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Ⅰ 募集の趣旨・概要
１．募集の趣旨
名谷処理場跡地は、地域経済の振興（雇用の創出を含む）を図るため、平成 14 年度に選定した事業
者により地域密着型集客施設が整備・運営されています。
現事業者との契約が令和５年１月で満了するため、２（５）に示す土地利用の基本方針及び諸条件に
従い、地域密着型集客施設の企画、建設・管理・運営を行う事業提案に基づき、本件土地を自ら借り受
ける次期事業者（借受事業者）を募集します。
２．募集の概要
（１）名 称
名谷処理場跡地借受事業者募集
（２）募集者
募集者：神戸市
事務局：神戸市建設局下水道部経営管理課
〒651-0084 神戸市中央区磯辺通３丁目１番 7 号 コンコルディア神戸３階
℡ 078 806-8709 Fax 078 806-8921
（３）事業提案内容
地域密着型集客施設等の建設・管理・運営を含む具体的な事業提案とします。
原則として更地に地域密着型集客施設を建設する提案としますが、既存建物を使用する案での提案
も可能とします。提案書提出の段階では、提案者の想定する譲渡価格・譲渡条件等で提案して下さい。
なお、既存建物の譲渡については、令和４年５月末日までに現事業者と事業予定者で譲渡予約契約を
締結してください。契約がなされなかった場合は、事業予定者は後述する事業用借地権の設定に関す
る合意書（以下「合意書」という。
）の条項によりその地位を喪失します。
（４）対象土地
所 在 地：神戸市垂水区名谷町字向井畑 3487 2 他
対象面積：16,169 ㎡
地番

地目

3487 2

雑種地

3487 7

宅地

3496 1

雑種地

3503 2

田

面積（公簿）
10,045
388
5,677
59
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（５）土地利用の基本方針
ⅰ 名谷処理場跡地周辺住民の利便を増進する施設を整備する。
ⅱ 集客性のあるにぎわいをもたらす施設を整備する。
ⅲ 周辺環境と調和のとれた施設を整備する。
ⅳ 高齢者、障害者等の利用に配慮した施設整備を図る。
（６）事業期間
令和５年１月 10 日～令和 25 年１月９日
３．応募者の資格
本件公募に参加できる者は、公募開始時から事業用地借地権設定契約（以下「本契約」という。
）締結
日までの間（
（２）アについては、契約期間満了まで）
、下記の要件をすべて満たす事業者（個人での申
込みはできません。
）とします。
（１）この要領に定める趣旨、土地利用の基本方針及び関係法令その他諸条件を遵守し、自らが事業者
として、地域密着型集客施設等を企画し、建設・管理・運営を行う十分な資力、信用、経験、技術力
及び管理運営能力等を有する企業若しくは企業の連合体（以下、
「企業連合」という。
）等、法人格を
有する者であること。
なお、合意書締結時までに本市の承認を得て、新会社を設立することもできる。
（２）以下の事項に該当しないこと。
ア．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
定する暴力団員等が役員又は代表者若しくは実質的に経営に関与する者である団体、その他暴力
団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体など、神戸市契約事務等からの
暴力団等の排除に関する要綱第５条各号に該当する者。
イ．会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続の申立て、若しくは民事再生法（平
成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者。
（ただし、更生計画認
可決定、再生計画認可決定がなされている場合はこの限りではない。
）
ウ．本市における不動産の売払い又は貸付けに係る契約手続において次の事項のいずれかに該当す
ると認められる者で、その事実があった後２年を経過しない者。その者を代理人、支配人、その
他使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。
①競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価額の成立を害し、若しくは不正
の利益を得るために連合した者
②落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた者
③正当な理由なくして契約を履行しなかった者
エ．禁固以上の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から２年を経
過しない者に該当する役員がいる団体。
オ．国税（法人税・消費税）
、地方税について未納の税額がある者。
（過去３か年）
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４．募集スケジュール（予定）
〇公募のしおり配布

