
No 対象資料名 頁
行

数
項目 質問 回答

1 入札説明書 2 7 第２_１_（２）_①_

２）敷地面積

法的には、一敷地9512.87㎡に本庁舎1号館と連絡ロビー・エネルギー施設に加え、本庁舎

2号館を用途上不可分の別棟として増築し、一敷地に3棟と考えてよいでしょうか。

ご理解のとおり、連絡ロビー・エネルギー施設は、本庁舎１号館と用途不可分の別棟として計

画しています。また、本施設は、本庁舎１号館及び連絡ロビー・エネルギー施設と用途不可分

の別棟として整備することを想定しています。このため、用途不可分の関係にあることを十分に

示せるよう庁舎機能の配置等を計画するとともに、別棟と扱うことを考慮して提案をご検討くだ

さい。

2 入札説明書 2 16 高度利用地区 高度利用地区を適用する際、高さ制限斜線も適用されない（緩和される）と考えてよいで

しょうか。具体的な緩和要件がありましたらお示しください。

高度利用地区の適用をもって建築基準法上の高さ斜線制限が緩和されることはございませ

ん。

3 入札説明書 2 30 第２_１_（２）_③_

３）容積対象床面積

「入札説明書」に記載の既存建物の容積対象床面積について、

・1号館：43,585.48㎡

・連絡ロビー・エネルギー施設：4,042.82㎡

・旧電気・機械室棟：1,987.81㎡

・合計：49,616.11㎡

とありますが、【資料１】「要求⽔準及び提案の概要」P.24では、旧電気・機械室棟について

は、「解体撤去⼯事対象」と記載されているため、上記の既存容積対象面積から除外すると考

えてよろしいでしょうか。

それぞれ計画可能最大面積は、下記の通りです。

旧電気・機械室を既存建築物に含んだ場合：69,297.76㎡

旧電気・機械室を既存建築物から除いた場合：71,282.57㎡

ご理解の通りです。

4 入札説明書 4 32 第２_２_（２）_①_

１）貸付方式

「市は市と事業者に定期借地権を設定し…」とありますが、行政機能引渡前の設計・建設期

間中も市と事業者に定期借地権が設定されるという理解でしょうか。

定期借地期間は、供用期間を70年程度として提案される期間（民間機能の運営期間）並

び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が対象となります（設

計期間は含まれません）。

5 入札説明書 5 6 第２_２_（２）_①_

３)_ア定期借地期間

「定期借地期間は共用期間を70年程度として」とございますが、上限となる年数はございますで

しょうか。

上限年数は定めていません。

6 入札説明書 5 8 第２_２_（２）_①_

３）_ア定期借地期間

「解体対象施設」は、【資料１】「要求⽔準及び提案の要件」の第８の１基本的な考え方に

示されているものと同義でしょうか。

同義です。
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No 対象資料名 頁
行

数
項目 質問 回答

7 入札説明書 5 9 第２_２_（２）_①_

３)_ア定期借地期間

「原則として借地期間満了までに貸付地を更地にして返還すること」との記載がございますが、

複合施設の建物状態や「行政機能」「民間機能」双方の運営状況等を踏まえて、借地期間

満了時に「民間機能」区分所有部分を貴市に無償譲渡する協議をさせていただくことは可能で

しょうか。

【資料８】「定期借地権設定契約（案）」第20条第1項をご参照ください。

なお、契約期間満了時における民間機能部分の無償譲渡に関する協議可否に関しては、現

時点では未定です。

8 入札説明書 5 14 第２_２_（２）_①_

３)_イ借地権の転貸及

び譲渡等の取り扱い

借地権の譲渡について、事業者の完全子会社が複合施設の運営者またはアセットマネジメント

の立場で関与し続けることを条件として、一定の資力・信用を有する機関投資家に借地権を

譲渡する場合は、貴市の事前承諾を不要として頂くことはできますでしょうか。

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ことを原則としており、

当該借地権を譲渡する場合は、市の事前承諾が必要になります。

9 入札説明書 5 36 第２_２_（２）_５）

その他

民間が70年を超えての借地利用を希望する場合、契約期間の延長は認められるのでしょう

か。

当初設定した期間経過後の延長可否に関しては、事業者からの提案及び当該時点の状況

等を踏まえて判断します。

10 入札説明書 5 37 第２_２_（２）_①_

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設定契約に関する仮定条件は、…」と

ありますが、【資料10】「定期借地権設定契約に関する資料」は仮定条件であり、特記なき条

件は事業者が提案できるとの解釈でよろしいでしょうか。

定期借地権設定契約の条件については、【資料10】「定期借地権設定契約に関する資料」

の他、【資料８】「定期借地権設定契約（案）」をご確認ください。

また、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。

11 入札説明書 7 15 行政機能専有部庁舎機

能の運営

維持管理上、同じ建物内のメンテナンス事業者は同じ事業者が望ましいと考えますが、行政機

能の専有部内のメンテナンス事業者の選定はどのようにお考えでしょうか

メンテナンス事業者の選定については、現時点では未定です。建築・設備計画の内容が固まっ

てきた段階で具体的に検討する予定です。

12 入札説明書 8 12 第３_１事業者選定方

式

提案する主な内容に「庁舎機能の施設計画及び維持管理に関する考え方」とありますが、「入

札説明書」第２の２（２）④の業務範囲の考え方において、庁舎機能の維持管理は別事

業との記載ですが、提案によっては、本事業と一体とすることも可能でしょうか。

提案していただく「庁舎機能の維持管理に関する考え方」は、維持管理や長期修繕の考え

方、ライフサイクルコストの推計等を指しますが、本事業と一体的に行うのではなく、別事業とし

て実施することを前提に提案してください。そのうえで、本事業と一体的に行うことのメリット等を

提案いただくことは妨げません。

13 入札説明書 9 31 第３_３_（１）_②対

話の実施

対話結果の公表時期はいつ頃を想定されているのでしょうか。 対話実施後、応募者に共通して開示すべき情報については、対話終了後速やかに公表する

予定です。

14 入札説明書 11 11 第３_３_（８）_①入

札書の開札日

開札とは【資料４】「落札者決定基準」Ｐ2に記載のある「入札価格の確認」にあたるという理

解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

15 入札説明書 13 30 第４_２_（３）行政

機能の⼯事監理業務

本建物を一棟建物で構成する場合、建物を共有する民間機能部分については、建設業務を

担当するものは⼯事監理を実施することは妨げられていないという認識でよろしいでしょうか。

ご認識の通りです
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No 対象資料名 頁
行

数
項目 質問 回答

16 入札説明書 14 4 第４_２_（４）民間

収益事業に関する要件

要件を満たす企業が不動産開発事業等を目的に新規に100%出資で設立した子会社は、

単独での①の実績がなくとも親会社の実績をもって要件も満たすと認められるでしょうか。

ご回答するにあたり、子会社の設立時期等、想定される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ご確認ください。

