
◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第３回対話の概要（令和４年４月25日公表）

No 項目 議題 回答

1 指名停止について 万一指名停止となった場合、指名停止の対象となるのは、入札参加者である企業のみで

あり、その親会社や関連会社にまでは及ばないとの見解を貴市契約管理課から得ている

が、本事業においても同様の扱いで良いか。

ご認識の通り。

2 要求水準及び提案の要件 「第２　１（６）④２」契約又は覚書等の写し」について、例えば、事業提案書提出時

に明示する企業との設計業務委託契約などは「事業者の経営に及ぼす影響が少ないも

の」に該当するという理解で良いか。

「第２　１（６）④２」契約又は覚書等の写し」については、基本的にお出しいただくこと

を想定している。「事業者の経営に及ぼす影響が少ないもの」とは、本事業を実施するにあ

たり、事業者内部で一時的な業務量の増加に対応するための派遣会社と契約する労働

者派遣契約や、リース会社と契約する事務機器等のリース契約などを想定している。

3 要求水準及び提案の要件 別添３の「■別表３　各種申請書類」のうち「計画通知」について、申請者が民間事業

者となるため、「確認申請書」と読み替えても問題ないか。

建築主としては神戸市も連名に入ることを想定しているが、事業主体が民間で、床面積が

民間機能の方が多い場合、申請は法6条の建築確認申請となるため、ご提案の内容に応

じて、ご質問のとおり読み替えていただいて支障ない。行政機能が多くなると、計画通知とい

う扱いになる可能性もある。なお、提案内容等に応じて最終的には建築主事に確認を取る

必要がある。

4 行政機能の供用開始までの期間 行政機能の供用開始前の移転や引越しについて、施設の完成・引渡しからどの程度の期

間を見込んでいるか、提示をお願いしたい。

現時点での具体的な想定はない。移転作業（家具実装を含む）については、多くの部局

を分散して行う必要があることから、完成・引渡し時期がある程度決まってきた段階で、各

部局の都合を踏まえながら、移転スケジュールを組んでいくことになる。参考として、本庁舎

から民間ビルへの仮移転時には事前準備を除き約3か月の期間を要している。また、引渡し

後の追加内装・設備工事は、今後の施設設計の内容にも左右されるが、必要最低限の

規模を想定しており、期間的にも短いものとしたいと考えている。

5 行政機能の引渡し時期 引渡し時期の遅延によるペナルティのリスクを最小化するため、引渡し時期を大幅に遅くし

て提案した場合、提案審査や事業実施段階における問題はあるか。

ペナルティ回避を目的としたものではなく、事業実施に必要な妥当性のある工程をご提案い

ただきたい。なお、スケジュールについては、【資料４】「落札者決定基準」の加算点審査項

目２．（７）設計・施工計画の中で工程管理として完成予定時期を含め、選定委員

会において評価されることとなる。

6 三宮駐車場地下通路のリニューアルコンセプト提案 地上道路部や地下通路部の利活用について、市として想定するスケジュールや目標などが

あれば、提示をお願いしたい。

現時点で、特段決めているものはない。提案内容を踏まえて、各施設の供用開始の状況

に合わせた効果的な利活用が行えるよう、設計・建設期間中に調整を進める予定である。

7 電波障害対策について 当該敷地に設置されていた電波基地（アンテナ）については、移設していると思われる

が、現状どのような状況になっているか。

現状、当該敷地にアンテナ等の電波基地はない。
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第３回対話の概要（令和４年４月25日公表）