令和 ３年 10 月 19 日（火）～11 月 ５日（金）

〇応募予定者登録

令和 ３年 11 月 １日（月）～11 月 ５日（金）

〇質問の受付

令和 ３年 11 月 ８日（月）～11 月 12 日（金）

〇質問に対する回答

令和 ３年 11 月下旬

〇提案書類の提出

令和 ３年 12 月 ８日（水）～12 月 10 日（金）

〇審査委員会

令和 ４年 ２月上旬頃

〇事業者予定者の決定及び公表
〇事業用借地権の設定に関する
合意書の締結

令和 ４年 2 月中旬頃

〇事業用借地権設定契約の締結

令和 ５年 1 月 10 日

令和 ４年 3 月

Ⅱ 土地の貸付け条件
１．土地利用の目的
本市と借受事業者との間で締結する合意書に基づいて、自ら事業者として地域密着型集客施設等を建
設し、管理運営する事業の用のみに供することとします。
なお、借受事業者が本件土地を提案書どおりに利用しない場合、本契約を解除することがあります。
２．土地貸付け方法及び期間等
借地借家法（平成３年法律第 90 号）第 23 条第２項に基づく事業用借地権による土地の賃貸借で、貸
付期間は土地貸付開始日から 20 年間とします。
３．土地の引渡し
本件土地は、原則として更地（※１）で引き渡します。土地の区画形質の変更、進入路の改良、建物
等の建設は、借受事業者自らの負担で行うものとします。
既存建物を使用する提案が選定された場合は、現事業者から既存建物を現状有姿で譲渡を受けること
となります。
※１ 令和５年１月９日（月）までに現事業者が本件土地に設置した工作物等を撤去し、更地の状態で返還される予定です。

４．土地賃借料等
（１）土地賃借料
土地賃借料単価は、月額 291 円／㎡以上で借受事業者の提案した額とします。
（２）土地賃借料の支払
賃借料の支払は本契約後、原則として年２回の分割とし、借受事業者は市が定める期日までに支払
うものとします。
（３）保証金
借受事業者は、本契約締結と同時に、保証金として市に月額土地賃借料の 12 か月分相当額を納め
ていただきます。
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なお、合意書締結と同時に、預託金として市に月額賃借料の３カ月分相当額を納めていただきます
が、預託金は本契約が成立したときは保証金に充当するものとします。
５．権利義務の制限等
借受事業者は、本件土地の借地権を譲渡し若しくは本件土地を転貸し、又は本件土地上の建物を譲渡
する他、事実上これらと同様の結果を生ずる行為や、本件土地上の建物に抵当権、質権その他の権利の
設定等はできません。また、本件土地上の建物の一部を賃貸し、テナントとして入居させる場合は、事
前の届出が必要です。
６．本契約の締結時期
本契約の締結時期は、令和５年１月 10 日までとします。
７．土地貸付開始時期
本件土地の貸付開始日は、令和５年１月 10 日とします。
８．工事着手期限
借受事業者は、本契約締結後、速やかに必要な工事を実施して、提案内容のとおり供用を開始してく
ださい。
９．土地の返還
借受事業者は、賃借期間満了までに借受事業者において付加した集客施設等の地上の建造物と地下施
設等借受事業者の所有にかかる造作物のすべてを自らの負担で撤去し、更地の状態で本市へ引き渡すも
のとします。
ただし、本市が現状に回復することを要しないと認めたときは、この限りではありません。
（この場合
においても、借受事業者は残存価値分の請求、有益費の請求はできません。
）

Ⅲ 計画条件
１．基本目標
本要領の「募集の趣旨」
（Ⅰ―１参照）及び土地利用の基本方針（Ⅰ―２（４）参照）を踏まえ、周辺
環境と調和し、快適な都市環境と良好な自然環境の保全に配慮しながら、雇用の創出を含む地域経済の
振興に資する事業計画を策定してください。
２．法規制・利用制限
（１）法規制
用途地域：市街化区域 第２種住居地域
建ぺい率： 60％
容 積 率：200％
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（２）利用制限
①本件土地は下水処理場跡地であり、現事業者により以下の条件で撤去しています。また、撤去で
発生したコンクリートがらを埋め戻し材に利用しています。
これらが土地利用の支障となる場合、
撤去等に要する費用は借受事業者が負担するものとします。
【既存の処理場施設の撤去条件】
一般平面図・断面図（提供資料）の網掛け部分
・最初沈殿池天端高（＋55.0ｍ）を基準面とする。図面上ＧＬは＋52.5ｍ。
・この基準面（＋55.0ｍ）からマイナス 4.5ｍ（＋50.5ｍ）まで撤去する。
・＋52.5ｍまで盛土をする。
②敷地内に敷設されている水道・公共下水道の上部に工作物及び建築物を造ることはできません。
また、これらの維持管理業務等のため、いつでも本市職員及び工事関係者が作業できるような状
態にしておく必要があります。
（３）関係法令の順守と許認可手続
借受事業者は計画及び事業を進めるにあたって、関係法令及び本要領等を遵守するとともに、事
業実施に必要な許認可等の諸手続も、自らの責任と負担で行ってください。
３．施設計画
（１）景観への配慮
建物の形状、デザイン及び外壁等の色彩、素材について周辺環境及び他の建築物と調和したものに
する等、土地利用の基本方針を考慮した環境、景観を創造する計画としてください。
また、屋外広告物は自己の事業を表示するもので、当該区域の美観を損なわない範囲で敷地内に設
置してください。
（２）高齢者、障害者等への配慮
高齢者、障害者等でも利用しやすい施設とするため、本事業計画を策定するにあたり、兵庫県福祉
のまちづくり条例等を参考に、ユニバーサルデザインに配慮したサイン整備やバリアフリーを推進し、
さらに省エネルギー対策、リサイクルの推進など環境にも配慮してください。
（３）駐車場等
施設内容、規模等に適合した十分な駐車場を敷地内に確保し、出入口や敷地内通路との車両導線を
十分考慮し、周辺住民の迷惑にならないような計画としてください。また、身体障害者用駐車場スペ
ースを確保してください。
４．その他
（１）地下埋設物
２（２）②以外の地下埋設物等の状況については借受事業者において調査し、管理者・事業者と協
議してください。
（２）供給処理施設等
受変電設備やガス、水道などの供給処理施設等については、借受事業者の負担において整備してく
ださい。
（３）地盤調査
実施設計にあたっては、必要に応じて借受事業者自らの責任において地盤調査を行い、地盤条件を
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確認してください。
（４）周辺住民への説明等
事業を進めるうえで必要な周辺住民等への計画、工事の説明及び周辺環境対策等については、借受
事業者の責任において適切に行ってください。
（５）その他
本要領に定めるものの他、必要な事項については、市と協議してください。