17 入札説明書 16 5 第４_２_（７）_入札

参加者の変更

入札時提出書類提出後の変更は、市の協議・承諾及び変更後の参加資格にかかわらず不

可ということでしょうか。

ご理解の通りです。

18 入札説明書 18 3 第５_３_②入札にあ

たっての留意事項

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に抵触した行為により本入札の参加

資格を失う規定がありますが、こちらの規定が適用されるのはあくまで本事業に関する行為のみ

という理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

なお「入札説明書」Ｐ14（５）入札参加者の制限もご参照ください。

19 入札説明書 18 9 第５_３_入札にあたって

の留意事項_③

市は、「別途定める…落札者としないことがある。」とありますが、低入札価格調査手続要綱以

外に落札者となるべき者を落札者としない根拠はないとの理解でよろしいでしょうか。

「入札説明書」第5_3_入札にあたっての留意事項_②の場合においても、落札者としない

（入札の執行の延期若しくは取り止める）ことがあります。（落札者決定基準で提示している

総合評価が終了した後に落札者となるべき者を落札者としないことがあるかどうかという主旨の

質問と理解して回答）

20 入札説明書 19 16 第６_１_（２）仮契

約の締結

本事業の遂行を目的とした特別目的会社を設立する場合、構成員間における出資持分移転

については、貴市の事前承諾不要という理解でよろしいでしょうか。

各構成員の出資比率を市が適切に把握するという趣旨から、ＳＰＣ設立後の各出資者によ

る株式の一切の処理は市の事前の書面による承諾が必要になります。【資料６】「基本協定

書（案）」第５条第３項第２号及び3号、別紙3「出資者誓約書」2項(2)号③・④をご参

照ください。

21 入札説明書 19 16 第６_１_（２）仮契

約の締結

本事業の遂行を目的とした特別目的会社を設立する場合、代表企業ではない構成員の完全

子会社がアセットマネジメントの立場で関与し続けることを条件として、一定の資力・信用を有す

る機関投資家に当該構成員の出資持分を譲渡する場合は、貴市の事前承諾を不要として

頂くことはできますでしょうか。

No.20をご参照ください。

22 入札説明書 19 22 第６_１_（４）契約

保証金

施設整備費等の100分の3以上の契約保証金とありますが、ここでいう施設整備費とは行政

機能の施設整備費でよろしいでしょうか。

施設整備費等とは、「入札説明書」第２ ２(２)②１)で定める業務を行う対価を指します。

23 入札説明書 21 3 第７_１市における競争

入札参加資格の審査

競争入札参加資格を申請する場合、入札スケジュール踏まえ、いつまでに申請すればよろしい

でしょうか。

令和２・３年度神戸市競争入札参加資格のない事業者が、各業務を担当する場合、あらか

じめ審査を受ける必要があるため、「入札説明書」第７ ２(１)の連絡先まで速やかに連絡を

お願い致します。
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No 対象資料名 頁
行

数
項目 質問 回答

24 入札説明書 21 3 第７_１市における競争

入札参加資格の審査

質問書No.23について、各業務どの区分で申請すればよろしいかご教示ください。 行政機能の建設業務は「⼯事請負」、行政機能の設計業務又は⼯事監理業務は「物品

等」、民間収益事業は「⼯事請負」又は「物品等」の令和２・３年度神戸市競争入札参加

資格が必要になります。

25 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

3 29 事業者の組織体制等に

関する事項

SPCを組成しない場合、構成員のメンバーを事業者とSPCの混合としてよいでしょうか ご回答するにあたり、想定される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ご確認ください。

26 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

4 18 第２_１_(４)_①事業

者による事業の調整に関

する事項

「下記イ～キまでの事項」とありますが、「下記②～⑦までの事項」の誤りでしょうか。 ご指摘の通りです。改定の上、修正版を公表しましたのでご確認ください。

27 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

5 5 （6）本事業の経営等

に係る報告に関する事項

代替可能な提出書類とは、具体的なイメージはおありでしょうか ご提案いただく組織体制等に応じて、適切な書類をご提案ください。

28 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

5 19 第２_１_（６）_④_

１）契約又は覚書等の

一覧

契約又は覚書等の一覧は、業務の一部の再委託契約や転貸借契約等、事業者が当事者と

ならない契約も対象でしょうか。

原則として対象とします。

29 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

6 21 第２_２_（１）基本

方針

「各業務を実施する企業の業務分担を具体的に定め」とありますが、構成員または協力企業の

うち１つが複数の業務を分担することは可能でしょうか。

「入札説明書」第４　２ （３）の通り、行政機能の建設業務を行う企業が行政機能の⼯

事監理業務を行うことは認めておりません。それ以外は、一つの企業が複数の業務を分担する

ことも可能です。

30 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

11 4 （5）近隣及び市民への

説明

事業者から委託した第三者を事業者の代理の窓口とする事は可能でしょうか 事業者には、統括責任者を中心に、各業務を統括し、適正かつ確実に事業を実施していただ

く必要がありますが、各業務の分担については、提案に委ねます。

31 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

12 31 第４_２_設計業務の内

容

旧2号館地下躯体などの解体撤去設計業務の具体的な内容をお教えください。 第２_3_(3)①設計業務全般の共通事項にあるとおり、第８にある規定を遵守し、解体⼯事

を行えるよう解体⼯事の対象範囲の設定や⼯事費の積算などの業務を想定しています。

32 【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

　「建設業務の範囲」には、解体対象施設の解体撤去業務が含まれますが、残置物は無いも

のと考えて宜しいでしょうか。もし残置物がある場合は、別途と考えて宜しいでしょうか。

什器・備品などの残置物はないものと考えてください。なお、各設備機器（受変電設備、発電

設備、機械設備、防災センター内各監視盤等）は残っており、解体対象となります。

33 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

24 18 第３_１_（３）アスベ

スト状況

「新たにアスベストの存在が発表した場合の対応は別途市と協議」とあるが、市の現在のスタン

ス（特に協議が必要と考える事柄）をご教示ください。

　アスベスト含有調査の結果は、【別添９】「アスベスト調査報告書」に示す通りです。労働安

全衛生法（石綿障害予防規則）及び大気汚染防止法に基づいて施⼯業者が行うこととな

る調査により、新たに含有箇所や建材が発覚した場合については、別途市と協議とします。
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No 対象資料名 頁
行