No 項目 議題 回答

8 損害賠償について 基本協定締結以降に本事業を辞退した場合の損害賠償額について、上限額を明記頂

きたい。

事業者帰責によるものであり、市として上限額を明記することは難しいと考えている。

9 事業終了後の解体、返還について 地上部分のみ建物を解体し、地下部分については、無償譲渡かつ、その解体費相当額を

市に支払うという返還方法は提案可能か。

提案自体は可能であり、返還方法は定借契約案第20条第１項の条項に基づき決定す

る。本決定に向けた協議は、定借期間の満了が近づいてきたタイミングで行うものと想定し

ている。

10 基本協定書（案）【JV版】 以下条文について、この確認（民法上の組合であること）を追記した意図は何か。

第４条第２項

事業者は民法上の組合とする。

あくまでJV版の各種契約書類を作成する上で民法上の組合が組織される想定で規定して

いる条項である。事業者選定後、提案内容に応じて適宜調整する。

11 基本協定書（案）【JV版】 以下条文について、共同企業体協定書の謄本とは何を指すか。各社捺印した協定書の

写しと理解して良いか。

第４条第３項

代表企業は、本協定締結後速やかに、共同企業体協定書の謄本を甲に提出し、その後

変更があった場合には、その都度速やかに変更後の共同企業体協定書の謄本を甲に提

出する。

ご理解の通り。

12 基本協定書（案）【JV版】 以下条文について、構成員の変更がない場合の代表企業の変更は、事前承諾ではなく

事後通知として頂けないか。

第５条第１項

乙は、甲の事前の書面による承諾なく、代表企業を変更しない。

原文の通りとする。入札説明書の通り、代表企業は市の交渉窓口となる重要な役割を担

う企業であるため、事前承諾を必要とする。

13 基本協定書（案）【JV版】 以下条文について、「乙は、事業期間が終了するまで…」とあるが、本協定書の有効期間

を鑑みると、「本協定締結後、事業契約締結（本協定が終了）するまで…」ではない

か。

第５条第２項

乙は、事業期間が終了するまで、甲の事前の書面による承諾なく、事業者の共有財産並

びに事業者の組合員としての地位及び権利義務につき、譲渡、担保権の設定その他一

切の処分（合併、会社分割等による包括承継を含む。）を行ってはならない。

原文の通りとする。

14 基本協定書（案）【JV版】 以下条文について、「甲の要望を尊重する」の箇所を「甲の要望を真摯に検討する」に変

更できないか。

第６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。

原文の通りとする。
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第３回対話の概要（令和４年４月25日公表）

No 項目 議題 回答

15 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、借地権の設定については、市と事業者を借地権者とする賃借権登記

を行うという理解で良いか。

第３条第１項第２号

市及び事業者は、本事業敷地における本施設の整備に着手するまでに本定期借地権設

定契約を締結し、本定期借地権設定契約に基づき本事業敷地について定期借地権

（以下「本定期借地権」という。）を設定する（なお、本定期借地権は市及び事業者の

準共有に属するものとする。）。

借地権の対抗要件は、借地自体の登記でなくても建物の登記で具備することができるた

め、市と事業者で建物の区分所有登記を設定し、別途借地権に関する登記は設定しな

い予定である。

16 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、３ヶ月以内に協議が整わない合理的な理由がある場合（コロナ等の

パンデミックの発生等）は、３ヶ月を超えても協議できるよう変更できないか。

第３条第３項

前項の日程を変更するときは、市と事業者が協議して定める。但し、協議開始から3ヶ月

以内に協議が調わないときは、市が決定して事業者に通知する。

ご意見を踏まえ、「市が合理的に認める場合は、３ヶ月以上の期間を協議期間として定め

ることができる」という内容に修正する。

17 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、本事業に関する各業務について、市の書面による事前承諾が必要な

業務の範囲を協議させて頂きたい。

第４条第２項

事業者及び市は、本事業に関する各業務を、本基本協定別紙3に記載の者が担当する

ことを確認し、事業者は、市の事前の書面による承諾なく、本事業に関する各業務を受託

し又は請け負うべき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、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。

協議は可能であるが、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。

18 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、契約書の写しを提出する契約の範囲を協議させて頂きたい。また、金

額等の条件の開示は控えさせて頂きたい。

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。

基本的には本事業の委託・請負に係る契約は、市がモニタリングを行う上で必要になるた

め、契約内容のすべてを開示していただく必要がある。具体的な内容については、市と事業

者で協議することは可能である。

19 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、謄本の作成は予定してない為、共同企業体協定書の写しの提出で

良いか。

第４条第12項

事業者は、共同企業体協定書を変更した場合には、速やかに、その謄本を市に提出す

る。

良い。
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第３回対話の概要（令和４年４月25日公表）

No 項目 議題 回答

20 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、共同企業体協定書の謄本とは何を指しますでしょうか？各社捺印し

た協定書の写しと理解して良いか。

第４条第12項

事業者は、共同企業体協定書を変更した場合には、速やかに、その謄本を市に提出す

る。

ご理解の通り。

21 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、構成員の変更は事後通知に変更できないか。

第４条第13項

事業者は、市の事前の書面による承諾なくして、自己の構成員を変更してはならず、また

自己を解散してはならない。

原文の通りとする。

22 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、解体工事・建設工事の発注業務の委託を目的とし、その業務の対価

として報酬が支払われる為、建設業法上の許可は不要という整理で理解しているが良い

か。

第５条第１項～第５項

１　事業者は、本契約締結後、本事業関連書類に従い、許認可等の取得又は届出に

係る工程表を市に提出し、市の確認を受けなければならない。

2 　本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可等（各構成員におい

て必要となる一切の許認可等を含む。）は、事業者が自らの責任及び費用負担により取

得し又は関連する構成員をして取得させる。また、事業者が本契約に基づく義務を履行

するために必要となる一切の届出及び報告（各構成員において必要となる一切の届出

及び報告を含む。）は、事業者がその責任において作成し、提出し又は関連する構成員

をして作成し、提出させる。但し、市が許認可等の取得又は届出をする必要がある場合に

は、市が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について事業者の協力を求めた場合に

は、事業者はこれに応じる。また、建設業務の実施にあたり必要となる建築確認申請は、

市及び事業者が連名で行うものとし、行政機能に係る申請の費用及び全体共用部に係

る申請の費用のうち市が負担すべき費用は市が負担する。

第３項～第５項（省略）

基本的には同様の理解であるが、事業者が考える体制・スキームでの提案であり、事業者

として判断してほしい。本事業を実施するにあたって必要となる許可等に関しては、事業者

側で確認いただきたい。
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第３回対話の概要（令和４年４月25日公表）

