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第１ 審査の概要 

１ 落札者決定基準の位置づけ 

本落札者決定基準（以下「本書」という。）は、神戸市（以下「市」という。）が神戸市役所

本庁舎２号館再整備事業（以下「本事業」という。）の落札者を決定するに当たり、最も優れた

提案者を選定するための手順、方法、審査基準等を示したものであり、入札に参加しようとする

者に交付する入札説明書等と一体のものとして扱う。 

 

２ 審査方法の概要 

本事業を実施する事業者には、施設整備、維持管理、運営に係る幅広い専門的な知識や技術、

ノウハウが求められる。このため、落札者の決定に当たっては、資格審査を通過した入札参加者

から提出された事業提案書の内容（以下「提案内容」という。）及び入札書に記載された入札価

格（以下「入札価格」という。）によって落札者を決定する一般競争入札（総合評価落札方式）

を採用するものとする。 

審査は入札参加者の資格、実績といった事業遂行能力を確認する「資格審査」と、提案内容等

を審査する「提案審査」の二段階に分けて実施するものとする。 

なお、資格審査は、入札に参加できる有資格者を選定するためのものであり、提案審査に資格

審査の結果は影響しない。 

また、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。 

 

３ 選定委員会の設置 

提案審査に関しては、とりわけ幅広い専門的見地からの意見を参考とするために、学識経験者

等により構成される「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。）を設置し、提案内容の評価に関して委員の意見を聴取す

る。選定委員会は、各入札参加者の提案内容について審査した結果を市に答申する。市は、この

答申を踏まえ、落札者を決定する。 

なお、市が設置した選定委員会の委員は、次のとおりである。 

 

 委員名 所属・役職等 

委員長 嘉名 光市 大阪市立大学大学院 教授 

委 員 奥田 浩美 ㈱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 局長 

 

  

（敬称略・五十音順（委員長除く）） 
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４ 審査の手順 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①資格審査 

 

②提案審査 

No(欠格) 

Yes(合格) 

欠格 

基礎審査： 基礎要件の審査 
 要求水準（必須事項）が遵守されていること 

 提案内容の信頼性があること 

（実績等による裏づけや具体的な実施方法が確認できるか） 

 入札価格の根拠が明確であること   等 

 

加算点審査： 提案内容の審査（加算点の算出） 
 市が特に重視する項目に対する提案の優秀性を評価 

 

No 

価格審査： 価格点の算出 

③価格審査 

 

失格 入札価格の確認 

失格 

Y

e

s 

入札参加者が備えるべき資格として参加資格要件の具備の

有無を確認する 
 

 

No(予定価格超過) 

 

Yes(予定価格の範囲内)   

事業提案書、入札書の提出 

参加表明書、参加資格審査に必要な書類の提出 

 

 

総合評価： 総合評価点の算出 

④総合評価 
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第２ 資格審査 

 

資格審査では、入札参加者が入札に参加するにあたって備えるべき資格要件及び本事業の遂行

に必要な能力があると認められるに値する実績等を有しているかどうかの審査を行う。 

具体的には、入札説明書に定める次の参加資格要件を満たしていることを確認する。 

 

入札説明書 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①～④ 

２ 入札参加者の資格要件等（1）～（5） 

 

審査結果は、入札参加希望者に一般競争入札参加資格確認結果通知書により通知する。なお、

当該資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。 
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第３ 提案審査 

 
入札価格の確認の後、提案審査では、基礎要件の審査を行う基礎審査と提案内容の審査を行う

加算点審査を実施する。 

 

１ 入札価格の確認 

入札参加者が提示する入札価格が、市の設定する予定価格（入札説明書を参照）を超過してい

ないか、確認を行う。入札価格が予定価格を超える場合は、その入札参加者は失格とする。 

 

２ 基礎審査 

提案内容が、資料１「要求水準及び提案の要件」に定める水準（以下「要求水準」という。）

を満たしていないものがないか、確認を行う。要求水準を明らかに満たしていないと確認される

場合は、失格とする。 

 

３ 加算点審査 

提案内容が、要求水準を満たし、かつ、市が特に重視する要求水準について更に優れた内容で

あるかどうか、以下の審査基準に基づいて審査を行う。要求水準以上の優れた内容に対して、

「加算点」（600 点満点）として点数化する。 
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（１）審査基準及び配点 

加算点審査にあたっては、以下の加算点審査項目及び配点に基づいて評価を行う。 

 

