された業務を受託し、又

は請け負うべき構成員又は協力企業以外の者に、本事業の全部又は一部を委託し、又

は請け負わせてはならない。また、事業者は、市の承諾を得て、かかる第三者に本事業の

全部又は一部を委託し、又は請け負わせた場合、市の事前の書面による承諾なく、当該

委託又は請負の内容を変更してはならない。

・原文通りとする。

・大きな考え方は事業契約締結時に整理した上で、具体的な事前承認の範囲や対象に

ついては、事業契約締結後に協議を進めるものとする。

14 事業契約書（案） 以下条文について、どのような理由が考えられるか。

第４条第４項

市は、事業者が本事業の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合にお

いて、当該第三者がその業務を行うに不適当と認めたときは、事業者に対し、理由を付記

して、いつでもその交替を請求することができる。事業者は、かかる第三者の交替により費

用が増加し、又は損害が発生した場合であっても、市に対し、かかる増加費用の支払又は

損害の賠償を請求することはできない。

想定される例は以下の通り。

れる場合
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第２回対話の概要（令和４年１月26日公表）

No 項目 議題 回答

15 事業契約書（案） 以下条文について、範囲を限定するか全文削除をお願いしたい。

第４条第５項

事業者は、第三者に本事業の全部又は一部を委託し、又は請け負わせる場合、当該委

託又は請負に係わる契約の締結後速やかにその契約書の写しを市に対して提出する。ま

た、事業者は、当該契約が変更された場合、当該変更後速やかに、その変更契約書の

写しを市に対して提出する。

原文通りとする。

16 事業契約書（案） 以下条文について、保証金の金額変更のない形でお願いしたい。

第８条第５項

第１項の契約保証金の金額は、同項に基づく契約保証金の納入後に施設整備費等の

金額が減額された場合には、これを変更せず、第1項に基づく契約保証金の納入後に施

設整備費等の金額が増額された場合には、増額分につき第1項但書に定める措置をとる

場合を除き、市が指定する期限までに、増額分の100分の３以上の金額を契約保証金

として追加で市に納付し又はこれに代わる第1項各号のいずれかに掲げる措置をとらなけれ

ばならない。（以下略）

原文通りとする。

17 事業契約書（案） 以下条文について、SPCの場合を想定しているか。

第11条

事業者は、事業者の監査役が監査を行った会社法（平成17年法律第86号。その後の

改正を含む。）に定める計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の写しを、事

業者の毎会計年度終了後３ヶ月以内に市に提出しなければならない。

及び提案の要件」第2 1(6)の通り、「本事業の経営状況等を確認する上で代替可能な

提出書類を提案すること」としている。

考えているが、各構成員の財務諸表、【様式６】事業収支計画の実績資料等が例として

想定される。

18 事業契約書（案） 以下条文について、方針とはどのようなものか。

第15条第３項

事業者は、本施設の建築、構造、電気設備及び機械設備に係る基本設計の方針（以

下「基本設計方針」という、）を市に提出し、市の承認を得る。事業者は、市の承認を得

た基本設計方針の内容を変更しようとするときは、市の事前の承認を得なければならな

い。

第17条第３項

 事業者は、本施設の建築、構造、電気設備及び機械設備に係る実施設計の方針

（以下「実施設計方針」という。）を市に提出し、市の承認を得なければならない。事業

者は、市の承認を得た実施設計方針の内容を変更しようとするときは、市の事前の承認を

得なければならない。

ページに記載しているとおり、設計業務を担う者が作成する方針である。具体的には、以下

事項等の設計業務を円滑に進め、設計をまとめていくために必要な事項を盛り込んだものと

考えている。

上重視すべき事項、設計対象建築物の性能、規模、入居部署、諸室面積などの施設要

件、コスト、工期、敷地等の制約条件など）、基本設計段階で検討すべき事項

すべき事項
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第２回対話の概要（令和４年１月26日公表）

No 項目 議題 回答

19 事業契約書（案） 以下条文について、事前承認や事前通知が必要な理由は何か。また、業務に支障をきた

す為、事前承認や事前通知は不要としてもらえないか。

第37条第3項

3. 事業者は、民間機能の全部又は一部を第三者（以下この条において「テナント事業

者」という。）に賃貸する場合は、次の各号に掲げる条件に従うものとする。

(1) 第７条第４項に基づき提出され、承認された事業者提案実施計画書に記載のない

テナント事業者へ賃貸する場合、又は同項に基づき提出され、承認された事業者提案実

施計画書に記載のあるテナント事業者を変更する場合は、事業者がテナント事業者と賃

貸借契約を締結する前に市の事前の書面による承諾を取得すること。（以下略）

・原文通りとする。

・大きな考え方は事業契約締結時に整理した上で、具体的な事前承認の範囲や対象に