No 項目 議題 回答

23 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、「市が実施した調査、又は本事業敷地及び解体対象建物に関する

市の貸与資料等の誤り、欠如若しくは不明瞭に起因して、市又は事業者に生じた損害、

損失又は費用は、この限りでない。」というのは、事業者に生じた損害、損失又は費用は

市が負担するとい理解で良いか。

第９条３項

事業者は、調査業務及び調査結果に係る一切の責任及び費用を負担しなければなら

ず、事業者の事前調査の誤り又は過失に起因して市又は事業者に生じた損害、損失又

は費用は、事業者が負担するものとする。但し、市が実施した調査、又は本事業敷地及

び解体対象建物に関する市の貸与資料等の誤り、欠如若しくは不明瞭に起因して、市

又は事業者に生じた損害、損失又は費用は、この限りでない。

ご認識の通り。市が実施した調査、又は本事業敷地及び解体対象建物に関する市の貸

与資料等の誤り、欠如若しくは不明瞭に起因して事業者に生じた損害、損失又は費用に

ついて合理的な費用と判断した場合は、市が負担する。

24 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、住民の反対運動、訴訟については、市の責任及び負担にて対処する

に変更できないか。

第９条第５項

市は、前項の定めにかかわらず、本事業の内容及び本事業それ自体に対する住民の反対

運動又は訴訟については、市の責任で対処する。事業者は、合理的範囲内でこれに協

力する。

責任という表現で、費用負担についてもカバー出来ていると考えるため、原文の通りとする。

25 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、全文削除できないか。（通常の民間事業で開示していることはなく、

民間機能の収支状況が市に直接的な影響を及ぼすものではないと考えているため）

第11条

事業者は、各構成員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する。また、事業者は、事業者の計

算書類5その他本事業に関する収支計画の実績資料6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。

原文の通りとする。市としては、事業期間を通じて事業の安定性を維持することを重視して

いることから、定期的に本事業の経営の状況等を確認し、提案された計画を達成していな

い又は達成しないおそれがある場合に改善を求める考えであり、そのために必要な資料と考

えている。

26 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、市が指定する期間は、事業者が十分に検討することができる期間で

設定をお願いできないか。

第12条第１項

市は、必要があると認めるときは、本事業関連書類（本契約及び本基本協定を除く。以

下、本条において、同じ。）の変更を求めることができる。事業者は、市が指定する期限ま

でに、市に対して、当該変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検

討結果を報告しなければならない。

事業者との協議の上で設定する。
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第３回対話の概要（令和４年４月25日公表）

No 項目 議題 回答

27 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、例えば、都市計画協議の遅延、事業者と市の間でのプラン調整に起

因する遅延、または経済環境の変更に伴う事業性の再構築に起因する遅延の発生は、

「合理的に見込まれる場合」に当たると考えて良いか。

第12条第２項第１号

本事業関連書類の変更に関し、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、本契約

の個別の条項に定めるほか、次のとおりとする。

(1) 市の責めに帰すべき事由（①市の指示又は請求（事業者の責めに帰すべき事由に

起因する場合を除く。）、及び②本契約、入札説明書等の不備又は（市の責めに帰す

べき事由による）市による変更をいう。）により、本事業に遅延が発生することが合理的に

見込まれる場合、又は本事業に係る費用が増加し、若しくは損害が発生した場合、市

は、事業者と協議の上、市が定める期間、本引渡予定日及び本供用開始予定日の両

方又はそのいずれかを延期するとともに、当該費用又は損害を負担する。

「本事業に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合」における「合理的」とは、「遅延

の原因が合理的なものかどうか」ではなく、「市の帰責事由があった場合、合理的にみて、遅

延が発生することになるかどうか」という視点での条項になる。このため、まずは市の帰責事由

に該当するかどうかを判断し、その上で、その状況が合理的に（当然に）遅延するものかど

うかを判断する。

◆「都市計画協議の遅延」について

め、関係する協議の遅延については、基本的に市の帰責事由には該当しないと考えてい

る。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る。

◆「事業者と貴市の間でのプラン調整に起因する遅延」について

た判断になるが、例えば市の責めに帰すべき事由による市からの指示・請求があり遅延した

場合等は、【資料７】「事業契約書（案）」第12条第2項第1号の「市の責めに帰すべき

事由により、本事業に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合」に該当すると考えて

いる。

◆「経済環境の変更に伴う事業性の再構築に起因する遅延」について

由には該当しないと考えている。

28 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、市の起因により、著しい変更が必要となった場合は、市により費用や