数
項目 質問 回答

34 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

【別添18】

25 23 第３_１_（７）周辺

道路

「周辺道路の整備予定については【別添18】「税関線他３路線道路再整備検討図」及び【参

考14】「（仮称）景観デザインコード（骨子案）」を参照すること。」とありますが、提案書や考

え方において、現状と【別添18】のどちらをベースに提案すればよいでしょうか。

道路の形状については【別添18】「税関線他３路線道路再整備検討図」を、税関線のデザイ

ンについては【参考14】「（仮称）景観デザインコード（骨子案）」をベースに提案してくださ

い。

35 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

26 12 ④全体共用部 商業機能等で働く従業員用の休憩室等を用意した場合、全体共用となりますでしょうか。それ

とも、民間機能になりますでしょうか

専ら民間機能のための諸室を全体共用部として扱うことはできません。

全体共用部、庁舎機能、民間機能の区分は合理的な判断のうえ、ご提案いただき、詳細につ

いては必要に応じて選定後に協議する予定です。

36 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

【別添23】

26 16 第３_３_（２）施設

規模等

その他欄の庁舎機能の機械室とは、【別添23】「諸室等性能表」イ．その他諸室にある12項

目目の庁舎用電気室以下に示されている項目の機械室であり、執務室に付随する分散され

た小規模な機械スペースやパイプスペース、シャフト等は含まれないと考えてよいでしょうか。

ご理解の通りです。

37 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

28 3 (3)施設の運営時間 市民利用空間の運営時間は未定とありますが、最大どれくらいの営業時間を想定しているので

しょうか

現時点では未定です。

38 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

28 14 第３_４_(１)配置計画 税関通りなど、敷地周囲周辺道路は将来的に「ほこみち」制度の区域指定はありますか。 現時点で、ほこみち制度の活用について具体的な計画はないが、将来的にほこみち制度を活

用する可能性はございます。

39 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

28 19 第３_４_（１）配置

計画

地下１階のにぎわい・商業機能等の店舗において防火区画制限があれば、ご教示ください。 地下１階に、にぎわい・商業機能の店舗を配置するなど、計画内容に応じて、法令等に基づき

適切な防火区画を形成してください。

40 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

28 19 第３_４_（１）配置

計画

地下１階のにぎわい・商業機能等と地下通路を一体的に活用するために、地下通路に面して

店舗の構えや出入口を設けることは可能でしょうか。

41 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

28 19 第３_４_（１）配置

計画

地下通路に面して店舗の構えや出入口を設けるにあたり、必要な条件や制約等があれば、ご

教示ください。

42 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

28 19 第３_４_（１）配置

計画

地下１階のにぎわい・商業機能等と地下通路を一体的に活用するために、本施設に面した地

下通路部分を含めた範囲で防災上必要な排煙設備や防火区画等を設定して良いでしょう

か。

原則として、本施設のみで関係法令に適合するよう計画してください。なお、三宮駐車場との接

続に係る防火区画等の詳細については、確認申請の提出先（神戸市に提出する場合は建

築住宅局建築安全課）や消防局査察課など所管部局との協議が必要になります。

43 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

30 1 第３_４_（２）_２）

自動車自動二輪車

「三宮駐車場を利用する車両が、本施設の地下を経由して入庫できるよう車路を接続させるこ

と」とありますが、出庫は既存市営駐車場の出口を利用できると考えてよいでしょうか。

三宮駐車場利用者は既存出口から出庫すると考えてよいです。

　地下通路に面して店舗の構えや出入り口を設けることは可能です。但し、本施設と三宮駐車

場が一体の建築物とならないよう、構造上、機能上独立して関係法令に適合するよう計画す

る必要があります。その他、三宮駐車場との接続に係る防火区画等の詳細については、確認

申請の提出先（神戸市に提出する場合は建築住宅局建築安全課）や消防局査察課など

所管部局との協議が必要になります。
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No 対象資料名 頁
行