【表 加算点審査項目及び配点】 
 

項目１ 項目２ 評価の視点 配点（点） 

（１）実施体制 

①実施体制 

○事業者や各業務を実施する企業の役割分担や責任範囲をはじめ、業

務執行体制や連携体制等が明確に示されており、本事業を効率的・

効果的・安定的に実施する体制が構築されているか。 

○市内企業の参画促進や地元の雇用促進等、地域経済の活性化への貢

献として効果的な配慮がなされているか。 

20 60 

②リスク管

理・マネ

ジメン

ト・モニ

タリング 

【リスク管理】 

○事業者が負担するリスクについて的確かつ具体的に認識した上で、

グループ内の各企業に適切なリスク分担が図られ、確実かつ効果的

な対処方法が提案されているか。 

【マネジメント】 

○業務の着実な履行に向けて、市との連絡調整や各種協議の進め方に

関して確実かつ効果的な提案がなされているか。 

○各種許認可や届け出の際に必要となる関係機関・事業者との協議の

進め方に関して具体的かつ着実な提案がなされているか。 

【モニタリング】 

○要求水準や提案内容の品質を確保するためのセルフモニタリングの

体制や方法のほか、業務の質の向上や改善プロセスに関して確実か

つ効果的な提案がなされているか。 

○各業務を実施する企業による業務実施状況や進捗状況を把握・管

理・改善する方法について、確実かつ効果的な提案がなされている

か。 

20 

（２）資金計画 

○本事業全体に関する初期投資が合理的に見積もられているほか、資

金調達や返済条件が明確に示されているか。 

○事業期間にわたり安定的に事業を実施できる財務健全性を持った収

支計画が、合理的な根拠や将来見通しを持った上で的確に示されて

いるか。 

20 

 