損害等の負担をして頂けるか。

第12条第３項

本事業関連書類の著しい変更が必要である場合、市は、事業者に対して、前項に基づく

費用又は損害の負担の請求とは別に、違約金として、18ヶ月分の貸付料相当額を上限

として当該変更に基づく本事業に対する影響を踏まえて市が合理的に定める金額を請求

することができる。

市の責めに帰すべき事由による費用の増加あるいは損害の発生については、変更が著しい

か否かには関わらず、第12条第2項第1号の通り、市は事業者と協議の上、合理的と判

断される費用又は損害を負担するという考えである。

第12条第２項第１号

市の責めに帰すべき事由（①市の指示又は請求（事業者の責めに帰すべき事由に起因

する場合を除く。）、及び②本契約、入札説明書等の不備又は（市の責めに帰すべき事

由による）市による変更をいう。）により、本事業に遅延が発生することが合理的に見込ま

れる場合、又は本事業に係る費用が増加し、若しくは損害が発生した場合、市は、事業

者と協議の上、市が定める期間、本引渡予定日及び本供用開始予定日の両方又はその

いずれかを延期するとともに、当該費用又は損害を負担する。
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第３回対話の概要（令和４年４月25日公表）

No 項目 議題 回答

29 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、次の文言に変更頂けるか。

「本事業関連書類の著しい変更が必要である場合において事業者が前項第2号または第

3号により費用または損害を負担するときは、市は…」

第12条第３項

本事業関連書類の著しい変更が必要である場合、市は、事業者に対して、前項に基づく

費用又は損害の負担の請求とは別に、違約金として、18ヶ月分の貸付料相当額を上限

として当該変更に基づく本事業に対する影響を踏まえて市が合理的に定める金額を請求

することができる。

ご意見を踏まえ、「本事業関連書類の著しい変更が必要である場合において事業者が前

項第2号により費用または損害を負担するときは、市は、事業者に対して、前項に基づく費

用又は損害の負担の請求とは別に、違約金として、18ヶ月分の貸付料相当額を上限とし

て当該変更に基づく本事業に対する影響を踏まえて市が合理的に定める金額を請求する

ことができる。」という表現に修正する。

30 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、公正証書作成費用等の契約締結に関する費用は、貸主と借主でそ

れぞれ負担することは可能か。

第14条第２項

本定期借地権設定契約の締結手続（公正証書の作成を含む。）は、事業者が主体

的に実施するものとし、同契約の締結に要する費用は、公正証書作成の費用を含め、事

業者が負担する。

原文の通りとする。事業契約等に係る収入印紙代は、行政機能の整備のための必要経費

という位置づけで市と事業者で折半する形としているが、定借契約に伴う公正証書作成費

用は、民間機能の整備・運営のための必要経費という認識であり、市が支払う事業費には

見込んでいない。

31 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、汚染土壌があるという示唆か。

第19条第４項

事業者は、本事業関連書類に従い、必要に応じて市の関連部署等と協議の上、汚染土

壌の処理計画書を策定し、市に提出し、確認を受けなければならない。

必要に応じた計画書の作成を示すものであり、現状汚染土壌があることを示すものではな

い。

32 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、行政機能部分のプランに関し、事業者より設計変更等を求めることは

できるか。

第20条

市は、第16条及び第18条に定める場合のほか、必要があると認めるときは、事業者に対

して、事業者の提案の範囲を逸脱しない限度で、本施設の設計の変更を求めることができ

る。事業者は、市が指定する期限までに、市に対して、当該設計の変更に伴い発生する

費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。

第21条第２号

事業者の責めに帰すべき事由により本事業に係る費用が増加し、又は損害が発生した場

合、事業者は、当該費用又は損害を負担する。なお、事業者の責めに帰すべき事由に

は、市以外の関係機関との協議により遅延した場合を含む。

具体的な設計が始まった後に協議を行うこととする。
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第３回対話の概要（令和４年４月25日公表）

No 項目 議題 回答

33 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、着工予定日より３か月以上遅延した場合でも引渡し予定日までに

