
1 

 

須磨海づり公園の利活用検討に関するサウンディング型市場調査 実施要領 

 

令和４年４月 19 日 

神戸市経済観光局農水産課 

 

１．サウンディング型市場調査の目的 

本市が所有する須磨海づり公園は、釣りを楽しむため昭和 51年に開園しました。 

釣台の一部は、安全対策のため撤去することになりましたが、残る施設については、釣り施設とし

て活用するほか、本件サウンディング型市場調査（対話型市場調査）において、民間事業者等との対

話を通じて活用方法の整理を行い、今後の活用方針や公募等に向けた条件整理等に活用させていた

だきます。 

 

２．サウンディング型市場調査の対象施設（以下、本件施設）の概要 

【本件施設】図①～④ 

所在地 神戸市須磨区一ノ谷町五丁目地先 

アクセス 
山陽電鉄「須磨浦公園駅」下車すぐ 

JR「須磨」下車西へ徒歩 15 分 

開園時期 昭和 51年（1976年）3月 17日 

主な施設 
（海上部）桟橋、第 4釣台 

（陸上部）事務所、売店棟、料金所、トイレ、海浜広場 

インフラ設備 電気、上水（受水槽）、下水（合併浄化槽）、ガス（プロパン） 

権利関係 陸地部分一部 JRからの借地（約 1,500㎡） 

主な関係法令 都市計画法、海岸法、港湾法、建築基準法ほか 

 

【関係法令における指定】 

項目部   陸地 海上部 

都市計画法 

都市計画区域   市街化区域 市街化調整区域 

防火地域  準防火地域  指定なし 

用途地域  第二種住居地域 指定なし 

建ぺい率  60% 60% 

容積率  200% 100% 

高度地区  第５種高度地区  指定なし 

その他 

第 2 種風致地区（須磨風致地区） 

各種法規に規定さ

れない構造物（現

構造物） 

・高さ：10m 以下 

・建ぺい率：30％ 

・壁面後退：3m(道路)、1.5m(隣地) 

・緑地率：40％以上 

・地盤高低差：６ｍ以下 
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景観計画区域 
 須磨・舞子海岸都市計画都市形成地域 

同左 
（須磨浦ゾーン） 

 

３．スケジュール 

①実施要領の公表 令和４年４月 19日（火） 

②現地見学会の参加申込み  令和４年４月 27日（水）午後５時まで 

③現地見学会の開催 令和４年４月 28日（木） 

④質問の受付 令和４年５月 13日（金）午後５時まで 

⑤質問に対する回答 令和４年５月 20日（金）頃 

⑥サウンディングの参加申込み 令和４年５月 27日（金）まで 

⑦サウンディングの実施日時の連絡  令和４年５月 31日（火）頃 

⑧サウンディングの実施（予定） 令和４年６月６日（月）～９日（木） 

⑨実施結果概要の公表 令和４年６月下旬以降 

 

４．想定している事業条件 

①本件施設運営については、神戸市立海づり公園条例に基づき、公募のうえ指定管理による事業運

営を想定しています。 

②本件施設を次の用途に供することは不可としています。 

・風俗営業の用に供する施設、暴力団その他の反社会的団体がその活動のために利用する施設 

・政治的用途、宗教的用途に供する施設 

・公の秩序または善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められる施設 

③想定している事業条件は以下のとおりです。 

項目 条件 

事業方式 指定管理者制度 

事業期間 10年以下（通常 5年） 

事業開始 令和６年度中（予定） 

事業者公募 令和５年度中（予定） 

指定管理事業 須磨海づり公園の運営と維持管理 

事業者収入 利用料金制 

利用料金 
神戸市立海づり公園条例で上限を設定。 

事業者が料金を決定。 

自主事業 
可能 

（面積に応じて行政財産目的外使用料が必要） 

補修 
利用客からの利用料収入の中で 100万円/年実施す

ること 

大規模補修 市負担（事業者による改良工事部分は事業者負担） 

災害復旧 市負担（事業者による改良工事部分は事業者負担） 
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５．サウンディング（対話）の内容 

