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１．業務の名称 

   神戸空港コンセッション事業に係る定期モニタリングにおける経営・財務に関するモニタリ

ング支援業務（以下、「本業務」という。） 

 

２．業務の目的 

神戸空港は、神戸空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約（以下、「実施契約」とい

う。）に基づき、平成 30年４月から運営権者である関西エアポート神戸株式会社（以下、「KAP

神戸」という。）が運営している。 

神戸空港特定運営事業等においてモニタリングは、独立採算事業であるという特性に鑑み、

運営権者自らが毎年度契約上の義務の履行を確認する、セルフモニタリングを中心とするが、

概ね５年ごとに、網羅的に要求水準の充足状況を把握するため、本市がモニタリングを実施す

ることになっている。 

本業務は、本市がモニタリングを実施するにあたり、高い専門知識と実績を有する事業者か

ら、KAP神戸の経営・財務状況の分析、契約上の財務関連条項についての履行状況の確認その

他の支援を受けることで、経営・財務面についての課題を確認し、KAP神戸と共有することで、

より一層適切な神戸空港運営を進めていくことを目的として実施するものである。 

 

３．業務内容 

仕様書のとおり（別紙参照） 

 

４．委託期間 

  委託契約締結日から令和５年３月 31日までとする。 

 

５．契約限度額 

  本業務の契約限度額は、35,000千円（消費税及び地方消費税相当額を含む）とする。 

  なお、見積書（様式）の金額が契約限度額を超過した場合は、失格とする。 

 

６．委託先選定方法 

  公募型プロポーザル方式 

 

７．業務実施上の条件 

   ① 受託者は、本市の委託契約約款及び本募集要項に基づき、本業務を受託者の責任におい

て実施するものとする。 

② 受託者は、本業務遂行に当たり、業務の円滑な遂行と業務の確認のため、本市と協議を実

施し、十分調整を行うとともに、必要に応じて協議・助言を行うものとする。 

 

８．参加資格要件 

   本業務への参加には、次の要件(1)及び(2)を満たしていることとする。 

  なお、要件の確認基準日は参加申込書等の提出日とし、契約締結までの間に、次の要件(1)及び

(2)を欠くこととなった場合には、契約を締結できないものとする。 
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 (1)基本要件 

①  地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

②  破産法（平成 16年法律第 75号）第 18条若しくは第 19条の規定による破産手続開始の申

立てがなされている者でないこと。 

③  会社更生法（平成 14年法律第 154号）第 17条の規定による更生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと。 

④  民事再生法（平成 11年法律第 225号）第 21条の規定による再生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと。 

⑤  会社法（平成 17年法律第 86号）第 511条の規定による特別清算開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

⑥  国税（法人税及び消費税）及び地方税を滞納している者でないこと。 

⑦  神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月 15日市長決定）に基づく指名停止の措置を受けて

いる者でないこと。 

⑧  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に

規定する暴力団員若しくは役員又は実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、そ

の他暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）及び暴力団員と社会的に非難され

るべき関係を有している者（神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱（平成 22

年５月 26日市長決定）第５条に該当する者）に該当しないこと。 

 

(2)本業務に係る要件  

①同種・類似業務 

空港管理者（国・地方公共団体・新関空会社等の空港管理会社）又は空港が所在する地方公

共団体が発注した国内の個別具体的空港における公共施設等運営権の導入に関する調査・支

援に関する業務やモニタリングに関する業務等、空港コンセッション事業に関連する業務を

受託した経歴を有すること。 

② 本業務に必要となる公認会計士の有資格専門家を１名以上配置すること。 

③ 神戸空港特定運営事業等評価委員会（以下、「評価委員会」という。）委員（11．(3)参照）

が属する企業又は当該企業と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者は、受託

者及び協力会社等になることはできない。 

④ 関西エアポート㈱及び KAP神戸子会社の会計監査、経営（アドバイス業務含む）等に関与

している者は、受託者及び協力会社等になることはできない。 
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９．委託事業者選定スケジュール 