数
項目 質問 回答

44 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

30 1 第３_４_（２）_２）

自動車自動二輪車

神戸市の大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する運用基準駐車台数を三

宮駐車場で確保することは可能と考えてよいでしょうか。

 「建築物に附置すべき駐車施設に関する条例」に基づく必要駐車台数との関係において、大

規模小売店舗立地法に基づく必要駐車台数の一部を三宮駐車場等の公共駐車場を隔地

駐車場として認める場合があります。詳細については、経済観光局経済政策課など所管部局

との協議が必要になります。

 なお、「建築物に附置すべき駐車施設に関する条例」に基づく必要駐車台数を隔地駐車場

で確保しようとする場合、公共駐車場を対象に含むことはできないので、留意ください。

45 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

30 2 第３_４_（２）_２）

自動車自動二輪車

「三宮駐車場の既存の地下２階入口の位置を原則とする。」とありますが、この位置を原則と

する機能上や構造的な理由があれば御教示ください。

三宮駐車場の円滑なオペレーションが可能となること、接続による構造上の無理が生じないこと

などから現状の位置を原則としています。

46 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

【別添19】

【別添24】

30 12 　第３_４_（３）セキュ

リティ計画

全体共用、庁舎、市民利用空間で使用するセキュリティカード（Felica）は、１号館・連絡ロ

ビー・エネルギー施設のカードを共用して、1枚で使用を想定する必要はありますか。

庁舎機能、１号館、連絡ロビー・エネルギー施設は一体的に運用する可能性があるため、カー

ドを共用しての想定は必要です。庁舎機能の入退室管理設備は原則他機能の入退室管理

設備と区分することとしているため、全体共用、市民利用空間のセキュリティカードを共用するこ

とは必須ではありません。

47 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

32 9 第３_４_（４）_③敷

地周辺にも関係する動線

に関する事項

「税関線と東町線、三宮駐車場地下通路を往来できるよう全体共用部のエントランスを結ぶ

自由動線を確保する」とありますが、24時間開放ではなく、深夜等時間は施錠や閉鎖をする

運用と考えてよいでしょうか。

全体共用部の運用については、施設計画の内容、各機能の運用状況をふまえて、協議により

決まるものと考えています。

48 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

36 20 第３_４_（１１）機

械設備計画

連絡ロビー・エネルギー施設と面的エネルギー融通を計画する場合、本施設側の対象とする機

能（全体共用部、庁舎機能、市民利用空間、民間機能）に制限はありますか。また、連絡

ロビー・エネルギー施設には余剰能力がないことから、相互バックアップという位置付と捉えてよろ

しいですか。

本施設機能ごとの制限はなく施設全体で熱負荷を賄える熱源機器を計画してください。ただ

し、【資料１】「要求⽔準及び提案の要件について」P36第３ ４（11）の通り、災害時等で

も機能を継続する必要がある庁舎機能については、単独でも機能できるように、庁舎系統を極

力専有部分として整備できるような設備構成としてください。また、相互バックアップの位置付は

双方に補助的な熱融通を前提として、必ずしも100％のバックアップは必要ありません。

49 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

36 41 第３_４_（１１）機

械設備計画

面的エネルギー融通を行う場合、熱交換器の設置などにより、連絡ロビー・エネルギー施設の冷

温⽔密閉回路と縁をきる必要はありますか。

連絡ロビー・エネルギー施設の冷温⽔系統に影響がないように熱交換器等を設置し、間接的

に熱交換させるシステムを基本とします。

50 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

38 41 第３_５_（６）自動

車駐車場・自動二輪駐

車場

民間機能利用者駐車場も庁舎機能同様「建築物に附置すべき駐車施設に関する条例」第

9条を前提とした計画提案は可能と考えてよいでしょうか。

庁舎機能に必要な駐車台数は、敷地内（１号館地下）に別途確保しております。

民間機能に係る「建築物に附置すべき駐車施設に関する条例」に基づく駐車台数の確保につ

いては、ご理解のとおりです。

ただし、三宮駐車場や三宮中央通り駐車場など公共駐車場は、隔地駐車場の対象外となり

ます。
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No 対象資料名 頁
行

数
項目 質問 回答

51 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

44 17 第３_５_(８)_②引込

設備（構内配電線路）

「電力引込は2回線（常時、予備）」となっていますが、予備線は予備電源線ではなく予備線

と解釈してよろしいでしょうか。また、常時、予備線の関西電力負担金の発生の有無を教えてく

ださい。

予備線、予備電源線の種別については提案によるものとします。また、負担金の発生有無につ

いては、インフラ供給事業者との協議によるものとします。

52 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

47 19 第３_５_(８)_⑪電灯

設備

必要となる電灯設備にライトアップ照明が含まれていますが、必要要件・条件等はありますか。 【資料１】「要求⽔準及び提案の要件」P30第３ ４ （４）外観・景観計画、P42第３ ５

（８）電気設備計画①共通事項を踏まえて計画してください。

53 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

54 17 第３_５_(９)_⑥空調

設備

個別式空調方式の場合、エネルギー源は電気・ガスの分散したシステムでなくて宜しいですか。 全体共用部においては、必ずしも電気・ガスの分散は必要としません。

54 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

54 36 第３_５_(９)_⑥空調

設備

個別式空調方式の場合、夏期設定湿度50％RHは、調湿機器は設けず空調機による除湿

50％RH目安として宜しいですか。

夏期設定湿度50％RH目安となるように冷房による除湿は可能ですが、50％RHを大きく下

回る等、適切な室内環境が維持できない場合は、必要に応じて調湿機器を設置してください。

また冬期の加湿運転ができる機能は必要です。

55 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

55 24 第３_５_（９）_⑧排

煙設備

地下接続に際しても、接続断面積に応じた緩衝帯（吹抜け）による自然排煙とすることが困

難な場合は、附室での機械排煙として良いでしょうか。

神戸市消防用設備等技術基準（PⅢ-9,10等を参照）によること。

詳細については、消防局査察課など所管部局との協議が必要になります。

56 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

57 4 第３_５_（１０）維

持管理計画

「定期的に必要となる点検や、メンテナンスなどによる設備停止の際にも、施設機能維持に支

障がないように計画する」について、電気（停電を伴う点検）、熱源、空調、衛生、昇降機な

ど、各設備の点検時に維持するべき機能の想定はありますでしょうか。

各設備の点検時等においても、各機能の通常運用に支障がないように計画を行ってください。

57 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

【別添23】

60 27 第４_３_①_(１）一

般執務室

一般執務室の有効面積7000㎡の範囲は、【別添23】「諸室等性能表」に記載がある、エレ

ベーターホールから一般執務室への主たる出入口の引き分け式の自動扉を境に部屋内側の

オープンな一体空間部分と考えてよいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、各階の執務室面積が1,600㎡を超える場合、執務室内で必要

な通路空間の増大等により、実質的な執務のための空間が圧迫されることがないよう、オフィス

レイアウト等も十分検討しながら計画してください。

58 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

61 7 第４_３_（３）_①_

３）_低層部諸室

低層部諸室は、具体的にはどのような利用のされ方を想定していますか。 【別添23】「諸室等性能表」に記載のとおりとします。

低層部諸室A、B、Cの「目的・機能・使用形態及びその他設計条件事項」の「それぞれ市民

の利用等を想定して」については、A-1,A-2,B-2,C-2は職員以外の来庁者の多い執務室、

B-1,C-1は職員以外の来庁者の少ない執務室とします。

なお、低層部諸室Cの「目的・機能・使用形態及びその他設計条件事項」の2項目目、「低層

部諸室B-1とB-2は」は、「低層部諸室C-1とC-2は」に訂正します。

59 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

62 9 第４_３_（３）_②_

９）ごみ置場（庁舎各

階用）

「執務室を有する各階」とありますが、ここで意味する執務室とは、「執務室等（一般執務室、

会議室、低層部諸室）」なのか「一般執務室」なのかどちらでしょうか。

執務室等（一般執務室、会議室、低層部諸室）です。
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No 対象資料名 頁
行