Ⅳ 応募の方法
１．募集スケジュール・手続
（１）募集スケジュール（予定）
手 続

時 期

提出書類

公募のしおりの配布

令和３年 10 月 19 日（火）～11 月 ５日（金）

―

応募予定者登録の受付

令和３年 11 月 １日（月）～11 月 ５日（金）

様式１号

質問の受付

令和３年 11 月 ８日（月）～11 月 12 日（金）

様式２号

質問に対する回答

令和３年 11 月下旬頃

―

提案書の受付

令和３年 12 月 ８日（水）～12 月 10 日（金）

様式３号～５号

事業予定者の決定・通知

令和４年 ２月中旬頃

―

（２）公募のしおりの配布
①期

間：令和３年 10 月 19 日（火）～11 月 ５日（金）

②配付方法：以下の URL からダウンロードしてください。

http://www.city.kobe.lg.jp/a78445/business/recruit/myodanikobo.html
※紙による配付を希望する場合は、事務局へ連絡してください。
（３）応募予定者登録
応募しようとする事業者は、下記のとおり応募予定者登録を行ってください。
①提出書類：応募予定者登録申込書（様式１号）
②受付期間：令和３年 11 月 １日（月）～11 月 ５日（金）午後５時（必着）
③提 出 先：
（e-mail アドレス）myodani_kobo@office.city.kobe.lg.jp へ送信。
※e-mail の件名は「応募予定者登録（名谷処理場跡地事業者募集）
」としてください。
※提出書類は PDF 形式に変換し、ファイル名は「応募予定者登録申込書（○○○）
」
（○○○は
事業者名）としてください。
※応募登録申込みで使用した e-mail アドレスは、
（４）公募要領に関する質問の受付及び回答の
他、本募集に関する本市からの連絡先とさせていただきます。
（４）公募要領に関する質問の受付及び回答
公募要領に関する質問は、質問書を e-mail により提出してください（e-mail 以外、口頭、電話等
による質問は受け付けません。
）
。
①提出書類：質問書（様式２号）
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②受付期間：令和３年 11 月 ８日（月）～11 月 12 日（金）午後５時（厳守）
③提 出 先：
（e-mail アドレス）myodani_kobo@office.city.kobe.lg.jp へ送信。
※e-mail の件名は「質問書（名谷処理場跡地借受事業者募集）
」としてください。
※提出書類は Word 形式とし、ファイル名は「質問書（○○○）
」
（○○○は事業者名）としてく
ださい。質問は質問書１頁につき１件とし、複数の質問のある場合は次頁以降に続けて記載し
てください。
※応募予定者登録を行った者に限り質問できるものとし、応募予定者登録の際に登録した e-mail
アドレスから送信されたもののみ受け付けます。
※企業連合で応募する場合には、代表企業に限り質問できるものとします。
※質問内容は、具体の項目について簡潔・明瞭に表記してください。抽象的・不確定な質疑には
回答しない場合があります。
※回答書は、全応募登録者へ、応募予定者登録の際に登録した e-mail アドレス宛に送付します。
※回答書をもって、本公募要領の追加又は修正とみなします。
（５）提案書の提出
提案書は郵送、又は（事前に電話連絡のうえ）指定された日時に持参してください。
①提出書類：提案書（様式３～５号）
②受付期間：令和３年 12 月 ８日（水）～12 月 10 日（金）
午前９時～正午、午後１時～午後５時（必着）
③提 出 先：〒651-0084 神戸市中央区磯辺通３丁目１番 7 号 コンコルディア神戸３階
神戸市建設局下水道部経営管理課 名谷処理場跡地借受事業者募集係
（６）その他注意事項
提案書記載事項等に関してヒアリング・プレゼンテーションの実施や追加資料の提出を求める場合