引渡しできた場合は、ペナルティの対象外になるという認識で良いか。

第22条第５項

事業者の責めに帰すべき事由により建設業務の開始日が本着工予定日（第1項但書に

より変更された場合には変更後の日とする。本項において、以下同じ。）よりも3ヶ月以上

遅延した場合又は行政機能の引渡日が本引渡予定日（但し、事業者の責めに帰すべ

き事由により本引渡予定日が変更された場合には、当該変更前の本引渡予定日とす

る。）に遅延することが明らかである場合、市は、事業者に対し、違約金として、本着工予

定日の翌日を起算日とする建設業務の開始日の遅延日数に応じ、1日当たり、施設整

備費等の合計額に1000分の1を乗じた金額を請求することができる。なお、市に当該違

約金を超える損害があるときは、市は、事業者に対し、その損害額を請求することができ

る。

本条項としては、着工予定日よりも3ヶ月以上遅延したが引渡予定日に間に合った場合で

も、市は違約金を請求できるという規定になる。引渡予定日に間に合うことを合理的に説

明できる場合は、違約金を請求しない可能性もあるが、当然にペナルティの対象外となると

いうことではない。

34 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、電波障害についても、市がその費用で対処して頂き、なお書きを削除

して頂けないか。

第25条第１項

本契約の締結後に、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。但し、市が本契約の締結時までに公表した資料に示された建設障害等又

は市が本定期借地権設定契約の締結時までに公表した資料から合理的に予測できる建

設障害等の撤去及び対策等については、事業者がその費用で対処するものとし、市は補

償、損害賠償等は一切行わない。なお、電波障害については、市はいかなる場合も補償

又は費用負担等を行わない。

原文の通りとする。民間提案による影響が大きいため、事業者負担とする。

35 事業契約書（案）【JV版】 土壌搬出時に汚染物が発見され、処分費が増額となった場合、増額分は市が費用を負

担するということで良いか。

市が負担することも十分想定しているが、あくまでも協議の上、（事業契約書第25条に定

める限度で）市が負担すべき対策にかかる費用を市が負担すると考えている。

36 事業契約書（案）【JV版】 任意調査を行った時に汚染物が発見された場合、負担はどうなるか。調査範囲は残置を

前提にしている地中の底板の下も対象となり、その箇所から汚染物が発見された場合、対

策費以外にも底板の除去費用と工期にも影響が出るが、その部分も市の負担と理解して

良いか。

同上。ただし、例えば地下躯体の一部を残す提案がされた場合、残し方によっては不法投

棄と扱われる恐れもある。このように提案内容に応じて法令で処理を求められる場合の追

加費用は、市の追加負担による対応ではなく、事業者側で対応するべきものと考える。
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第３回対話の概要（令和４年４月25日公表）

No 項目 議題 回答

37 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、物価水準の変動等により建設業務等の変更が必要になり、入札説

明書に記載のある価格の上限額を超えることになっても、変更分相当額を市の設整備費

等に反映できるという理解で良いか。

第36条第１項

市の行為（市の政策変更を含む。）、法制度、税制度又は許認可の新設・変更（但

し、本事業に類型的に若しくは特別に影響を及ぼす法令等の変更又は消費税その他これ

に類似の税制度の新設若しくは変更（税率の変更を含む。）に限る。）、賃料水準若

しくは物価水準の変動（但し、特別な要因により、主要な工事材料の価格に著しい変動

が生じた場合又は予期することのできない特別な事情により、急激な変動が生じた場合に

限る。）、又は不可抗力により設計業務及び建設業務に係る費用が当初の見積から変

更された場合、市は、事業者と協議の上、その変更分相当額を施設整備費等に反映す

ることができる。

事業契約書第36条第１項の条項に該当する場合は、予定価格の上限である110億円

を超えた変更も可能であると考えている。

38 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、「（但し、特別な要因により、主要な工事材料の価格に著しい変動

が生じた場合又は予期することのできない特別な事情により、急激な変動が生じた場合に

限る）」という文言を削除いただきたい。

第36条第１項

市の行為（市の政策変更を含む。）、法制度、税制度又は許認可の新設・変更（但

し、本事業に類型的に若しくは特別に影響を及ぼす法令等の変更又は消費税その他これ

に類似の税制度の新設若しくは変更（税率の変更を含む。）に限る。）、賃料水準若

しくは物価水準の変動（但し、特別な要因により、主要な工事材料の価格に著しい変動

が生じた場合又は予期することのできない特別な事情により、急激な変動が生じた場合に

限る。）、又は不可抗力により設計業務及び建設業務に係る費用が当初の見積から変

更された場合、市は、事業者と協議の上、その変更分相当額を施設整備費等に反映す

ることができる。

・ご意見を踏まえ、「賃料水準、物価水準若しくは工事材料価格の著しい変動」に修正す

る。

・合わせて【資料９】リスク分担表を修正する。

39 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、「にぎわい・集客機能及びにぎわい・商業機能に関する業務責任者を

配置…」とありますが、現場に常駐しなければいけないという制限はないという理解で良い

か。

第37条第１項第３号

民間機能の中で、にぎわい・集客機能及びにぎわい・商業機能に関する業務責任者を配

置すること。

常駐の必要はないが、当該機能の運営業務に責任を負う立場として、緊急時等に即応で

きる状態にしてもらいたい。
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第３回対話の概要（令和４年４月25日公表）