ついては、事業契約締結後に協議を進めるものとする。

20 事業契約書（案） 以下条文について、市にて負担してもらうことは可能か。

第41条第３項

不可抗力により、行政機能に係る建設業務につき事業者に合理的な増加費用又は損

害が発生した場合、(i)当該増加費用及び損害の額（但し、事業者が不可抗力により

保険金を受領することができる場合、当該保険金の額を控除する。）が、累計で、施設

整備費等の合計額の100分の１に至るまでは、事業者が全てこれを負担し、(ii)これを超

える額については、市がこれを負担する。

原文通りとする。

21 事業契約書（案） 以下条文について、別途、違約金額を約定する予定か。

第47条第３項

前項に基づきいずれかの措置がとられた場合、事業者は、市に対して、第22条第５項及

び第29条第5項に基づく違約金の他、施設整備費等の10分の１に相当する金額及び

18ヶ月分の貸付料の合計額又は市及び事業者が別途合意する金額を違約金として市

の指定する期間内に支払う。また、市が被った損害の額が上記違約金の額を超過する場

合、市は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができる。

原則的な金額は、『施設整備費等の10分の１に相当する金額及び18ヶ月分の貸付料

の合計額』であるものの、具体的な状況によっては、当該合計額では適切な水準ではない

といえる場合があり得るため、当事者間の合意で別の金額にする余地を認める趣旨のもの

である。

22 事業契約書（案） 以下条文について、諸費用には市が負担すべきものはあるか。

第54条

本契約の終了に際し、終了手続きに伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価

損益等については、事業者がこれを負担する。

諸手続きに係る法定費用等が発生する場合は事業者の負担とする。

23 定期借地権設定契約（案） 以下条文について、増改築等の場合の文言と理解して良いか。

第12条第２項

近隣事業者に対して必要な建設工事等の事前説明並びに建物建築に伴う風害及び電

波障害等の対策は、乙の負担と責任において行うものとする。

増改築等だけでなく、本事業で実施する建設工事も含めた内容である。
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第２回対話の概要（令和４年１月26日公表）

No 項目 議題 回答

24 定期借地権設定契約（案） 以下条文について、担保権の設定は認めて頂きたい。

第14条

本件定期借地権及び民間機能につき、譲渡、担保権の設定その他の処分を行わないこ

と。

・原文通りとする。

・担保設定を自由に認めることはできないが、事業者にとって不合理な対応とならないように

協議することは可能である。

25 定期借地権設定契約（案） 以下条文（第16条）について、

事業契約書　第25条

定期借地権設定契約の締結後に、本事業敷地に本施設を建設するに際し、土壌汚

染、支障埋設物（埋蔵文化財、地下構造物及び建設ガラを含むが、これらに限られな

い。）、アスベスト等の建設障害（以下「建設障害等」という。）が発見されたときは、市

がその費用で対処するものとする

と同じ内容という理解で良いか。

第16条

乙は、貸付財産に品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（地中障害物を

含む。以下「契約不適合」という）を発見しても、甲に対して、賃借料の減額、損害賠償

の請求、契約の解除又は履行の追完請求を申し出ることができない。但し、当該契約不

適合が、甲の行為によって生じたものである場合に限り、乙は、履行の追完請求、賃貸料

の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除について、貸付財産の引渡し日から2年

以内に甲に対して協議を申し出ることができるものとし、甲は協議に応じるものとする。

例えば、公募関係資料（【別添９】アスベスト調査報告書など）に示す箇所以外で土壌

汚染、支障埋設物、アスベスト等の建設障害が発覚した場合の対応に係る追加コストは、

協議のうえ、市の負担により対応することが想定される。

26 定期借地権設定契約（案） 以下条文について、無償譲渡するのであれば、解体費相当額の支払いを不要にしてもら

いたい。

第20条第１項

乙は、本件定期借地権の終了時までに、予め返還の態様、解体業者及び工法等につい

て甲と協議を行うものとし、貸付財産上を原状（更地の状態）に回復した上、甲に返還

する。但し、乙との協議を経て甲が指示した場合には、乙は、貸付財産の上に存する本施

設の全部又は一部を収去せず、甲に無償譲渡し、かつ当該無償譲渡の対象となる本施

設の解体費用相当額（但し、行政機能に係る解体費用相当額として市が合理的に定

める金額を除く。）を甲に支払うものとする。

原文通りとする。

27 定期借地権設定契約（案） 以下条文について、損害賠償条項は双方でお願いしたい。

第24条

乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならない。

原文通りとする。
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