内 容 時 期 

(1)公募開始 令和４年６月 23日（木） 

(2)参加申込期限 令和４年７月５日（火）午後５時 30分まで 

(3)参加資格審査結果の通知 令和４年７月８日（金） 

(4)質問受付締切 令和４年７月５日（火）午後５時 30分まで 

(5)質問事項に対する回答 令和４年７月 13日（水）予定 

(6)企画提案書の提出期間 令和４年７月 13日（水） 

～令和４年８月５日（金）午後５時 30 分まで 

(7)審査委員会 令和４年８月 11日（木・祝） 

(8)選定結果の通知 令和４年８月中旬（予定） 

 

10．応募手続等に関する事項 

(1)提出書類の配布 

  提出書類の様式はホームページからダウンロードして使用すること。 

 URL:https://www.city.kobe.lg.jp/a11380/kurashi/access/airport/monitoring-proposal.html 

 

 

(2) 提出書類 

 書類名 様式 部数 提出期間 

 参加申込書類 

令和４年６月 23日から

令和４年７月５日まで 

 ①参加申込書 様式１号 １部 

 ②誓約書 様式３号 １部 

 ③参加者の同種・類似業務実績 様式４号 １部 

 ④業務実施体制 様式５号  

 ⑤協力会社等調書 様式６号  

 ⑥法人登記簿謄本（又は登記事項全部証

明書）※ 

－ １部 

 ⑦納税証明書（国税及び地方税）※ － １部 

 ⑧神戸市契約等からの暴力団関係者排

除に係る誓約書※ 

－ １部 

 提案書類 

令和４年７月 13日から

令和４年８月５日まで 

 ⑨企画提案書(表紙) 様式７号 １部 

 ⑩協力会社等の同種・類似業務実績 様式８号 １部 

 ⑪業務の実施方針 様式９号 各７部 

⑫見積書 任意 1部 

   ※ 神戸市入札参加資格者として登録のないものが応募する場合は、「提出書類等」に加え 

「⑥法人登記簿謄本（又は登記事項全部証明書）」、「⑦納税証明書（国税及び地方税）」及び

「⑧神戸市契約等からの暴力団関係者排除に係る誓約書」のそれぞれ原本を提出すること。 

  

https://www.city.kobe.lg.jp/a11380/kurashi/access/airport/monitoring-proposal.html
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(3)書類の提出方法 

(2)の提出書類を提出期限までに電子メール又は持参、郵送にて「15．提出先・連絡先」あてに

提出すること。 

電子メールにより提出する場合は、PDF形式のデータとした提出書類を電子メールにより、提出

期限の午後５時 30分までに「15．提出先・連絡先」まで送付し、送付後に電話にて「15．提出先・

連絡先」に受領の確認を取ること。 

持参により提出する場合は、事前に「15．提出先・連絡先」の担当まで連絡のうえ持参すること。 

郵送により提出する場合は、提出期間中に必着のこと。 

なお、持参により提出する場合は、神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例第 28号）第

２条第１項各号に掲げる本市の休日（以下「休日」という。）を除く日の午前９時 30分～午後０時

30分、午後１時 30分～午後５時 30分に提出すること。 

 