数
項目 質問 回答

60 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

62 28 第４_３_（３）_③_

３)その他

「執務室を有する各階」とありますが、ここで意味する執務室とは、「執務室等（一般執務室、

会議室、低層部諸室）」なのか「一般執務室」なのかどちらでしょうか。

執務室等（一般執務室、会議室、低層部諸室）です。

61 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

62 30 第４_３_③３）その他 「一般執務室を有する各階の高層用エレベーターホール内又は近接して、来庁者応対用の打

合せスペースを設けること」とありますが、来庁者対応用の打ち合わせスペースの大きさや個所数

の想定がありましたらお示しください。

【別添23】「諸室等性能表」の「応対スペース」の項目を参照してください。

ただし、数量は、各階の最小執務室面積（1,600㎡）を前提としているため、各階の規模に

応じて計画してください。

62 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

62 30 第４_３_③３）その他 一般執務室を有する各階の高層用エレベーターホール内又は近接して、来庁者応対用の打

合せスペースは、２）会議室の有効面積合計1400㎡に含まれると考えてよいでしょうか。

含みません。

63 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

63 31 第４_５_動線計画 エレベーターの交通計算をする際に、職員が「高層用エレベーター」と「職員用エレベーター」のい

ずれかを使って通勤すると想定してよろしいでしょうか。もしくは職員が通勤時に使うのは「職員

用エレベーター」のみでしょうか。

高層用エレベーターと職員用エレベーターのいずれかを利用して通勤すると想定することは可能

とします。なお、エレベーター交通計算の条件は、【資料１】「要求⽔準及び提案の要件」P72

第４ ９ 昇降機設備計画（２）一般用（乗用）エレベーターに記載の通りとします。

64 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

63 31 第４_５_動線計画 エレベーター計画は、種類の異なるエレベーターを兼用させたり、庁舎用エレベーターと全体共用

エレベーターを兼用させたりするといった合理化の提案は可能でしょうか。

【資料１】「要求⽔準及び提案の要件」P72第４ ９ 昇降機設備計画（３）人荷用エレ

ベーターに記載の通り、庁舎機能の人荷用エレベーター１台は、非常用エレベーターとの兼用

は可能ですが、その他は不可とします。

65 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

【別添17】

64 10 第４_６セキュリティ計画 連絡ロビー・エネルギー施設と庁舎機能を結ぶ渡り廊下は、利用者動線とすることに加え、19

行目には「連絡ロビー・エネルギー施設から庁舎機能に接続する部分に入退室管理設備を設

置すること」とあるため、２号館本庁舎から上空通路を介した中央区庁舎間の行き来は、自由

エリアではなく、利用者のみの行き来に限定されると考えてよいでしょうか。

【別添24】「動線とセキュリティ区分」に記載している利用者①エリアとなります。

利用者①エリアは、開庁時間帯は自由に行き来ができるエリアです。

66 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

69 14 第４_８_（５）_①設

計用地震動、地震波及

び耐震性能

本庁舎1号館,連絡ロビー・エネルギー施設,新中央区総合庁舎,4号館(危機管理センター)の

設計用地震動,地震波を貸借できますか。

公募期間中の開示は予定しておりません。なお、落札者決定後に設計の各段階において必要

に応じて貸借いたします。

67 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

69 21 第４_８_（５）_①_

１）共通事項

「【別添8】「地盤調査報告書（抜粋）」に示すPS検層結果を用いて・・」と記載がありますが、

PS検層結果がありません。PS検層結果は頂けますか。

様式１－３「守秘義務の遵守に関する誓約書」の提出があった者に対して開示する「別途開

示資料」の扱いで、【別添32】「連絡ロビー･エネルギー施設建設に伴う地質調査」を開示しま

す。
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No 対象資料名 頁
行

数
項目 質問 回答

68 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

69 21 第４_８_（５）_①設

計_１）共通事項

「⼯学的基盤から表層地盤までの地盤モデルを設定し・・」とあります。各地盤の増幅特性を頂

けますか。

様式１－３「守秘義務の遵守に関する誓約書」の提出があった者に対して開示する「別途開

示資料」の扱いで、【別添32】「連絡ロビー･エネルギー施設建設に伴う地質調査」を開示しま

す。

69 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

70 31 第４_８_（５）_①_

４）余裕度確認用地震

動（レベル2+）

余裕度確認用地震動において、「レベル2地震動を1.5倍の入力として設定する」とあります。

サイト波については、建設地周辺における最も大きい地震動と考えています。サイト波についても

1.5倍で検討することは、必要でしょうか。

余裕度確認用地震動は告示波のレベル2地震動を1.5倍の入力として設定して下さい。

70 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

70 31 第４_８_（５）_①_

４）余裕度確認用地震

動（レベル2+）

余裕度確認地震動に対して、層間変形角、層の塑性率、部材の最大塑性率の目標値はあ

りますか。

各要素について目標値の設定はありません。建物の倒壊がないように適切に数値を設定してく

ださい。

71 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

72 36 第４_９_（３）人荷

用エレベーター

１台については非常用エレベーターと兼用可能とありますが、乗用エレベーターと兼用は可能で

しょうか。

不可とします。

72 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

【別添19】

77 1 第４_１０_(５)発電設

備

非常用発電機用のオイルタンクは全体共用部設備想定でしょうか？それとも各専有設備として

独立した計画を想定しておりますか。

庁舎機能の非常用発電機用のオイルタンクは庁舎機能の専有設備として想定しており、全体

共用部、民間機能とは独立した計画を想定しています。

73 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

【別添19】【別添

24】

89 5 　第４_１０_（２３）

防犯・入退室管理設備

　全体共用部・庁舎間、全体共用部・市民利用間等、異なるゾーンの境界の扉を制御する

入退室設備は、各専有部設備でしょうか、全体共用設備でしょうか。

各専有設備として想定しています。

74 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

【資料26】

95 1 第４_１１機械設備計

画_（６）給⽔設備_

②上⽔

「市民利用空間に一次避難者の対応を考慮し1人当たり2.1㎡の面積」とありますが、市民利

用空間のうち避難受入れの対象となるエリア（床面積）は【別添26】「市民利用空間の活用

イメージ」にあるフラットなオープンスペース（500～600㎡）と考えてよろしいですか。

ご理解の通りです。

75 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

95 5 第４_１１機械設備計

画_（６）給⽔設備_

③雑用⽔

「雑用⽔の⽔源として庁舎機能井戸設備を設置」とありますが、その他機能の雑用⽔源として

共有することは可能ですか。（その場合は汲み上げ能力は加算）

【資料１】「要求⽔準及び提案の要件について」P95第４ 11（６）③の通り、庁舎機能の

雑用⽔として優先使用できるようなシステムを前提として、共用することは可能とします。また、

汲み上げ能力加算については、井⽔のシステムやメンテンス性等も検討しながら協議により決

定します。

76 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

97 1 第４_１２維持管理計

画

「定期的に必要となる点検や、メンテナンスなどによる設備停止の際にも、施設機能維持に支

障がないように計画する」について、電気（停電を伴う点検）、熱源、空調、衛生、昇降機な

ど、各設備の点検時に維持するべき機能の想定はありますでしょうか？

各設備の点検時等においても、各機能の通常運用に支障がないように計画を行ってください。
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No 対象資料名 頁
行

