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第１ 定義 

 本公募設置等指針は、神戸市（以下、「本市」という。）が「都市公園法」（昭和 31年４月 20 日

法律第 79 号）第５条の２に基づき、「須磨一ノ谷プラザ（須磨浦公園東エリア）にぎわい拠点施

設設置・運営事業」（以下、「本事業」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 用語の定義 

○Park-PFI 平成 29 年の都市公園法改正により新たに設けられた、飲食店、売

店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置

と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の

一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一

体的に行う者を、公募により選定する「公募設置管理制度」のこ

と。 

都市公園における民間資金を活用した新たな整備・管理手法とし

て「Park-PFI」（略称：P-PFI）と呼称。 

○公募対象公園施設 都市公園法第５条の２第１項に規定する「公募対象公園施設」のこ

と。飲食店、売店等の公園施設であって、都市公園法第５条第１項

の許可の申請を行うことができる者を公募により決定すること

が、公園施設の設置又は管理を行う者の公平な選定を図るととも

に、都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると

認められるもの。 

例：カフェ、レストラン、売店、宿泊施設、駐車場等 

○特定公園施設 都市公園法第５条の２第２項第５号に規定する「特定公園施設」の

こと。公園管理者との契約に基づき、公募対象公園施設の設置又は

管理を行うこととなる者が認定公募設置等計画に従い整備する、

園路、広場等の公園施設であって、公募対象公園施設の周辺に設置

することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認

められるもの。 

○利便増進施設 都市公園法第５条の２第２項第６号に規定する「利便増進施設」の

こと。P-PFI により選定された者が占用物件として設置できる自転

車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板・

広告塔。 

○公募設置等指針 P-PFI の公募に当たり、都市公園法第５条の２の規定に基づき、

公園管理者が各種募集条件等を定めたもので、本書のことをい

う。 

○公募設置等計画 都市公園法第５条の３の規定に基づき、P-PFI に応募する民間事

業者等が公園管理者に提出する計画。 

○認定公募設置等計画 都市公園法第５条の５第１項の規定に基づき、公園管理者の認定

を受けた公募設置等計画。 

○公募設置等予定者 審査・評価により、最も適切であると認められた公募設置等計画

を提出した者。 
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○認定計画提出者 公園管理者が、都市公園法第５条の５の規定に基づき認定した公

募設置等計画を提出した者。 

○設置許可 

（または管理許可） 

都市公園法第５条第１項の規定により、公園管理者以外の者が都

市公園に公園施設を設置または管理することについて、公園管理

者が与える許可。 

○行為許可 神戸市都市公園条例第６条の規定により、都市公園において禁止

されている行為の解除について、公園管理者が与える許可。 

○占用許可 都市公園法第６条第１項の規定により、都市公園に公園施設以外

の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用すること

について、公園管理者が与える許可。 

○基本協定 事業実施に関わる諸条件を定め、本市と認定計画提出者が認定公

募設置等計画に基づき締結するもの。 

○事業提案可能区域 本事業で提案することができるエリア。 

〇事業対象地 本事業で事業者が事業を行うエリア。 

○代表企業 応募申込者のうち、応募手続きを行うと共に主体的に本事業を行

い、責任を負う企業。 

○構成企業 応募申込者のうち、代表企業と共に事業を行い、責任を負う企

業。 

○協力企業 応募申込者のうち、本市と直接の契約をする権利がなく、代表企

業又は構成企業から業務を請け負う等、事業協力を行う企業。 
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第２ 事業の概要 
１ 事業名称 
   須磨一ノ谷プラザ（須磨浦公園東エリア）にぎわい拠点施設設置・運営事業 

 