があるので、その場合は本市の指示に従ってください。
２．応募に関する留意事項
（１）応募費用の負担
応募に要する費用は、応募者の負担とします。
（２）応募資格の喪失
提案書等に明らかに虚偽の記載があった場合、また応募者が提案書提出後に選定における公平性に
影響を与える行為を行った場合は、本募集に関する一切の権利を無効とします。
（３）提案書の著作権・取扱い
提案書及びその他申込みに際して提出した書類は、原則として返還しません。
応募者が提出する提案書類等の著作権は、それぞれの申請者に帰属しますが、市が必要と認めると
きは、市はこれを公表し又は無償で使用できるものとします。
また、優先交渉権者選定後は、神戸市情報公開条例（平成 13 年７月条例第 29 号）上非公開となる
ものを除き、公文書公開の対象となります。
（４）市が提供する資料の取扱い
市が提供する資料は、応募者が本応募に際しての検討のために使用する以外の目的で使用すること
ができません。
（５）提案書の変更禁止
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提出後の提案書の変更は、原則として認めません。
（６）使用言語、単位及び時刻
応募書類に使用する言語は、日本語、単位は計量法に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準
時とします。
（７）現事業者の従業員、関係者への接触について
公募開始から事業予定者の選定までは、現事業者の従業員、関係者への接触は一切行わないでくだ
さい。不正、不当な接触が明らかになった場合は、失格となることもありますので、ご注意ください。
なお、事業予定者選定後、事業予定者による開業準備のために現事業者と協議を行う上で必要な接
触であって、あらかじめ現事業者の承諾あるときにはこの限りではありません。

Ⅴ 審査の方法
１．審査方法
（１）選考委員会において応募者から提出された提案書を審査し、70 点以上かつ最高点の９割以内の評
価点を獲得した応募者の中から、最も高い賃借料を提案した事業者を優先交渉権者とし、２番目に
高い賃借料を提案した事業者を次点者とする。
（２）選考の結果は、応募者全員に文書で通知します。
（３）選考理由・結果に関する問い合わせ及び異議等については、一切応じません。
（４）選考委員会において審査の結果、
「優先交渉権者・次点者として該当する者なし。
」とする場合が
あります。
２．審査項目
選考委員会は、次に掲げる審査項目及び審査のポイントに基づいて、応募者から提出される提案書を
審査します。
審査項目

審査のポイント

土地利用の基本方針

土地利用の基本方針との整合性、計画の理念、経営

・事業計画

方針、事業計画・運営計画の具体性・実現可能性、
集客や雇用の見込、地域への貢献の具体性・実現可

配 点

55 点

能性等
施設整備計画
事業実績・収支予定

施設整備計画や施工計画の妥当性・実現可能性、福
祉、環境、景観への配慮など
事業実績の有無、経営基盤の安定性、事業継続の確
実性など
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25 点
20 点

Ⅵ 事業用借地権設定契約（本契約）の締結までの手続

１．優先交渉権者決定から本契約までのスケジュール（予定）
手 続

時 期

備 考

印鑑証明書等の提出

優先交渉権者決定後 10 日以内

合意書の締結

優先交渉権者決定後１カ月以内

預託金の納付
（月額賃借料の３か月分）
⇒本契約締結後は保証金に充当

本契約の締結

令和 5 年１月 10 日（火）

保証金の納付
（月額賃借料の 12 か月分。うち３か月
分は預託金を充当。
）

２．印鑑証明書等の提出
優先交渉権者の決定後 10 日以内に、以下の書類を提出していただきます。
(１)印鑑証明書（提出前３か月以内の原本） １部
(２)登記事項証明書（履歴全部事項証明）
（提出前３か月以内の原本）