(4)提出書類記入上の留意事項 

① 参加申込書（様式１号） 

  必要事項を記入のうえ、提出すること。 

② 誓約書（様式３号） 

必要事項を記入のうえ、提出すること。 

  ③ 参加者の同種・類似業務実績（様式４号） 

    ・過去に空港管理者又は空港が所在する地方公共団体が発注した国内の個別具体的空港に

おける公共施設等運営権の導入に関する調査・支援に関する業務やモニタリングに関す

る業務等、空港コンセッション事業に関連する業務を受託した経歴を記載すること。 

・現在実施中の業務がある場合も、記載対象とする。その場合は、業務名の下に「実施中の

業務」と記載すること。 

・業務の実施を確認できる資料（契約書、成果品のコピー等）又は証明する書面を添付する

こと。  

  ④ 業務実施体制（様式５号） 

    ・配置予定の業務責任者を記載すること。 

・配置予定の担当者は、複数とすることができるが、中心となって本業務に携わる担当者が

明確にわかるようにすること。 

・本業務に必要となる公認会計士の有資格専門家を１名以上配置すること。 

・公認会計士の有資格専門家等に関して、外部の協力会社等に本業務の一部を再委託する場 

合は、再委託先を記載すること。 

  ⑤ 協力会社等調書（様式６号） 

    ・協力会社等を使用しない場合は提出不要である。 

・様式５に記載した公認会計士の有資格専門家など外部の協力会社等に本業務の一部を再

委託する場合は、再委託先の概要を記載すること。 

  ⑨ 企画提案書(表紙)（様式７号） 

    ・必要事項を記入のうえ、提出すること。 

  ⑩ 協力会社等の同種・類似業務実績（様式８号） 

・協力会社等を使用しない場合は提出不要である。 

・様式６号に記載した協力会社等ごとに別葉とすること。 
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・協力会社等が、過去に国内空港において受託した空港コンセッション業務について記載す

ること。 

・現在実施中の業務がある場合も、記載対象とする。その場合は、業務名の下に「実施中の

業務」と記載すること。 

・協力会社等として再委託を受けた業務も記載して差し支えない。その場合には、（ ）内

に再委託元の事業者名及び再委託元との契約金額を記載すること。 

・実績がない場合は、「実績なし」と記載すること。 

・業務を実施していることを確認できる資料（契約書、成果品のコピー等）又は証明する書

面を添付すること。 

・なお、協力企業等に本業務の全部又は大部分について一括した再委託は認めない。 

  ⑪ 業務の実施方針（様式９号） 

    ・業務実施体制（様式５号について、各々の役割分担が明確にわかるように図式で記載す

ること）、業務フロー、工程計画、提案内容について、Ａ４版（パワーポイント形式の様

式でも構わない）３～４頁に簡潔に記載すること。 

・提案内容については、別紙「仕様書」を踏まえ、「11．(1)イ 評価基準」に記載している

項目について、簡潔明瞭に記載すること。 

⑫ 見積書 

  ・様式は任意とする。 

・見積書には本業務に係る一切の経費を含むものとし、算出根拠も示した内訳書も添付す 

ること。 

・見積書は委託料上限額の範囲内で提案すること 

・見積は、業務量の目安に比べて著しく乖離していると思われる場合、その妥当性について

聴取することがある。 

 

  (5) 参加資格審査結果の通知  

令和４年７月８日(金) 

 

(6) 質問の受付  

 ア 提出期間 

   令和４年６月 23日から令和４年７月５日午後５時 30分まで 

 イ 提出方法 

  本募集要項及び業務仕様書について質問がある場合は、質問票（様式２号）に記載し、  

「15．提出先・連絡先」へ電子メールで送付すること。 

なお、電子メール以外で提出された質問については回答しない。 

※参加申込書等を提出していない者の質問は受付できない。質問票の提出前に参加申込書等

を必ず提出すること。 

 

(7) 質問に対する回答 

参加者全員に対して令和４年７月 13日頃に電子メールにより回答する。 

なお、質問した事業者名は公表しない。 

また、参加資格等に関する質問については、原則として個別に回答し公表しないものとする。 
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 (8)審査委員会の実施 

  審査委員会の開催日時及び場所等の詳細について別途通知する。 

ア 日 時：令和４年８月 11日（木・祝） 

イ 対 象：企画提案書等の提出者（参加者）全て 

ウ 実施内容：提案内容等についての説明 

       説明内容及び提出書類に対する質疑応答 

エ 説明者等：様式５号に記載した予定業務責任者が行うこと。 

 