２ 基本方針 
須磨浦公園は、源氏物語や源平一ノ谷のゆかりの地に整備された公園です。また、淡路島を

望む鉄拐山、鉢伏山を含む傾斜地と海岸沿いの松林からなる景勝地で、市内でも有数の桜の名

所としても知られています。公園に隣接して、須磨浦山上遊園、須磨海づり公園などがあり、

六甲全山縦走コースのスタート地点でもあることから、四季を通じ、多くの行楽利用でにぎわ

います。 

その須磨浦公園にある須磨一ノ谷プラザは、昭和 34 年に「勤労会館海の家」として開設され、

築後約 60年を迎え、老朽化が進行しており、建て替え等による新たな利活用を検討していると

ころです。そこで、令和３年度に「須磨一ノ谷プラザの利活用検討に関するサウンディング型

市場調査」を実施し、これまでに様々なご提案を頂きました。 

この度、須磨一ノ谷プラザを含む須磨浦公園東エリアにおいて、にぎわい拠点施設を設置・

運営することにより、公園利用者の利便性の向上と既存機能に加え公園機能の充実を図ります。

また、須磨海浜公園・須磨海づり公園のリニューアルとの連携や、周辺一帯の回遊性の向上を

目指します。 

《参考》 
■須磨海浜水族園・海浜公園の再整備 

https://www.city.kobe.lg.jp/a64051/shise/kekaku/kezaikankokyoku/suma_renewal/index.html 

■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の調査結果（報告） 

https://www.city.kobe.lg.jp/a67688/press/993190772944.html 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a64051/shise/kekaku/kezaikankokyoku/suma_renewal/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a67688/press/993190772944.html
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３ 施設の概要 

（１）建物（須磨一ノ谷プラザ） 

施設名称 集会所・会議室(１) 集会所・会議室(２) 脱衣所・更衣室 

建築年月日 昭和 34 年７月１日 昭和 36 年７月１日 昭和 34 年７月１日 

建物登記 有 無 

構造 鉄筋コンクリート造・陸屋根・地下１階付２階建 
コンクリートブロッ

ク造・陸屋根・平屋建 

延床面積 

１階：441.55 ㎡ 

２階：378.75 ㎡ 

地下１階：147.50 ㎡ 

約 60.00 ㎡ 

現在の利用状況 

（既存機能） 

① 地域活動の場（貸会議室） 

② 避難所 

③ 選挙時投票所 

④ 市バス運転士詰所 

 

【配置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写 真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集会所・会議室(1) 

登記建物 

集会所・会議室(2) 

登記建物 

脱衣所・更衣室 

未登記建物 
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（２）敷地（須磨浦公園） 

施設名称 須磨浦公園（都市公園・総合公園） 

所在地 神戸市須磨区一ノ谷町５丁目８－29 ほか 

公園面積 公園全体 1,037,810.55 ㎡のうち 

事業提案可能区域（須磨浦公園東エリア）6,180.67 ㎡ 

設置年月日 昭和 10 年８月１日 

区域区分 市街化区域  

用途地域 第２種住居地域 

建ぺい率 ６０％ 

容積率 ２００％ 

隣接道路 事業提案可能区域（須磨浦公園東エリア） 

[南側]幅員約 20 メートルの国道（建築基準法第 42 条第１項１号道

路）、[西側]幅員約２メートルの市道（建築基準法第 42 条第１項１

号道路） 

交通アクセス ＪＲ西日本山陽本線 ｢須磨｣駅から徒歩約９分 、山陽電気鉄道本線

「山陽須磨」駅から徒歩約８分、神戸市バス「須磨一の谷」から徒歩

約１分。 

高度地区 第５種高度地区 

景観条例 須磨・舞子海岸都市景観形成地域 

警戒区域等の指定 一部に土砂災害警戒区域あり（急傾斜・土石流ｈ） 

その他制限 ・準防火地域 

・須磨風致地区（第２種） 

現在の利用状況 ① 須磨一ノ谷プラザ及び来場者用駐車場 

② 市バス回転地及び待機スペース 

③ 市バス停留所（須磨一の谷） 

※ ②③について、市バス共同運行路線として一部神姫バス㈱によ

る運行あり。 

 

４ 事業方式 

  平成 29 年度の都市公園法改正により新たに設けられた P-PFI を活用して、公募により民間事

業者等から事業提案を求め、総合的な評価に基づいて事業を実施する民間事業者等を決定し、

その後、本市と民間事業者等との協議により事業内容を確定する「事業者プロポーザル方式」

とします。 

 