 
項目１ 項目２ 評価の視点 配点（点） 

（１）コンセプト 

【事業目的との適合性】 

○上位計画や本事業の目的、事業用地の特性、周辺環境等を十分に理

解し、まちの魅力向上・発展に資する優れた開発コンセプトについ

て提案がなされているか。 

【用途構成】 

○本事業の目的や立地特性を考慮した用途構成について優れた提案が

なされているか。 

【将来対応性】 

○持続可能な開発目標（SDGs）への対応のほか、今後の技術革新や社

会情勢の変化を見据えた施設のあり方について十分な検討がなされ

た上で提案されているか。 

※各種制度の活用による容積率の増加等を前提とした提案は認める

が、本事業は容積の多寡で評価を行うものではない。 

20 205 

１．経営管理等 

２．全体計画 
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項目１ 項目２ 評価の視点 配点（点） 

（２）配置計画・共用空間 

【配置計画の妥当性】 

○多様な機能から構成される複合施設として、機能配置、平面構成、

階構成、ユニバーサルデザインへの配慮等が効率的かつ機能的に計

画されているか。 

○本施設低層部（地上～地下）の沿道空間が、税関線や市営三宮駐車

場地下通路と一体となって、利便性が高く、居心地の良い空間構成

となっているか。 

【共用空間の豊かさ】 

○公民連携により整備する複合施設として、周辺のまちづくりの活性

化を牽引できるような豊かな共用空間を確保した提案となっている

か。 

25 

（３）動線・回遊性 

【施設内の動線】 

○各機能の動線が機能的に整理され、施設利用者にとって分かりやす

く負担の少ない動線計画となっているか。 

【周辺エリア・歩行者通路との連続性や回遊性の確保】 

○三宮駅からウォーターフロントエリア等をつなぐ重要な動線とし

て、税関線（地上）や市営三宮駐車場（地下）との連続性確保に関

して優れた提案がなされているか。 

○旧居留地やウォーターフロント等の周辺エリアへの回遊性確保の観

点から優れた提案がなされているか。 

○連絡ロビー・エネルギー施設との接続や本庁舎１号館、新中央区総

合庁舎との連続性の確保に関して優れた提案がなされているか。 

25 

（４）意匠・景観 

【遠景】 

○本施設の立地や役割から求められる外観デザインを読み解き、周辺

の景観と調和し、景観形成を牽引できる外観計画が提案されている

か。 

【中景】 

○東遊園地やウォーターフロント、旧居留地へのつながりを感じられ

る連続的なデザインが提案されているか。 

【近景】 

○低層部において開放感や透明感、周辺との一体性や連続性が確保さ

れているなど、にぎわいの創出や回遊性の向上に寄与するデザイン

が提案されているか。 

【夜間景観】 

○夜間の景観形成として、敷地内のライティング等の演出や施設内の

活動のにじみ出しにより、周辺におけるナイトタイムエコノミーの

活性化に繋がるような計画が提案されているか。 

40 

（５）環境・エネルギー 

○CASBEE神戸、BELS等の認証制度において施設全体として高ランクの

取得が予定された計画となっているか。 

○快適な室環境や維持管理の容易性を確保しながら、先進的、効果的

な自然エネルギーの利用や省エネルギー化への対応が提案されてい

るか。 

○効果的な再生可能エネルギーの導入など、低炭素・脱炭素社会の実

現に寄与する方策が提案されているか。 

○本施設における環境配慮に関する取り組みを市民や来街者に効果的

に伝えられる計画となっているか。 

○周辺環境との調和や健康的で温もりある快適な空間の確保に向けた

緑化・木材・その他自然素材の利用等の取り組みが図られている

か。 

40 
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項目１ 項目２ 評価の視点 配点（点） 

（６）防災・BCP 

【耐震性能】 

○施設全体で免震構造を採用するなど、発災時に災害対応を行う行政

機能を含む複合建築物として相応しい性能を確保した上で、各種地

震動による危機的事象を的確に想定したリスク低減に関する提案が

なされているか。 

【災害・BCP対応】 

○災害による被害を未然に防ぐ、または低減させる対策やライフライ

ン途絶時の電力・給排水機能等の確保方法について、確実かつ効果

的な提案がなされているか。 

○発災時における機能継続や災害・被害情報の把握・周知、施設利用

者の安全確保等に配慮した優れた提案がなされているか。 

35 

（７）設計・施工計画 

【品質管理】 

○設計・建設段階における品質の確保や向上、施工の合理化等につな

がる優れた技術の提案がなされているか。 

【コスト管理】 

○建築資材や建築労務等に関するコスト管理が適切に計画されている

一方で、コスト縮減や経済性（ライフサイクルコスト等）を考慮し

た優れた提案がなされているか。 

【工程管理】 

○工期短縮をはじめとする業務の効率的遂行の観点も踏まえつつ、設

計・竣工・供用開始に至るまでの工程管理が綿密かつ適切に計画さ

れ、着実な履行が期待できるか。 

【解体対象施設の解体撤去】 

○解体対象施設の解体撤去の範囲や施工方法について、工期や施工コ

スト、周辺への影響を考慮した優れた提案がなされているか。 

20 

 