11．事業者選定方法 

(1)審査委員会における審査 

 ア 審査方法 

①  企画提案書等の書類やヒアリングの内容をもとに、「イ 評価基準」に基づいて評価委員

会委員が評価を行い、その結果を踏まえて、本市が事業者を選定する。 

②  評価点の合計が満点の 60％に満たない者は事業者として選定しない。 

③  評価委員会委員による審査を受けて、本市が順位を決定し、第１位の者を事業者に選定

する。 

④  第１位の者が２者以上あるときは、その中で合計の見積額の最も低い者を事業者として

選定することとし、さらに、合計の見積額の最も低い者が２者以上あるときは、当該者の

くじ引きにより事業者を選定する。 

 

イ 評価基準 

本事業の趣旨に沿った提案であることを前提とした上で、提案書における以下の記載内容を

踏まえて選考する 

評価項目 評 価 基 準 
配点 

(計 200 点) 

業務理解度 

・提案内容全般について、具体性や客観性があるなど明瞭 

なものとなっており、想定される課題や論点について対応 

が示されているなど、本業務についての理解度が高く、よ 

り円滑な業務遂行が期待できると考えられる場合に優位 

に評価する。 

20点 

業務実施体制 

・業務を着実に実施するための人員が示されているか。 

・公認会計士が配置され、業務責任者やその他の担当者と

密な連携に取り組む体制であるか。 

・国内空港におけるコンセッション事業に精通した担当者

を配置し、それを本業務に反映できる体制であるか。 

・仕様書に定める各業務において、各自の果たす役割が明

示されているか。 

20点 

実施手順 
・業務を実施するための具体的な手順や工程が示されてい 

るか。 
20点 
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提

案

内

容 

経営・財務状況の

分析に関する事

項 

・「経営・財務状況の分析」および「契約上の財務関連条項

についての履行状況の確認・分析」について、精度の高

い分析が期待される具体的な内容が示されているか。 

・航空業界の経営に関する知見を有したうえでの助言・分

析が期待される場合に優位に評価する。 

50点 

提案書の履行状

況に関する事項 

・エアライン・路線誘致や空港アクセス事業者との連携、

空港の利用促進に関する取り組みや施策の履行状況等

についての本市が実施するモニタリングへの支援につ

いて、具体的な提案がされているか。 

20点 

今後のモニタリ

ングに関する事

項 

・今後、市が実施するモニタリングや KAP神戸が実施する

セルフモニタリングの実施体制・手法等において、検討

すべき視点や内容が整理され、各種分析結果により、そ

の具体化が期待される場合に優位に評価する。 

10点 

同種・類似業務実績 ・同種・類似業務実績が多い場合に優位に評価する。 20点 

地元企業の受注機会 
・本社又は本店が神戸市内に位置する(20点)。 

・支社又は支店、営業所が神戸市内に位置する(10 点)。 
20点 

見積額 

20点×全参加事業者の中で最低の見積金額 

      企画提案事業者の見積金額 

なお、見積金額が本業務の契約限度額を超えている場合は

選定しない。 

20点 

 

(2）事業者選定結果の通知・公表  

令和４年８月中旬予定 

ホームページで選定事業者名、応募者数等を公表する。選定事業者及びその他の応募事業者

に対しては、書面により選定結果を通知する。 

 

(3）神戸空港特定運営事業等評価委員会委員（50音順、敬称略） 

上村 敏之（関西学院大学経済学部 教授） 

清水 苗穂子（阪南大学国際観光学部 教授） 

花岡 伸也（東京工業大学環境・社会理工学院 教授） 

藤原 正廣（京町法律事務所 弁護士） 

町田 美紗（町田公認会計士事務所 公認会計士・税理士） 

 

(4）留意事項 

    企画提案書等の採否の働きかけを行うなどの目的のために、評価委員会委員や本市職員と 

接触をもった場合、また、その他不正行為を行った場合、失格とし審査対象から除外する。 

 

 



- 8 - 

 