５ 事業内容 

本事業の実施にあたっては、飲食店や売店等の便益施設（公募対象公園施設）を設置すると

ともに、園路や広場等の公園施設（特定公園施設）の整備を行っていただきます。 

本事業にて実施する業務は以下のとおりとし、事業期間には、工事及び事業終了前の公募対

象公園施設の除却・原状復旧に要する期間を含むものとします。 
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① 公募対象公園施設の設置及び管理運営（必須提案） 
② 特定公園施設の設計整備及び活用（必須提案） 
③ その他園地の活用（任意提案） 
④ 利便増進施設の設置及び管理運営（任意提案） 

＜費用及び役割分担＞ 

施設 公募対象公園施設 特定公園施設 利便増進施設（任意） 

整
備
（
設
計
含
む
）

実施主体 認定計画提出者 

費用負担 認定計画提出者 

位置付け等 

認定計画提出者が公園

施設設置許可を受けて

整備 

認定計画提出者が都市

公園占用許可を受けて

整備 

認定計画提出者が都市公

園占用許可を受けて整備 

所有 認定計画提出者 

譲渡前 譲渡後 

認定計画提出者 認定計画

提出者 
本市 

管
理
運
営 

実施主体 認定計画提出者 協定による 認定計画提出者 

費用負担 認定計画提出者 協定による 認定計画提出者 

位置付け等 

認定計画提出者が公園

施設設置許可を受けて

管理運営 

認定計画提出者と本市

が別途定める基本協定

に基づき管理運営 

認定計画提出者が都市公

園占用許可を受けて管理

運営 

 

６ 事業対象地 

 本事業における対象地は、事業提案可能区域内とします。なお、本事業の採点対象とはなり

ませんが、事業提案可能区域西側の須磨浦公園敷地を含めた提案をすることができます。 
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７ 事業期間 

 ① 事業期間 

公募設置等計画の認定の有効期間（以下、「事業期間」という。）は、工事着手（設置許可日）

から 20 年までとし、工事及び事業終了前の公募対象公園施設の除却・原状復旧に要する期間を

含みます。 

 

 ② 設置許可期間 

  公募対象公園施設の設置許可期間は、許可日から 10 年間とし、事業期間内に事業者から設置

許可の更新の申請があった場合は、事業期間内で本市が許可を与えることができるものとしま

す。なお、公募対象公園施設の設置許可は、工事着手までに受けるものとし、工事期間中も使

用料が発生します。 

 

＜事業期間のイメージ＞ 

 
 

 ③ 事業期間終了後の取り扱い 

事業期間終了後も事業継続が必要と本市が認める場合には、事業期間終了前に 10年を上限と

する公園施設の設置許可を行います。 

事業期間外において設置許可期間の満了を迎える場合は、以降同様に設置許可期間終了前に

事業継続の必要を本市が判断し、10 年を上限とする公園施設の設置許可を行います。 
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８ 既存建物（須磨一ノ谷プラザ）の取り扱い  
（１）集会所・会議室（１）及び（２）  

既存建物のうち、集会所・会議室（１）及び（２）については、事業者の提案において、①建

物を解体・撤去した上で、その敷地を活用する、又は②既存建物を取得した上で活用すること

ができます。 

 

① 建物を解体・撤去した上で、その敷地を活用する場合 

既存建物のうち集会所・会議室（１）及び（２）を解体・撤去した上で、その敷地を活用する

必要がある場合は、事業者において解体・撤去してください。工事の実施にあたっては、市バ

ス運行に支障が出ないよう実施してください。なお、解体・撤去後に完了報告書の提出が必要

です。 

 

 ② 既存建物を取得した上で活用する場合 

  既存建物のうち集会所・会議室（１）及び（２）を取得した上で活用する場合は、本市と事業

者の間において、建物譲渡契約を締結し、所有権を移転します。ただし、取得を前提に、当該

建物の一部を解体・撤去する場合は、事業者において解体・撤去を行った後、所有権移転を行

うものとします。なお、詳細については、第８（33 ページ）をご確認ください。 

 
（２）脱衣所・更衣室 

既存建物のうち、脱衣所・更衣室については、必ず事業者の責任において解体・撤去してく

ださい。工事の実施にあたっては、市バス運行に支障が出ないよう実施してください。なお、

解体・撤去後に完了報告書の提出が必要です。 

 