数
項目 質問 回答

77 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

98 12 第５_１基本的な考え

方

市民利用空間の整備について、自ら運営することを想定し提案することとありますが、提案に具

体的な運営計画は必要でしょうか。

具体的な運営計画を必須とするものではありませんが、提案内容の実現可能性を示すために、

想定する運営計画を提示することは妨げません。

78 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

100 13 第５_３_（３）_①メ

インスペース

２層程度の吹き抜け空間のおおよその具体的高さ（数値）想定やイメージをご教示ください。

（法的制約や設備計画等に関わるため）

開放感のある高さが確保されることを想定していますが、利用イメージから具体的な利用シーン

等と併せて空間を提案してください。

79 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

【別添26】

100 13 第５_３_（３）_①メ

インスペース

利用イメージとして最大利用人数（シアター形式やスクール形式その他形式等の具体的想定

人数）想定やイメージをご教示ください（法的制約や設備計画等に関わるため）

具体的には今後検討することとしているため、想定等はありません。利用イメージから具体的な

利用シーン等と併せて空間を提案してください。

80 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

【別添26】

100 13 第５_３_（３）_①メ

インスペース

メインスペースの法的扱いは会議室、集会所等どのようなカテゴリーとなるか、興行場法に当て

はまる利用等想定は必要と考えられるでしょうか。（法的制約や設備計画等に関わるため）

利用イメージを参照のうえ提案する利用シーンや空間などをふまえて適宜想定してください。

81 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

【別添26】

100 21 第５_３_（３）_①メ

インスペース

「メインスペース内又は隣接した位置に、一定の調理等を可能とするキッチン及び運営事業者

のための事務スペース、情報発信機能の確保が必要となることも想定した計画とすること。」とあ

りますが、キッチンおよび排⽔や吸排気等伴う設備等は、将来想定ができる計画とし、本庁舎

市民空間事業費には含まれないと考えてよいでしょうか。

設計には含まれていますが、整備は含まれていません。

82 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

100 21 第５_３_（３）_①メ

インスペース

メインスペース内又は隣接した位置に、一定の調理等を可能とするキッチン及び運営事業者の

ための事務スペース、情報発信機能は、面積500~600㎡に含まれていると考え、含まれない

バックヤードとは倉庫を示すと考えてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。

83 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

100 21 第５_３_（３）_①メ

インスペース

メインスペース内又は隣接した位置に、一定の調理等を可能とするキッチンとは、本格的調理を

行う厨房ではなく、ケータリング対応のパントリーのようなイメージと考えてよいでしょうか。

一定の調理等を可能とするキッチンは、当該キッチンで一定のサービスを行うことに対応できるよ

う、火気使用を伴う一般家庭用キッチン程度の機能は必要と想定し、その他詳細は利用イ

メージから適宜想定してください。

84 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

101 26 第５_６_セキュリティ計

画

メインスペースは施錠可能な設えとすることとありますが、建物が施錠されており外部から人が入

れないようなセキュリティが確保されていればいいのか、もしくはメインスペース単独で施錠ができる

必要があるのでしょうか。

メインスペース単独で施錠可能とする必要があります。

85 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

105 17 第５_１１維持管理計

画

「定期的に必要となる点検や、メンテナンスなどによる設備停止の際にも、施設機能維持に支

障がないように計画する」について、電気（停電を伴う点検）、熱源、空調、衛生、昇降機な

ど、各設備の点検時に維持するべき機能の想定はありますでしょうか？

各設備の点検時等においても、各機能の通常運用に支障がないように計画を行ってください。
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No 対象資料名 頁
行

数
項目 質問 回答

86 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

110 22 第７_２コンセプト提案に

係る基本事項

本リニューアルにかかる⼯事は本体施設と同時期に施⼯し、供用開始時には地下通路も合わ

せる前提でお考えという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおり、同時に供用する方向で検討しています。なお、具体的には施⼯計画を検討す