 
項目１ 項目２ 評価の視点 配点（点） 

（１）庁舎機能 

①執務空間ⅰ 

【働き方改革・DXの促進】 

○働き方改革やDXへの対応、さらに将来に向けた長期的な変化に対

応可能なフレキシビリティの高い建築・空間計画が提案されてい

るか。 

○スマート自治体にふさわしい快適で働きやすい優れたオフィス環

境の形成が期待できるか。 

○職員の業務効率化や創造性の向上に資するオフィスレイアウトを

検討するために有効な計画プロセスが提案されているか。 

30 285 

②執務空間ⅱ 

【BCP・セキュリティ対策】 

○複合施設の特性や行政に求められるBCP・セキュリティ対策を理解

したうえで、平常時及び非常時の様々な状況に柔軟に対応できる

建築・空間計画が提案されているか。 

○感染症対策に配慮し、動線空間等において密を回避しつつ、ゆと

りを確保した空間計画が提案されているか。 

30 

（２）市民利用空間 

○三宮駅周辺と旧居留地やウォーターフロント等のエリアを回遊す

るための結節点としての立地特性を踏まえ、様々な人の行動を誘

発する滞留空間を設けるなど、市民の交流促進の場としてフレキ

シブルで多様な使い方に対応する優れた提案がなされているか。 

○にぎわい・商業機能や沿道空間等、建物内外の各機能との効果的

な連携のもと、市民や来街者が気持ちよく安全・安心に利用でき

るような空間構成となっているか。 

○神戸市の主要プロジェクトをはじめ、神戸の文化を広く発信・配

信できる空間として相応しい、特徴ある魅力的な空間構成・内装

デザインが提案されているか。 

○市が別途定める予定である運営計画の考え方を効果的に建物計画

へ反映出来るような計画プロセスが提案されているか。 

30 

３．個別機能 
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項目１ 項目２ 評価の視点 配点（点） 

（３）民間機能 

①にぎわい・

集客機能ⅰ 

○にぎわい・集客機能として、新たな経済活動を誘引するととも

に、国内外からの集客・交流の促進に寄与する具体的かつ効果的

な用途が提案されているか。 

※導入用途が、基本計画に例示するハイクラスホテル、国際的ビジ

ネス拠点、起業家育成拠点の場合の具体的な評価の視点は下記の

とおり。 

・国内外から多様な来訪者を迎え入れる宿泊機能として、ゆとりあ

る客室面積や魅力的なバンケット、品質の高いサービス水準等に

関して優れた提案がなされているか。 

・多様な働き方や新たな感染症への対策等、ニューノーマルに対応

した次世代のオフィスとして、先進的な技術の積極導入や充実し

たBCP・防災性能の確保等に関して優れた提案がなされているか。 

60  

②にぎわい・

集客機能ⅱ 

○にぎわい・集客機能として、立地に相応しい高質な空間・機能が

配置されているか。 

○シンボル性や存在感を有するなど、都市ブランドの向上に寄与す

る集客機能が提案されているか。 

○他機能との連携による相乗効果の取組や、イノベーションの創出

など、新たな価値創造が提案されているか。 

50 

③にぎわい・

商業機能 

○にぎわい・商業機能として、施設利用者や来街者など、あらゆる

世代・属性の人々が快適かつ充足感を持って楽しむことができる

用途及び魅力的な空間が提案されているか。 

40 

④税収・ 

経済効果 

○神戸経済および神戸市財政への貢献として、民間機能の整備・運

営に伴う税収（固定資産税・都市計画税）や経済効果（来館者・

雇用者等）に関して優れた提案がなされているか。 

20 

⑤運営計画、 

事業性・ 

継続性 

【運営計画】 

○建物内の各機能（民間の各機能および公共機能）の連携による、

施設が一体となったにぎわい創出の取り組みとして、具体的かつ

優れた提案がなされているか。 

○今後の開発計画を踏まえた周辺施設との連携による回遊性向上

や、エリア一帯の魅力を維持・向上させる取り組みとして、具体

的かつ優れた提案がなされているか。 

【事業継続性】 

○事業期間にわたり持続的ににぎわいの形成・向上が見込める取り

組みや運営体制が提案されているか。 

○実績や経験豊富な事業者の参加により、長期に渡り安定的に持続

可能な運営計画や収支計画が提案されているか。 

25 

 

 
項目１ 項目２ 評価の視点 配点（点） 

（１） 

維持管理・運営 

①共用部管理 

○庁舎機能との複合施設という特性を踏まえた建物管理の考え方につ

いて、効果的・安定的な計画が提案されているか。 

○品質を確保しつつ、合理的・効率的な手法による管理運営が可能な

計画となっているか。 

○事故・災害時にも共用部（防災センター等）を機能維持できるよう

な体制、計画が提案されているか 

○駐車施設や荷捌きスペースについて、施設利用者にとって利便性・

安全性が高く、かつ安定的な運営が可能な計画となっているか。 

50 50 

②点検・ 

維持修繕 

○平常時の点検状況や施設運営の情報を維持管理計画に活用できる体

制・計画となっているか。 

○建物構造や設備機器等の維持修繕計画について、事業期間に亘って

良好な状態を保全し安全性を確保しつつ、経済合理性の観点も踏ま

えた提案がなされているか。 

４．維持管理・運営 
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（２）得点の計算方法  

審査においては、（１）の評価の視点を考慮して各入札参加者の提案内容を評価し得点化する

が、その際の計算方法については、以下の ５段階の評価ランクを設定し、審査項目別に当該提案

内容の評価ランクに応じた得点を付与する。 

 
【 表 評価ランクに基づく得点計算方法 】 

評価ランク 得点 

Ａ 極めて優れた提案である 当該項目の配点×100％ 

Ｂ 優れた提案である 当該項目の配点× 75％ 

Ｃ 具体的かつ評価できる提案である 当該項目の配点× 50％ 

Ｄ 評価できる提案である 当該項目の配点× 25％ 

Ｅ 要求水準を満たしている 当該項目の配点×  0％ 

 
（例）審査項目の配点が 30点の場合における得点 

評価ランク 得点 

Ａ 極めて優れた提案である 30 点×100％＝ 30.00 点 

Ｂ 優れた提案である 30 点× 75％＝ 22.50 点  

Ｃ 具体的かつ評価できる提案である 30 点× 50％＝  15.00 点  

Ｄ 評価できる提案である 30 点× 25％＝   7.50 点 

Ｅ 要求水準を満たしている 30 点×  0％＝   0.00 点 

※得点化にあたっては、小数点以下第２位を有効桁数とし、小数点以下第３ 

位を四捨五入して算出するものとする。 
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第４ 価格審査 

 

価格審査では、入札参加者が提示する入札価格について、次の算式により「価格点」として点

数化する。 

 

価格点 ＝ 400 点 × 最低入札価格 ／ 当該入札参加者の入札価格 

※ 最低入札価格を提示した入札参加者の価格点を400点とする。 

※ その他の入札参加者の価格点は、最低入札価格との割合に基づき算出する。 
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第５ 総合評価 

 

１ 総合評価の手順 

総合評価は、提案内容に対する評価の得点（加算点 600点満点）と入札価格に対する評価の得

点（価格点 400点満点）を合算し、総合評価点を算出する。 

総合評価点（1000点満点）に基づいて入札参加者の順位付けを行い、最終的に市において落札

者を決定する。 

なお、総合評価点が最も高い者が２者以上ある時は、価格点の高い者を最高順位とし、更に価

格点も同点である場合は、くじ引きにより順位を決定する。 

 

２ 総合評価点の計算方法 

総合評価点の算出は、以下の計算式により行う。 

 

総合評価点 ＝ 加算点 ＋ 価格点 

 