（３）既存建物の解体撤去費用について 
  上記の（１）及び（２）の既存建物の解体・撤去にかかる費用（取得を前提に、当該建物の一

部を解体・撤去する場合の費用も含む）については、総額 46,200 千円を限度に本市が負担しま

す。既存建物の解体・撤去にかかる工事期間中の占用許可使用料については原則として免除し

ます。 
 
（４）アスベスト調査について 
  既存建物について平成 17年度にアスベスト調査を実施した際、飛散するおそれのあるアス

ベスト含有建材は確認されておりません。既存建物の解体・撤去を行う際は、関係法令に基づ

き、事業者の責任と負担において調査を実施し、適切な対応をしてください。 
 
９ 公園整備に関する事項 
（１）公募対象公園施設に関する事項 

① 本事業で求める公募対象公園施設 

本事業において求める公募対象公園施設は、公園への来訪意欲や公園で過ごす時間の質を高

めることにより、一年を通じて多くの来園者が集まる施設とします。 

なお、都市公園は、一般公衆の自由な利用に供される公共施設であることから、例えば特定
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の利用者に限定される施設や、騒音の発生等により他の利用者による公園利用を著しく阻害す

るような施設は望ましくなく、こうした公園への設置がふさわしくない施設及び周辺街区と調

和しない施設の提案は認められません。 

 

② 公募対象公園施設の場所 

公募対象公園施設の設置が可能な場所は、第２「６事業対象地」（８ページ）に示す事業提案

可能区域内とします。 
 

 ③ 緊急避難場所及び避難所の指定 

・事業者は、公募対象公園施設内に緊急避難場所及び避難所に指定するための場所を確保する

ものとします。 

・災害が発生し又は発生するおそれがある場合には、災害（台風、大雨、地震等）の状況に応じ

て本市の指示のもと、確保した場所を緊急避難場所及び避難所として本市の利用に供するも

のとします。なお、供用期間中に発生する施設使用料及び諸費用（光熱費等）については、

本市は一切費用負担しないものとします。 

・避難所は、災害の発生と同時に避難者を受け入れ、避難者の生活環境やプライバシー等に配

慮する必要があることから、原則、当該施設で事業者が行う主たる事業スペースと異なるス

ペースで 40 ㎡以上確保するものとします。 

・避難所への導線については、バリアフリーに配慮してください。 

・避難所周辺に避難所用備蓄庫を本市の費用負担で設置する予定であり、設置場所等について

は覚書締結後、須磨区総務部まちづくり課と事業者で協議し決定するものとします。 

 

④ 投票所の指定 

・事業者は、公募対象公園施設内に公職選挙法における投票所に指定するための場所（概ね 100

㎡）を確保するものとします。 

・事業実施期間中、同法の適用を受ける選挙の際は、必要に応じて事業を中断し、建物の一部

を神戸市須磨区選挙管理委員会の利用に供するものとします。その際の施設使用料について

は、覚書締結後、神戸市須磨区選挙管理委員会と事業者で協議し決定するものとします。 

 

⑤ コミュニティスペースの設置 

事業者は、公募対象公園施設内に、神戸市の地域団体等が会合・活動などに活用できるコミ

ュニティスペースを事業者が行う主たる事業スペースと異なるスペースで確保するものとしま

す。なお、この場合、スペースの管理・運営（予約等）等については事業者が行うものとしま

す。 

 

※ ③～⑤については、必ずしもそれぞれ独立して確保する必要はなく、それぞれの要件を満

たしていれば、一つのスペースで複数機能を確保することを妨げません。 

（例えば、主たる事業とは別で確保した 40㎡のスペースを、平時においてはコミュニティス

ペースとして利用し、有事の際には避難所として利用する提案は可能です。） 
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〈③～⑤のスペースに関する概略〉 