る段階において協議が必要と考えております。

87 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

111 30 第７_３その他の要件 本事業提案は提案者が立案する地下リニューアルコンセプト（プラン）と整合する形で行うこと

になりますが、その後の検討過程で、許認可や事業規模的に地下リニューアルコンセプト（プラ

ン）の見直しが生じた場合、それに整合するよう建築側のプラン見直しも行われるものと考えて

よろしいでしょうか。

建築側の見直しが必要かどうかを含め協議しながら進めていくことになることを想定しています。

88 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

113 35 第８_３完了期限 突発的な予期できない事象が発生した場合は完了期限について市と協議することは可能で

しょうか。

【資料７】「事業契約書（案）」第28条及び第41条をご参照ください。

89 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

114 4 第８_４その他 市の負担する解体費について、確認を受けた⼯事費内訳書の通り負担するという理解でよろし

いでしょうか。

ご理解の通りです。

90 【資料１】要求

⽔準及び提案の

要件

114 6 第８_４その他 解体撤去⼯事の状況報告については適宜の様式で構わないという理解でよろしいでしょうか。 ご理解の通りです。

91 【別添１】用語の

定義

1 32 番号20　デザイン等の監

修者

　「デザイン等の監修者」の定義に「設計者とは別に、多様な意見等の調整を行う者」とあります

が、アドバイザーではなく（例えば市や景観窓口等）の行政との調整を行う者と理解して宜し

いでしょうか。

用語の定義に記載しているとおり、行政との調整のみを行う者ではなく、よりデザイン性の高い施

設の具体化に向けて、設計者などの関係者や行政とデザインに係る調整等を行う者とご理解く

ださい。

92 【別添３】成果

品等リスト

1 13 （１）経営管理に関す

る提出物

事業者の経営状況等を確認する上で代替可能な提出書類とは有価証券報告書でよいでしょ

うか。

有価証券報告書で問題ありません。ご提案いただく組織体制等に応じて、適切な書類をご提

出ください。

93 【別添6】建設予

定地現況平面

図

敷地周囲擁壁 敷地北、西道路際にある擁壁の除却は開発行為に該当せずに除却も可能と考えてよいでしょ

うか。

擁壁の除却のみであれば開発行為にはあたりませんが計画の内容によっては開発行為に該当

する可能性があります。詳細については、具体的な計画に対して所管部局と協議を行ったうえ

で開発許可の要否を決定します。

94 【別添６】建設

予定地現況平

面図

記載の周辺地盤レベルの数字は、KPもしくはTPでしょうか？レベルの基準が分かる数字があれ

ばお教えください。

記載の周辺地盤レベルの数字は、TPです。

95 【別添17】連絡

ロビー・エネルギー

施設建設他⼯

事 設計図（建

築・空気調和設

備・電気設備）

A015

～016

図

三宮駐車場地下通路から連絡ロビー・エネルギー施設、上空通路を介して中央区総合庁舎

へ至る動線は、時間外以外は誰でも自由に行き来できる運用（自由エリア）と考えてよいで

しょうか。

ご理解のとおりです。なお、時間外となる日時等については【資料1】「要求⽔準及び提案の要

件」P27に記載のそれぞれの施設の運営時間を参照してください。

11



No 対象資料名 頁
行

数
項目 質問 回答

96 【別添17】連絡

ロビー・エネルギー

施設建設他⼯

事 設計図（建

築・空気調和設

備・電気設備）

A016

図

3階平面図 中央区総合庁舎と本庁舎敷地の上空通路（連絡橋）は、連絡ロビー・エネルギー施設の3

階（図中点線の位置）に設置される前提と考え、本庁舎2号館からの直接の接続は無いと

考えてよいでしょうか。

ご理解の通りです。

97 【別添１８】_税

関線他３路線

道路再整備検

討図

再整備検討図のプランを一部変更して提案することは可能と考えてよろしいでしょうか。変更不

可のポイントがあれば、お示しください。

基本的な設計内容（道路幅員や線形等）については変更不可ですが、東町線東側におけ

る乗り入れ位置については変更が可能です。また、税関線の歩道空間については三宮地下通

路と一体的なにぎわいを創出する空間とすることも考えられ、設計内容はこの提案を妨げるもの

ではありません。

98 【別添18】税関

線他３路線道

路再整備検討

図

「税関線他３路線道路

再整備検討図」

【別添18】税関線他３路線道路再整備検討図のＣＡＤデーターを開示いただけないでしょう

か。

様式１－３「守秘義務の遵守に関する誓約書」の提出があった者に対して開示する「別途開

示資料」の扱いで、CADデータを開示します。

99 【別添18】税関

線他３路線道

路再整備検討

図

「税関線他３路線道路

再整備検討図」

東町線道路凹み部や歩道上にある2種類の斜線ハッチングの凡例をお示しください。 凹み部分は貨物集配車両（荷さばき）を対象とした駐車禁止規制緩和区間を予定していま

す。斜線ハッチングのうち、歩道上にあるものは自転車駐車場、車道上にあるものは自動二輪

駐車場をそれぞれ予定しています。

100 【別添19】設備

の管理区分に関

する資料

3 ７中央監視及び自動制

御設備

連絡ロビー・エネルギー施設の防災センターにある中央監視装置の監視ポイント数の予備は足

りていますか。増設する場合は別途⼯事で宜しいですか。

庁舎機能として中央監視、自動制御設備は庁舎用監視室にサーバー等を設置してください。

また、連絡ロビー・エネルギー施設側では監視ポイントの予備を一定数想定していますが、具体

的な監視ポイント等は協議しながら決定しますが、ポイント増設が必要な場合は別途⼯事とし

ます。

101 【別添19】設備

の管理区分に関

する資料

4 １３排⽔設備（地下） 排⽔ポンプとは雨⽔貯留槽用と全体共用系統汚⽔・雑排⽔槽用でしょうか 排⽔ポンプは雨⽔・汚⽔・雑排⽔・湧⽔系統を想定しています。

102 【別添23】諸室

等性能表

1 1 目的・機能・使用形態お

よびその他設計条件事項

⼯事区分については、諸室等性能表に記載の「～を想定すること」と記載された内容について

は別途⼯事という理解で宜しいでしょうか。

【別添23】「諸室等性能表」には、諸室の空間としての規模や性能等に関係する事項を記載

しています。本⼯事で整備すべき事項かどうかは、それぞれ要求⽔準書記載事項を確認してく

ださい。なお、エントランスロビーの項目の「ゲート機能（フラッパーゲート等）を設けること」、受

付案内カウンターの項目の「デジタルサイネージ（120インチ）の設置」は本⼯事に含みます。

103 【別添23】諸室

等性能表

1 5 ア_低層部諸室

A（A-1/A-2）,（B-

1/B-2)

面積欄において、低層部諸室A-1が300㎡、A-2が100㎡、B-1が250㎡、B-2が150㎡と

理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、低層部諸室Cの「目的・機能・使用形態及びその他設計条件事

項」の2項目目、「低層部諸室B-1とB-2は」は、「低層部諸室C-1とC-2は」に訂正します。
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No 対象資料名 頁
行

数
項目 質問 回答

104 【別添23】諸室

等性能表

2 3 イ_給湯室 給湯室や管理用倉庫等「各階」に配置と書かれている室は、地下階を含む全階に必要なので

しょうか、それとも計画の合理性を考慮して適宜配置を判断してよろしいでしょうか。

計画の合理性を考慮して適宜配置を判断してください。

105 【別添23】諸室

等性能表

3 エントランスロビー 居室でないエントランスロビーに24時間換気は必要ですか 建築基準法に基づいた換気計画として必要に応じて機械換気を設置してください。

106 【別添23】室等

性能表

市民利用機能 市民利用機能諸室の諸室等性能表がございましたらお示しください。 特にありません。

107 【資料３】施設

整備費等の算定

及び支払方法

4 4 第３_４支払方法 市が支払う施設整備費等は事業者に対して支払われるのでしょうか。それとも建設業務を請け

負う企業等に直接支払われるのでしょうか。

事業契約の契約当事者である事業者に支払います。

108 【資料４】落札

者決定基準

5 9 第３_３_（１）_１．

_（１）_①実施体制

市内企業の参画促進が評価の視点として記載がございますが、市内企業の定義をご教示くだ

さい。

本店を市内に有する者もしくは法人市民税の課税対象となる支店・営業所等を市内に有する

者とします。

109 【資料５】別表

提出書類及び様

式一覧

7 15 民間機能にぎわい集客

機能ⅰ

想定ホテルブランド名の提示を求められておりますが、提案書提出時にはホテルオペレータと約

定していない可能性が高く、ブランド名の提示が不可能な場合、評価に影響はあるでしょうか

民間機能にぎわい集客機能ⅰに係る評価については、【資料４】「落札者決定基準」の第３

３　（１）表中の「評価の視点」を基に、事業者選定委員会において審査します。

110 【資料５】別表

提出書類及び様

式一覧

7 36 税収・経済効果 税収・経済効果の税収効果はその多寡だけで評価するものではないとありますが、評価ポイント

はどのような点でしょうか

税収・経済効果に係る評価については、【資料４】「落札者決定基準」の第３　３　（１）表

中の「評価の視点」を参照してください。

111 【資料５】様式

２－２参加資

格確認申請書

1 1 参加資格申請書 複数業務を担当する企業で、それぞれの担当支店が異なる場合、それぞれでの登録が必要で

しょうか。（例）維持管理運営業務についは本社で行うが、建設企業については支店が担当

する場合。いずれも支配人登記はある。

同一企業が複数業務を担当して実施する場合、参加資格確認申請書は一つにまとめていた

だいて結構です。

112 【資料５】様式

２－７入札参

加者を構成する

企業の類似業務

実績表（民間

1 14 ♦備考 実績を証明できる資料として契約書の写し等とありますが、テナント企業との契約書でしょうか。

それとも設計・建設会社との契約書でしょうか。

地権者や事業施行者、建設・設計会社等との契約書で、用途や規模等の分かるものを想定

しています。

113 【資料５】様式

６－１－ａ施

設整備費等の内

訳

8 Ⅰ_設計費 【資料１】「要求⽔準及び提案の要件」p.108記載の各種調査費用については事業者で計

画し、設計費に含んで計上するという理解でよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。なお、設計費に含むものは、行政機能に係る調査費用となります。
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No 対象資料名 頁
行

数
項目 質問 回答

114 【資料６～８】

事業協定書・事

業契約書・定期

借地権設定契

約

全 全 全 【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）」の内容について、文書の変更をお願いしなければ締結が難しい場合、協議