12．委託契約の締結 

(1) 契約方法 

①  選定事業者と企画提案書等に基づき協議のうえ、委託内容を決定して契約を締結する。

なお、協議において提案内容を一部変更することがある。 

② 選定事業者と協議が整わない場合は、次点者と協議を行う。 

（2）契約金額 

  受託候補者が提出した見積書の合計金額を上限とし、契約金額を確定する。 

(3) その他 

 ・委託契約の締結については、本募集要項及び(1)①の選定事業者との協議内容を踏まえ、本市

所定の「委託契約約款」に基づくものとする。 

 ・応募書類の記載内容に虚偽の内容があることが判明した場合は、契約締結をしない。 

  ・また、契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が神戸市契約事務等からの暴力団等の排

除に関する要綱に基づく除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

 

13．成果品 

   ① 報告書 ２部 

   ②  電子媒体（CD-ROM） ２部 

   ・電子媒体については、各報告書を一式 PDF データとして提出するとともに、その作成に用

いた Wordや Excel ファイル等を一式提出する。 

 

14．その他留意事項 

 (1) 辞退について 

    参加申込書提出後に辞退する場合は、書面（様式自由。ただしＡ４判とする。）により、令

和４年７月 20 日までに「15．提出先・連絡先」へメール・郵送または持参すること。なお、

辞退した場合でも、これを理由として以後の業務発注等に不利益な扱いを受けることはない。 

 (2) 参加申込書、企画提案書等の作成、提出及びヒアリング等に係るすべての費用は、参加者の

負担とする。 

 (3) 参加申込書、企画提案書等が次のいずれかに該当する場合は、原則として、その参加申込書、

企画提案書等を無効とする。 

① 虚偽の記載をした場合 

② 全部又は一部が提出されていない場合 

③ 無関係な書類である場合 

④ 他の業務の参加申込書、企画提案書等である場合 

⑤ 同一事業者より２案以上の提案があった場合 

⑥ 白紙である場合 

⑦ 本募集要項に指示された項目を満たしていない場合 

⑧ 発注者名に誤りがある場合  

⑨ 発注案件名に誤りがある場合 

⑩ 提出者名に誤りがある場合 

⑪ その他未提出又は不備がある場合 
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 (4)  提出された参加申込書、企画提案書等は返却しない。また、提出された参加申込書、企画提

案書等は、事業者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 

 (5) 選定された企画提案書等（参加申込書等で提出した書類を含む。）については、神戸市情報

公開条例（平成 13年７月 16日条例第 29号）第 10条第２号に規定する法人等に関する情報又

は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当

該個人の競争上の地位その他正当な利益を害するなどのおそれがないものについては開示対

象となる場合がある。 

(6)  参加申込書、企画提案書等とも提出期限後は受理しない。 

(7)  参加申込書、企画提案書等に記載された内容の変更は、原則として認めない。 

(8) 参加申込書等に記載した配置予定の業務責任者は、原則として変更できない。ただし、病気、

死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの本

市の了解を得なければならない。 

(9) 受託者は、本市による書面の事前承諾を受けて、本業務の一部を再委託することができる。

ただし、本業務の全部又は大部分について一括した再委託は認めない。 

 (10) 受託者は、本業務を実施するにあたり知り得た情報を第三者に漏らし、又は他の目的に利用

してはならない。再委託先も同様のものとする。 

(11) 本市及び KAP 神戸が保有する貸出可能データについては、受託者に貸し出すが、善良な管

理者の注意をもって取り扱わなければならない。 

   また、貸出資料については、必要がなくなった場合、ただちに本市に返却しなければならな

い。 

(12) 本業務で作成した成果品一式の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に定められた権利を

含む。）は、本市に帰属するものとする。 

(13) 選定された事業者は、最適者として選定しただけであり、契約締結の完了までは、本市との

契約関係を生じるものではない。 

 

15．提出先・連絡先 

  〒650-0046  

神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 ポートアイランドビル８階 

神戸市港湾局空港調整課 林田・宮川 

   電話番号 078-595-6272、FAX番号 078-595-6273 

   電子メール： kobe-marineair@office.city.kobe.lg.jp 
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