機能 面積 
主たる事業スペ

ースとの独立 
③～⑤の独立 

③ 避難所 40 ㎡以上 必要 
不要 

（一つのスペースで複数

機能の確保を妨げない） 

④ 投票所 概ね 100 ㎡ 不要 
⑤ コミュニティ 

スペース 
特に定めない 必要 

 

 ⑥ 市バスに関する機能確保 

・事業者は、公募対象公園施設等の整備期間中においても、市バス運行が必要であることから、

その点を踏まえた計画・工程を示してください。 

・事業者は、公募設置等計画の提案に併せて、市バスの回転地、待機スペース、停留所及び運

転士詰所を事業提案可能区域内に確保してください。なお、これらを移設する場合、本市が

費用負担の上、移設工事を実施しますが、工事内容及び期間については、覚書締結後、本市

と事業者で協議し決定するものとします。 

 ≪確保すべき機能≫ 

・市バス待機スペース：８バース（バス枠１台あたり全長 13ｍ、全幅 3.3ｍ） 

・バス車両：全長 11ｍ、全幅 2.5ｍ（最大） 

・停留所設置に必要な面積：バス枠１台分（13m×3.3m） 

    ・運転士詰所に必要な面積：25 ㎡ 

 

⑦ 整備に関する事項 

・公募対象公園施設の供用開始時期は、特定公園施設の供用開始時期と合わせてください。 

・設計その他整備に係る費用はすべて事業者が負担するものとします。 

・事業対象地内に新たに建築物を設置する場合は、その配置、構造等は事業者の提案によりま

す。ただし、建築面積の上限は既存建物と合計して 995 ㎡として、神戸市都市公園条例他の

関係法令を遵守してください。 

・建物の用途については、建築基準法に基づく現行の基準の範囲内とします。 

・新たに建築する建築物については、須磨・舞子海岸都市景観形成地域の須磨浦ゾーンの景観

計画に従い、高さを 10ｍ以下とし、外観や配置、眺望への配慮等を行ってください。 

・整備にあたっては、色彩計画など景観上重要な計画内容について、都市局景観政策課と十分

な協議を行ってください。 

・空調機の室外機など建物の外に設置する必要のある設備・施設で、景観上隠すことが望まし

いものは、目隠し柵などを設置し、公園内外の景観に配慮してください。 

・照明計画は周辺環境に配慮するとともに、夜間景観を意識したものとしてください。 

・建物の屋外に広告を設ける場合は、神戸市屋外広告物条例（平成12年１月11日条例第50号）

を遵守してください。 

・須磨風致地区（第２種）であるため、風致に十分配慮し、木竹伐採、建築物等の新築等や色

彩の変更にあたっては、風致地区内における建築等の規制に関する条例に基づき、本市と協
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議の上、申請してください。 