No 項目 議題 回答

40 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、事業者でもテナント審査は行う為、テナント事業者へ賃貸する場合

（変更含む）の市の事前承諾はなしとして頂きたい。もしくは、事後にテナント名のみ報告

する形でお願いしたい（民間事業者側もそれぞれの審査基準があり、相当程度の審査が

されるものと思料する）

第37条第３項第１号

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。

市として事業を適切に把握するためには事前に承諾が必要と考えるため、原文の通りとす

る。可能な限り速やかに確認・回答する予定であり、不合理に承諾をしないということはしな

い。

41 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、上記同様の趣旨で、事前承諾はなしにしていただきたい。

第37条第３項第８号

事業者とテナント事業者が締結する賃貸借契約において、賃借権の譲渡又は転貸が事

業者の承諾事項とされており、賃借権の譲渡又は転貸につき事業者が承諾する場合には

市の事前の書面による承諾を取得すること。

市として事業を適切に把握するためには事前に承諾が必要と考えるため、原文の通りとす

る。可能な限り速やかに確認・回答する予定であり、不合理に承諾をしないということはしな

い。

42 事業契約書（案）【JV版】 上記議題（第37条第３項第１号及び第８号）について、提示する情報はテナント名

称等の基本的な企業情報で良いか。テナントとの契約条件まで示すことを想定されている

か。

第37条第3項各号の要件を満たすことが確認できる最小限のテナント情報は求める。

43 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、全文削除していただけないか。

第37条第７項

事業者は、民間機能の供用開始後において、経営管理に係る確認時期に併せて、毎年

１回以上、民間機能の事業実施状況等を記載した事業者提案確認書を市に提出し、

市の確認を受けなければならない。

原文の通りとする。

44 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、「当該事由に対する対応方法」を「当該事由に対する合理的な対応

方法」に変更できないか。

第38条第２項第２号

前号に基づく協議にもかかわらず、民間機能運営等業務の継続が困難となった事由の内

容に応じて市が定める期間内に市と事業者及び民間機能運営等企業間で合意が成立

しない場合、市は、当該事由に対する対応方法を事業者及び民間機能運営等企業に

対して通知し、事業者及び民間機能運営等企業はこれに従う。

原文の通りとする。市としては誠実に対応する。
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第３回対話の概要（令和４年４月25日公表）

No 項目 議題 回答

45 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、変更された法令の公布日から90 日以内に本契約の変更について合

意が成立しない場合、協議期間の延長も加えて頂けないか。

第40条第２項

市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令の変更に対応

するために、速やかに本施設の設計及び建設の変更、本引渡予定日、本供用開始予定

日並びに本契約の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令の

公布日から90日以内に本契約の変更について合意が成立しない場合、市は、当該法令

の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続

する。

ご意見を踏まえ、「市が合理的に認める場合は、90日以上の期間を協議期間として定める

ことができる」という表現に修正する。

46 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、法令の変更による、行政機能の建設業務に関する増加費用、損害

の負担は、市でお願いできないか。

第40条第３項

法令の変更により、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、当該増加費用又は損害は、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当す

る場合には市がこれを負担し、それ以外の法令の変更については事業者が全てこれを負

担する。

(1) 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令の変更

(2) 消費税又はその他これに類似する税制度の新設又は変更（税率の変更を含む。）

原文の通りとする。

47 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、不可抗力が発生した日から90 日以内に本契約の変更について合意

が成立しない場合、協議期間の延長も加えて頂けないか。

第41条第２項

市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応す

るために、速やかに本施設の設計及び建設、本引渡予定日、本供用開始予定日並びに

本契約の変更について協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から

90日以内に本契約の変更について合意が成立しない場合、市は、かかる不可抗力に対

する対応方法を事業者に対して通知することができ、当該通知がなされた場合、事業者

はこれに従い本事業を継続する。

ご意見を踏まえ、「市が合理的に認める場合は、90日以上の期間を協議期間として定める

ことができる」という表現に修正する。

48 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、不可抗力による、行政機能の追加費用、損害の負担は市にてお願

いできないか。

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。

不可抗力の場合、公共発注事業では一般的に１%は事業者負担とされており、神戸市

工事請負約款においても同様の規定があるため、原文の通りとする。
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第３回対話の概要（令和４年４月25日公表）

No 項目 議題 回答

49 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、市の責に帰すべき事由で、こちらが契約を解除した場合は、原状回復