は可能でしょうか

内容についてご意見等がある場合は、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。

115 【資料６】基本

協定書（案）

14 1 別紙４_各業務の委託

又は請負企業一覧

業務の委託先について、業務の再委託先等は記載不要でしょうか。 代表企業、構成員、協力企業からの再委託先については必ずしもすべてを記載する必要はあ

りません。

116 【資料７】事業

契約書（案）

8 32 第１章_第１２条_３

（要求⽔準書・事業提

案書等の変更）

本事業関連書類の著しい変更が市の帰責事由による場合、事業者は市に違約金を請求でき

るという解釈でよろしいでしょうか。

【資料７】「事業契約書（案）」第12条第2項第1号をご参照ください。

117 【資料７】事業

契約書（案）

20 30 テナント事業者への賃貸 運営開始後、テナント入替はある程度の回数があると想定されますが、毎回の市への事前承

諾を不要とすることはできないのでしょうか

原則として市の事前承諾を要するものとします。

118 【資料７】事業

契約書（案）

20 30 テナント事業者への賃貸 承諾が得られない基準はおありでしょうか 【資料７】「事業契約書（案）」第37条第３項1号に定める承諾の基準ですが、同項各号

に掲げる（1号以外の）条件が充足されている場合には原則として承諾することを想定してお

ります。

119 【資料７】事業

契約書（案）

20 30 テナント事業者への賃貸 承諾の手続きにかかる時間はどのくらいでしょうか 内容にもよりますが、可能な限り速やかに確認・回答する予定です。

120 【資料７】事業

契約書（案）

28 16 第９章_第４９条_２

（建設業務の開始後、

行政機能の引渡し前の

不可抗力又は法令の変

更による契約の解除）

行政機能のみが対象になっていますが、全体共用の按分のうち行政負担分も対象と考えてよ

ろしいでしょうか。

市は、全体共用の按分のうち行政負担分も対象とすることが出来るものとします。

121 【参考２】神戸

市役所本庁舎

２号館再整備

基本計画（改

訂版）

8 27 にぎわい・集客機能 国際的ビジネス拠点とありますが、神戸市の具体的なイメージはどのようなものでしょうか 医療産業都市、大学集積都市としての神戸の強みを活かした産学連携・交流機能の導入と

ともに、企業支援の取組みやビジネスマッチング、グローバルな企業活動を支える高度な業務機

能等が考えられますが、具体的には事業者からの幅広い提案を期待します。

122 【参考12】神戸

市地球温暖化

防止実行計画

42 7 第５章_６再生可能エネ

ルギー等の導入目標

長期目標（2050 年度）の再生可能エネルギー等の導入目標が決まっていましたらご提示

下さい

現時点において2050年度の再生可能エネルギー等の導入目標は決定していませんが、【資料

１】「要求⽔準及び提案の要件」P34第３ ４ （７）環境配慮計画に記載の通り、環境に

配慮した計画としてください。
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No 対象資料名 頁
行

数
項目 質問 回答

123 【参考14】 （仮

称）景観デザイ

ンコード（骨子

案）

5-01 18 概要_右段_図版：建

築物の部位の定義

建築物の中層部に関して最高45ｍの部分までの棟を揃えるイメージが、図版：建築物の部

位の定義において示されていますが、今回提案や事業においても適用が必要と考えられるでしょ

うか

 建築物の中層部に関する最高45ｍの高さは、今回提案や事業において適用していただく必

要があります。

 なお、5－01図版において、向かい合う建築物と軒を揃えるイメージを示していますが、これは

目指す街並みを図示したものであり、本件に関しては、既存の向かい合う建築物との軒を揃え

るという主旨ではありません。

　また、5-11の壁面の位置に示す「基準」については景観形成道路A（税関線）に面する部

分のみの制限事項ですが、その他の部分についても、「誘導」で規定されている通り、連続性な

どに配慮した計画としてください。

124 【参考14】 （仮

称）景観デザイ

ンコード（骨子

案）

5-01 概要_右段_図版：建

築物の部位の定義

図版の45ｍ以上の部分にセットバックや5－11高層部１－４－４基準に中層部より後退さ

せるという文章が見られますが、今回提案や事業においては具体的な後退距離の制約は無い

と考えてよいでしょうか。

高層部の壁面位置については、具体的な後退距離は定めておりません。

ただし、5-11高層部１－４－５誘導に掲げている都市空間の広がりの確保や圧迫感の軽

減といった、高層部の壁面を後退させる目的を踏まえ計画してください。

125 【参考14】 （仮

称）景観デザイ

ンコード（骨子

案）

5-01 概要_右段_図版：建

築物の部位の定義

最高45ｍの高さの起点位置や高さ（ＴＰ等）があればお示しください。 税関線に面する部分の高さを最高45ｍとし、街並みの連続性を形成することを目的としており

ます。

基本的には建築基準法に基づく建築物の各部分の高さとなりますが、敷地の高低差等により、

そうすることで目的にそぐわない場合は、敷地前面の税関線のＧＬを起点としてお考えください。

具体的には設計段階において協議をお願いします。

126 【参考14】 （仮

称）景観デザイ

ンコード（骨子

案）

5-11 建築物のデザインコード_

１建築物の形態やデザイ

ン_（４）壁面の位置

図版：右上

図版及び低層部１－４－１、中層部１－４－２基準によると、高さ２．５ｍの範囲まで

は、柱型や壁面は１．０ｍ以上境界線から後退させるとありますが、それより上部の中層部

分の壁面線は、景観デザインコード上、敷地境界線まで近づける必要があり、提案や本事業に

おいても適用が必要と考えられるでしょうか。

低層部（１、２階部分）の壁面位置については、5-01用語の定義及び低層部１－４－

１基準のとおり、原則、景観形成道路Ａの境界線から外壁等の面までの距離は１ｍ以上と

してご計画ください。

なお、低層部を超える中層部の壁面位置については、今回提案や本事業において、5-11中

層部１－４－２基準が適用されることとなります。

127 【参考14】 （仮

称）景観デザイ

ンコード（骨子

案）

5-13 9 建築物のデザインコード_

１建築物の形態やデザイ

ン_（４）壁面の位置

「外壁等の面を概ね当該道路との境界線に近接させる。」とありますが、まちなみの連続性の観

点からも、敷地境界線から免震構造可動範囲等の構造的セットバックは、高さ2.5ｍより上部

においては考慮しなくてもよいと考えてよいでしょうか。

免震構造の場合の中層部の壁面位置は、一般的には、免震装置の作動時にも敷地内に収

めるべきものと考えますが、その上で、5-11中層部１－４－２基準のとおり、できる限り敷地

境界線に近接させるようご計画ください。

128 （仮称）新中央区総合

庁舎

中央区庁舎の図面資料配布もしくは閲覧は可能でしょうか。 当該施設は建設途中であり、今後設計変更の可能性もあることから、公募期間中の開示は

予定しておりません。

129 避難検証法 ルートＢルートＣ等検証法の採用は提案によると考えてよいでしょうか。 提案によりますが、避難安全検証法を使用する場合、事業期間中の間仕切壁等の変更につ

いては、変更の度に事業者により安全検証を行ってください。
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