・車両搬出入スペースやゴミ集積スペースは、事業対象地内に確保することが可能ですが、公

園利用者に配慮してください。 

・水道、電気、ガス等のインフラ設備を新たに設置する場合、事業者の費用負担となります。

なお、インフラ設備の状況については、関係各所にご確認ください。既存の設備を利用する

場合は名義変更等が必要です。 

・公園敷地内にある石碑等を移設する場合は、関係者との協議が必要です。また、移設に係る

費用は事業者の負担となります。 

・南側道路（国道２号）への進入路確保等のために、乗り入れ間口を広げる場合は、国土交通

省近畿地方整備局兵庫県国道事務所との協議が必要です。また、信号の移設を伴う場合は、

兵庫県警察と協議が必要になります。なお、協議に係る費用、整備費用等はすべて事業者の

負担となります 。 

・事業対象地において、本市内陸部の造成事業と臨海部の埋立事業との間の土砂運搬に使用さ

れていたベルトコンベア（土砂運搬施設）の基礎等が残置されている可能性がありますが、

残地の可能性があるすべての地下埋設物を含め現状有姿での引渡しとなります。事業実施期

間中は事業者の負担と責任において物件を管理し、撤去及び処分等を行う場合は、本市と協

議の上、事業者の負担と責任において関係法令等に従い適切に実施してください。 

・事業対象地には、須磨浦汚水幹線が地中に埋設されています。幹線周辺で整備を行う場合

は、神戸市建設局下水道部管路課と協議する必要があります。 

 ・事業対象地には石積み擁壁があり、神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例（平成 20 

年４月１日条例第１号）第 20 条（通称「がけ条例」）の適用を受ける場合があります。 

 ・事業対象地は、二級河川一ノ谷川に隣接しているため、事業対象地内で整備工事等を行う場

合は河川管理者の許可が必要となる場合があります。詳細については、兵庫県神戸県民セン

ター神戸土木事務所管理課までお問合せください。なお、協議に係る費用、整備費用等はす

べて事業者の負担となります 。 

 

⑧ 管理に関する事項 

・公園利用者が利用しやすく、安心・安全に配慮した管理運営としてください。 

 ・持続的に運営可能な事業計画としてください。 

・高齢者や子ども連れ、障害者及び要介護者の方々の利用に配慮するなど、ホスピタリティあ

るサービスを確保してください。 

・公園利用者の利便性や日常的なにぎわい確保の観点から、原則通年営業を基本としますが、

定休日を設ける場合は本市と協議のうえ設定してください。 

・営業時の音や振動等、周辺の住環境に配慮するため、通常時の営業時間は７時～21 時の範囲

を目安として設定してください。 

・物販を行う場合は、公園利用者の利便に供するものとします。また、公募対象公園施設外に

一時的に臨時売店を設ける場合は、別途本市と協議のうえ、許可するものとします。 

・インバウンド等の利便性向上に寄与するため、クレジットカードや電子マネー等、キャッシ

ュレスへの対応は積極的に検討してください。 

・兵庫県「受動喫煙の防止等に関する条例」により公園施設内は禁煙です。 
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・アルコール類やタバコについて、施設内での販売は可能としますが、自動販売機による販売

は認められません。 

・特定公園施設と一体的に魅力増進を図れるような管理運営内容としてください。ただし、公

募対象公園施設外でイベント等を行う場合は、別途行為許可申請の手続きが必要です。 

 

⑨ 公募対象公園施設の設置許可使用料に関する事項 

・事業者は、公募対象公園施設の設置許可使用料単価を提案してください。 

なお、当該単価は、下記最低額以上とし、複数の公募対象公園施設がある場合であっても全

て同額とします。 

■設置許可使用料単価の最低額：440 円／㎡・月 

※ただし、工事期間中は 110 円／㎡・月とします。 

・提案する公募対象公園施設の設置許可使用料単価に公募対象公園施設の面積を乗じた額を、

年度ごとに発行する納入通知書により本市に支払っていただきます。 

なお、当該面積には建築物のほか、有料の屋外遊戯施設やカフェのオープンテラスなど屋外

部分の面積も含み、本市との設計協議を経て、設計図書を精査・確認して決定します。 

・支払時期は、当該年度の４月末までとします。 

ただし、初年度の支払時期は、本市との協議により決定します。 

なお、当該許可日の属する年で、使用期間が一年に満たない場合は、月割り計算により支払

うこととし、円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとします。 

  

（２）特定公園施設に関する事項 

① 本事業で求める特定公園施設 

基本方針に基づき、地域の活性化につながる特定公園施設を整備してください。 

 

② 特定公園施設の場所 

  特定公園施設の設置が可能な場所は、第２「６事業対象地」（８ページ）に示す事業提案可能

区域内とします。 

 

③ 整備に関する事項 

ア．整備に関する共通事項 

・設計その他整備に係る費用はすべて事業者が負担し、P-PFI事業の考え方に基づき、公募

対象公園施設、利便増進施設から見込まれる収益等から負担してください。 

・整備に際しては、神戸市土木請負工事必携（令和４年４月改定版）や神戸市公園施設標準

図集（令和４年10月改定版）のほか、工事の施工に関する公的基準等に従って施工してく

ださい。上記に定めのない場合は、本市と協議のうえ適切に施工してください。 

・整備後の管理修繕費の低減に配慮した計画としてください。 

イ．地盤整備 

地盤整備をする場合は、排水機能の確保に十分配慮してください。 

ウ．園路・広場 

園路を設置する場合は、ゆとりある幅員を確保できるよう検討してください。 
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用途に応じて必要となる電源、給排水設備等を必要に応じて提案してください。 