義務は免除頂きたい。

第51条第２項

事業者が前項に基づき本契約を解除した場合、事業者は、本事業敷地上に存する本施

設を収去の上、更地にし、速やかに本事業敷地を市に引き渡さなければならない。但し、

本定期借地権設定契約において別段の定めがある場合には、当該定めに従う。

第51条第３項の規定により、市が本契約上の重要な義務に違反し契約解除となった場

合は、市は事業者に対して事業者が被った損害を賠償する規定となっていることから、原状

回復義務はそのまま残すが、解除により生じた損害は第51条第３項を用いて協議すること

になると考えている。

第51条第３項

第1項に基づき本契約が解除された場合、市は事業者に対し、当該解除により事業者が

被った損害を賠償する。

50 事業契約書（案）【JV版】 現状回復義務に係る費用は、市は損害の費用として支払うということか。 その通り。

51 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、不可抗力、法令の変更による解除については、原状回復義務は、市

と、区分所有者たる事業者共同で実施することとして頂きたい。

第52条第２項

市が前項に基づき本契約を解除した場合、事業者は、自らの費用と責任により、本事業

敷地を更地（建物及び工作物並びに地下構造物の全てを撤去し、整地した状態をい

う。以下同じ。）の状態に回復した上で、速やかにこれを市に引き渡さなければならない。

但し、本定期借地権設定契約において別段の定めがある場合には、当該定めに従う。

ご意見を踏まえ、「市及び事業者が別途協議の上で合意した場合には、市が費用の一部

を負担するものとする。」という表現を追加する。

52 事業契約書（案）【JV版】 以下条文について、保険は必須か。

第60条

事業者は、本施設の建設業務に関連する損失及び損害に備えて、別紙6に定められた

種類及び内容の保険を建設業務開始日までに付保するとともに、保険契約締結後速や

かに保険証券の写しを市に提出しなければならない。

必須とは考えていないが、万が一のリスクに対して必要と考えられる方策を考え、提案、対

応してもらいたい。
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第３回対話の概要（令和４年４月25日公表）

No 項目 議題 回答

53 定期借地権設定契約（案）【JV版】 以下条文について、本施設完成前（工事期間中）の期間も書面による甲の承認を受け

た場合には譲渡等できるように修正をいただけないか。

第14条第３項

第1項第1号の規定にかかわらず、乙は、本施設完成日以降、転貸承認申請書及び甲

が別途指定する必要書類を添付の上、書面による甲の承認を受けたときは、第三者に民

間機能を譲渡し、かつ本件定期借地権に対する定期転貸借権の設定を行うことができ

る。なお、乙が、民間機能の譲受人と建物譲渡契約及び定期転貸借契約を締結するに

当たっては、当該各契約内容につき、甲の事前の承認を経なければならない。

第14条第４項

第1項第2号の規定にかかわらず、乙は、本施設完成日以降、賃借権譲渡承認申請書

及び甲が別途指定する必要書類を添付の上、書面による甲の承認を受けたときは、第三

者に民間機能を譲渡し、かつ本件定期借地権を譲渡することができる。なお、当該譲渡

に際し、乙は、甲に対し、(i)前項に基づく定期転貸借権設定による方法ではできない合

理的な理由を説明するとともに、(ii)民間機能及び本件定期借地権の譲受人において、

本事業関連書類に従って業務を実施できる能力があることを説明するものとする。また、乙

が、民間機能の譲受人と建物譲渡契約及び定期借地権譲渡契約を締結するに当たって

は、当該各契約の内容につき、甲の事前の承認を経なければならない。

ご意見を踏まえ、定期借地権設定契約（案）第14条第3項及び4項の「本施設完成日

以降」、並びに事業契約書（案）第61条第2項の「本施設の引渡日以降」という表現を

削除する。

54 定期借地権設定契約（案）【JV版】 以下条文について、地中障害物については、事業契約２５条１項に記載のある建設障

害等に含まれると理解して良いか。

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。

ご理解の通り。
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第３回対話の概要（令和４年４月25日公表）