（１）サウンディングの対象者 

次年度以降に実施を予定している本件施設の指定管理者の公募に対して、参加意向を有して

いるなど関心を寄せている事業者または事業者グループ（以下「参加事業者」という）を対象

とします。具体的には、下記のⅰ）かⅱ）、又はⅰ）とⅱ）の双方を担いうる事業者または事業

者グループを想定しています。 

ⅰ）本件施設を包括的に維持管理・運営するともに、全体企画や広報宣伝等を行う

事業者または事業者グループ 

ⅱ）敷地内の一部や施設を活用して収益事業等を展開する事業者または事業者グル

ープ 

 

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象者になりえません。 

・地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者。 

・本件サウンディング型市場調査のエントリーシート提出時点で、神戸市指名停止基準要綱に基づ

く指名停止を受けている者。 

・会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく

更生・再生手続き中の者。 

・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

定する暴力団員も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）。 

・国税（法人税又は所得税及び消費税（地方消費税を含む）をいう。）及び地方税を滞納している

者。 

 

 

 

 

 

 

 

 

納付金 1,000万円/年 

土地・海面使用料 なし 

海上施設 
本市にて復旧工事後 

（事業者による改良工事は事業者負担） 

陸上施設 
利用可能 

（事業者による改良工事は事業者負担） 
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（２）サウンディングの項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※すべてにご提案いただく必要はありません。可能な範囲で記入してください。 

 

６．サウンディングの手続き 

（１）現地見学会（任意参加） 

サウンディングへの参加を希望する事業者向けの現地見学会を実施します。 

現地見学会への参加を希望される方は、下記申込先へＥメールにてご連絡ください。 

①申込受付期間 

令和４年４月 27 日(水) 午後５時まで 

②申込先 

参加者の氏名、所属企業部署名（又は所属団体名）、電話番号を明記の上、下記連絡先 

へＥメールにてご連絡ください。 

なお、件名は『須磨海づり公園 現地見学会参加申込』としてください。 

Ｅメール：umiduri＠ud-c.co.jp 

※本申込に係るご連絡のとりまとめは、本件サウンディング型市場調査を本市より受託してい

る株式会社ユーデーコンサルタンツにて実施します。 

③開催日時等 

開催日：令和４年４月 28 日(金) 

開催時間：【説 明 会】 午前 10 時から（午前９時 45 分から受付開始） 

     【現地見学会】 開始時間は、当日お伝えします 

 ※午前中に終了する予定です 

開催場所：【説 明 会】 一ノ谷プラザ 

     【現地見学会】 集合場所は、当日お伝えします 

※荒天の場合、現地見学会を中止します。代替日は、申込いただいた方に連絡します。 

④その他 

 ・参加人数は１申込みにつき２名までとさせていただきます。 

・当該申込みは、現地見学会の予約のみとなります。サウンディング参加の申込みは、別途参加

申込みが必要となりますのでご注意ください。 

① 主たる用途について 

 ・コンセプト 

・具体的事業内容 

②事業条件について 

・事業期間 

・活用したい施設とエリア 

・事業スキーム 

 ③その他 

  ・市が担うべき役割・負担等に関する意見 

  ・参画意向、事業参画にあたっての課題・条件、その他ご意見 
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・現地見学会当日は、原則として質疑応答は行いません。 