１部

(３)最近３か年の国税（法人税及び消費税）及び地方税の納税証明書 各 1 部
（神戸市税に関しては、
「税に関する誓約書兼神戸市税調査に関する承諾書」
の提出があれば不要。
）
３．合意書の締結等
（１）合意書の締結
優先交渉権者の決定後１カ月以内に、市は優先交渉権者との間で合意書（別添）を締結します。
合意書の締結をもって、優先交渉権者を事業予定者として決定します。
（２）預託金の納付
優先交渉権者は、合意書締結と同時に、預託金として月額賃借料の３カ月相当分を市に納めていた
だきます。なお、預託金は本契約が成立したときは保証金に充当するものとします。
（３）新会社の組織
優先交渉権者は、合意書締結までに、市と協議のうえ本事業を遂行するにつき問題がなければ、新
会社を組織することができます。
ただし、新会社は優先交渉権者が自ら出資しなければならず、代表者の出資比率は、企業連合の構
成員（代表者を含む）の中で、最大とならなければならないものとします。
（４）本件土地の使用制限
公募開始から合意書に定める貸付開始日までの間、事業予定者は本件土地を一切使用することはで
きません。
（５）合意書が解除された場合の措置
合意書が解除された場合、事業予定者の地位を喪失し、市は次点者と交渉に入るものとします。
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４．本契約の締結
（１）本契約の締結
令和５年１月 10 日（火）までに、市は事業予定者と本契約（別添）を締結します。
（２）保証金の納付
事業予定者は、本契約締結と同時に、保証金として市に月額賃借料の 12 カ月相当額を納めていた
だきます。なお、本契約期間満了後、市は保証金を無利息にて返還します。
事業予定者が、本市の指定する期日までに本契約を締結せず、保証金を納付しない場合には事業予
定者の決定を取消し、次点者を優先交渉権者とすることがあります。
（３）公正証書の作成
本契約は公正証書によって行うものとし、その作成費用は市と事業予定者が折半して負担するもの
とします。
５．事業予定者の責務
事業予定者は、市との本契約等に基づき、責任をもって施設の建設・管理運営等を行うものとします。

Ⅶ 応募書類
１．応募予定者登録
様 式
様式１号

種 類
応募予定者登録申込書

サイズ

提出部数

Ａ４

１部

サイズ

提出部数

Ａ４

１部

２．公募要領に関する質問
様 式
様式２号

種 類
質問書

３．提案書
（１）応募申込書等
応募申込書等は、Ａ４サイズで１部、添付書類は下に指定する部数を提出してください。
様 式

種 類

サイズ

提出部数

様式３ １号

応募申込書

Ａ４

１部

様式３ ２号

企業連合構成員表

Ａ４

１部

様式３ ３号

欠格事項に該当しないことの証明書（誓約書）

Ａ４

１部

（別紙）代表者及び役員一覧表

Ａ４

１部

添付資料
①会社概要、事業経歴書 各２部
②最近３か年の商法上の計算書類（有価証券報告書、貸借対照表、損益計算書、営業報告書、株主資
本等変動計算書、連結決算書） 各２部
③その他参考資料（事業例・パンフレット等：任意） 各 2 部
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（２）事業計画書
事業計画書（様式４ １号～３号）及び図面１～６をフラットファイル（A４サイズ）に綴ったも
の２部と、データ（PDF 形式、各様式・図面を１つのファイルに結合）を CD-Ｒ等電子媒体にて提出
してください。この際、表紙を含め全ページにわたって、事業者名又は事業者名が類推できる事項は
一切記入しないでください。ただし、提出する２部のうち１部については、表紙にのみ提案事業者名
を記入してください。
様 式

種 類

サイズ

様式４ １号

土地利用計画の基本方針・実施計画（10 頁以内）

様式４ ２号

施設整備計画（５頁以内）

様式４ ３号

収支予定書

Ａ４

提出部数
２部

※以下の図面は様式 4 ２号の最終ページに続けて添付してください（サイズは A３サイズを片袖折
り（Z 折り）
）
。また事業計画書として提出するものの他に、Ａ２サイズで２部提出してください。
種 類
図面１

サイズ

提出部数

A2

２部

完成予想図
（主要施設の外観パース（１方向からのもの）
）

図面２

完成予想図（敷地全体の鳥瞰図）

図面３

配置図及び外構図（敷地全体のもの）

図面４

各階平面図

図面５

立面図（北・西２方向各 1 点）

図面６

断面図（主要な位置で切ったもの適宜）

（４）賃借料提案書（様式５号）
様 式
様式５号

種 類

サイズ

賃借料提案書

Ａ４

Ⅷ．提供資料
（１）事業用地位置図
（２）一般平面図・断面図
（３）事業用借地権の設定に関する合意書
（４）事業用借地権設定契約書（土地賃貸借契約書）
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提出部数
１部