No 項目 議題 回答

55 定期借地権設定契約（案）【JV版】 以下条文について、全文削除できないか。

第20条第2項

乙は、本件定期借地権の終了時に前項に規定する収去及び返還のために必要となる費

用（本施設の解体費用（但し、行政機能に係る解体費用相当額として甲が合理的に

定める金額を除く。）を含むが、これに限られない。）を、事業提案書に基づき自らの負担

で積立て、これを適切に管理しなければならない。甲は、当該積立て及び管理状況につい

て、乙に対して、報告、説明又は資料の提出を求めることができるものとする。

ご意見を踏まえ、第20条第2項を下記のとおり修正する。

「乙は、本件定期借地権の終了時に前項に規定する収去及び返還のために必要となる費

用…（略）を、事業提案書に基づき自らの負担で適切に確保しなければならない。なお、

甲が要請した時は、乙は、当該費用の確保の方針及び方法並びにその状況について甲に

報告するものとし、乙が当該費用を積立てにより確保しようとする場合、甲は、当該積立て

及び管理状況について、乙に対して、報告、説明又は資料の提出を求めることができるもの

とする。」

56 定期借地権設定契約（案）【JV版】 以下条文について、公正証書作成費用や印紙等の契約締結に関する費用は、貸主と借

主でそれぞれ負担することでお願いしたい。

第22条第３項

本契約締結（公正証書の作成を含む。）及び変更に要する費用、借地権設定及び抹

消登記に要する費用、その他契約に要する費用は、乙の負担とする。

原文の通りとする。事業契約等に係る収入印紙代は、行政機能の整備のための必要経費

という位置づけで市と事業者で折半する形としているが、定借契約に伴う公正証書作成費

用は、民間機能の整備・運営のための必要経費という認識であり、市が支払う事業費には

見込んでいない。

57 関係課との協議が確認できる資料 都市計画提案制度の活用等を想定した提案を行う際に必要となる関係課との協議が確

認できる資料については、入札参加者と関係課が確認・押印した議事録等の写し１部

を、入札時提出書類の後ろに加えて提出すれば良いか。

ご認識の通り。

58 事業提案書の様式 各セクションの表紙について、6-2の「添付図面等」及び6-3の表紙はA3サイズで指定され

ているが、A3サイズの表紙様式は存在しないため、様式6（全セクション共通）を参考と

して任意に作成することで良いか。また、その他（三宮駐車場地下通路のリニューアルコン

セプト等）について、表紙の有無をご確認いただきたい。

図面がA３三つ折りになる場合は、表紙はA4でも問題ない。

領」のとおり、事業提案書を構成する4つのセクションには入っていないため、セクションの区切

りとなる表紙は不要である。見やすさの観点から、表紙等を入れて頂くことを妨げるものでは

ない。

59 事業提案書の提出形式 製本等に関する要領があれば、提示をお願いしたい。 特に指定はないので、任意の方法で作成をお願いしたい。

60 事業提案書の記載方法 以下の様式について、SPCではない場合に記載できない項目があるが、様式の変更や追

加はあるか。

・様式 6-1-a

・様式 6-1-b

・様式 6-1-c

・様式6-1-d

・様式6-1-e

・様式 6-3-d

当該様式について変更や追加は行う予定はない。提案スキームに応じて適宜修正の上、

提出すること。
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◆神戸市役所本庁舎２号館再整備事業者公募　第３回対話の概要（令和４年４月25日公表）

No 項目 議題 回答

61 事業提案書の記載方法 様式6-1-aについて、設計費や建設工事費等の項目で、面積按分を前提とした計算式

が入力されているが、事業者にて合理的と判断する按分方法を提案することは妨げられて

いないという理解で良いか。

ご認識の通り。既に入力されている計算式は、面積按分を前提としたものとなっているが、

事業者にて異なる按分方法を提案する場合には、按分の計算過程などが分かるように計

算式を残した状態にしていただければ、数式を変更することも可能である。なお、最終的な

費用按分の方法については、市と協議のうえ決定することになる。

62 事業提案書の記載方法 入札参加者を構成する企業以外の企業は、事業提案書に社名ありで記載して良いか。 【資料５】「提出書類作成要領」第１（１）に「社名なしについては、入札参加者を構成

する企業の企業名および企業を類推できる記載は行わないこと」とあるが、デザイン等の監

修者に限っては、【資料１】「要求水準及び提案の要件」において条件づけていることから、

社名なし版の提案書への企業名等の記載を認める。なお、入札参加者とは構成員と協力

企業を指すので、それに該当する場合は社名なし版への記載は行わないこと。

63 事業提案書の記載方法 入札参加者を構成する企業の類似業務実績について、実績となる事業名、発注者名、

地名等はそのまま記載可と考えて良いか。

ご認識の通り。

64 事業提案書の記載方法 様式6-2-j（配置図）及び6-2-l（立面図）について、地下構築物を表現することが難

しい場合は、記載しなくても問題ないか。

平面図、断面図等において、三宮駐車場地下通路等の周辺施設との位置関係等が分か

れば、立面図、配置図への地下構造物の記載は必ずしも求めない。

65 公開プレゼンテーション 市が用意する説明会場において、あらかじめ提出済のパワーポイントスライドを用いて口頭

で行うのか。

入札説明書のとおり、参加資格が確認された入札参加者に対して、別途、【資料12】「公

開プレゼンテーション実施要領」を提示する。

66 選定委員会でのプレゼンテーション 入札参加者からの説明時間は何分程度か。 現時点で未定である。入札説明書のとおり、別途通知する。

67 選定委員会でのプレゼンテーション 公開プレゼンテーションのスライド以外のスライドも加えて説明して良いか。 公開プレゼンテーション以外のスライドを加えてもよいが、事業提案書に記載した内容の範

囲内で作成・説明をお願いしたい。
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