（２）質問の受付と回答 

本件サウンディング型市場調査について質問等がある場合は、【別紙１】質問書に必要事項を

記入し、件名を『須磨海づり公園サウンディングに係る質問』として、下記申込先へＥメールに

てご提出ください。 

①質問の受付期間 

令和４年５月 13 日(金) 午後５時まで 

②質問の送付先 

Ｅメール：umiduri＠ud-c.co.jp 

※本申込に係るご連絡のとりまとめは、本件サウンディング型市場調査を本市より受託してい

る株式会社ユーデーコンサルタンツにて実施します。 

③質問に対する回答 

すべての質問及び回答をまとめたものを神戸市ホームページ上に掲載します。本件サウンデ

ィング型市場調査についての補足等が掲載されることもありますので、質問の有無に関わらず

ご確認ください。 

④回答時期 

回答の掲載は、令和４年５月 20 日(金) 頃を予定しています。 

⑤その他 

原則として【別紙１】質問書以外でのご質問は受付けません。 

（３）サウンディングの参加申込み 

サウンディングの参加を希望する場合は、【別紙２】エントリーシート及び【別紙３】事前サ

ウンディングシートに必要事項を記入し、下記申込先へＥメールにてご提出ください。 

①申込受付期間 

令和４年５月 27 日(金) 午後５時まで 

②申込先 

件名は『須磨海づり公園サウンディング参加申込』としてください。 

Ｅメール：umiduri＠ud-c.co.jp 

※本申込に係るご連絡のとりまとめは、本件サウンディング型市場調査を本市より受託してい

る株式会社ユーデーコンサルタンツにて実施します。 

③事前サウンディングシートの提出 

サウンディング実施時の対話を円滑に進めるために、【別紙３】事前サウンディングシートの

提出をお願いします。なお、事前サウンディングシートは、Ｐ．４「５．（２）サウンディング

の項目」に基づき概要がわかる範囲で記入して下さい。図面等を添付する場合は、事前サウンデ

ィングシートとともにＥメールにてＰＤＦ形式でお送りください。 

④その他 

サウンディングの参加人数は１申込みにつき５名までとさせていただきます。 

（４）サウンディングの実施日時の連絡 

サウンディングへの参加申込のあったグループの担当者あてに、令和４年５月 31 日（火）頃

に、実施日時をＥメールにて連絡します。調整の結果、希望に沿えない場合もありますので、予
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めご了承ください。 

（５）サウンディングの実施 

①実施期間 

令和４年６月６日(月)～６月９日(木) 午前 10 時～午後５時（予定） 

②所要時間 

１グループにつき 30 分～１時間 

③集合場所 

神戸市経済観光局農水産課（三宮ビル東館３階）（予定） 

④その他 

当日は、サウンディングは事前サウンディングシートに基づき、事業者からの本件施設の利活

用に係る提案（計画案の紹介）を頂き、その後、双方で意見交換を行う流れを想定しております。

なお、必要に応じて別紙資料を作成、及び別紙資料に基づく提案も可能です。（これまでのサウ

ンディング実績においても、別紙による提案に基づく意見交換が大半を占めております。） 

サウンディングは参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため個別に行います。サウン

ディングの実施に際し資料を事前にデータで送付の上、計３部をご持参ください。 

（６）サウンディング結果の公表 

サウンディングの実施結果について、神戸市ホームページで概要の公表を予定しています。 

ただし、参加事業者の名称は公表しません。また、参加事業者のノウハウに配慮し、公表にあ

たっては、事前に参加事業者へ内容の確認を行います。 

 

７．留意事項 

（１）参加事業者の取り扱い 

サウンディングへの参加実績は、今後の事業者公募等における評価の対象とはなりません。 

（２）費用負担 

サウンディングへの参加に要する費用は、全て参加事業者の負担とします。 

（３）追加対話への協力 

サウンディング終了後も、必要に応じて追加の対話（文書照会含む）やアンケート等を実施さ

せていただくことがあります。その際にはご協力をお願いします。 

（４）その他 

提供情報の公平性の観点から、【別紙１】質問書以外からのお問い合わせについてはご対応し

かねます。 

 

８．参考資料 

①位置図 

②施設全体図 

③施設平面図 

④第 4 釣台一般図 

⑤神戸市立海づり公園条例 

⑥神戸市立海づり公園条例施行規則 



7 

 

 

９．添付資料 

【別紙１】質問書 

【別紙２】エントリーシート 

【別紙３】事前サウンディングシート 

 

１０．連絡先 

〒651-0087 

神戸市中央区御幸通 6-1-12 三宮ビル東館３Ｆ 

神戸市経済観光局農水産課 池本 

TEL：078-984-0382  FAX:078-984-0378 

 

 