エ．植栽 

現状の樹木の状況を確認した上で、できるだけ既存の樹木を残しつつ、来園者にとって快

適で見通しのよい環境を提案してください。 

オ．水景施設 

新たに水景施設を設ける場合には、本市と協議の上、周辺の浸水対策を行ってください。 

カ．ベンチ等 

ベンチやテーブル等を設置する場合は、公園利用者がゆったりと快適な時間を過ごせるよ

う、配置してください。 

キ．トイレ 

現在、事業提案可能区域内には、公園利用者用のトイレが１棟設置されており、これにつ

いては撤去・移設は不可とします。 

 

④ 特定公園施設の市への譲渡・管理に関する事項 

・特定公園施設については、整備完了後に本市が実施する完了検査を受けます。完了検査に

合格した後、別途締結する「特定公園施設整備・譲渡契約」に基づき、本市に引き渡しま

す。本市への引渡し日までは事業者において現地の管理をしてください。 

・事業者から本市への特定公園施設の引き渡しが完了した時点から、特定公園施設は原則本

市に帰属し、管理するものとします。但し、提案内容によっては、本市との協議を経て別

途締結する基本協定に基づき、施設の一部を事業者が管理することもできます。 

 

⑤ その他園地の活用に関する事項 

事業対象地外の園地は、原則本市による維持管理を行いますが、公募対象公園施設の運営

事業者として、須磨浦公園全体の魅力向上に関しても積極的に関与してください。 

 

（３）利便増進施設に関する事項 

・事業提案可能区域内に、自転車駐車場、地域における催し物に関する情報を提供するための

看板又は広告塔（以下「看板等」という。）を事業者の任意提案により設置することが可能で

す。ただし、景観形成区域、風致地区の基準を満たすものに限ります。 

・看板等については、地域に関する情報や広告と併せて、自家用広告及び一般広告を掲出する

ことも可能であり、その広告料は事業者の収入とすることができます。 

・自転車駐車場、看板等の設置にあたっては、都市公園占用許可を受け、神戸市都市公園条例

に定める金額を本市に納入していただきます。 

■占用許可使用料：広告表示面積１㎡あたり 6,000 円／年 

 ・都市公園占用許可とは別に、神戸市屋外広告物条例に基づく許可を受ける必要があります。 
 ・看板の大きさやデザインについては、本市と協議のうえ決定するものとします。 
 
10 本事業における留意事項 

・事業提案可能区域は都市公園であるため、利用にあたっては都市公園法及び神戸市都市公園

条例を遵守してください。また、利用期間中に当初想定していなかった事項（事業対象地内



16 
 

で新たに工作物等を設置など）が発生した場合は、事前に建設局公園部管理課へご相談くだ

さい。 

・事業期間中は来園者や通行者の安全や周辺環境に配慮してください。 

・事業期間中は、市バス運行の支障が出ないよう実施してください。 

・事業期間中の音、振動等については、周辺に配慮してください。 

・事業者が設置する施設の設置許可あるいは占用許可、確認申請等の手続き期間も考慮したス

ケジュール管理をしてください。 

・工事期間中に選挙を行う場合は事業提案可能区域及びその周辺に仮設投票所を設置すること

から、投票所運営に支障がないよう配慮してください。なお、仮設投票所の設置場所等につ

いては事業者と協議を行った上で決定します。 

・建物は、認定公募設置等計画に基づく利用以外に供することができません。 

・認定計画提出者が建物に係る権利を第三者に移転する場合及び権利を設定する場合には、事

前に書面により本市の承認を得る必要があります。また、所有権を移転させる際には、重要

事項説明において、前項の「建物は、認定公募設置等計画に基づく利用以外に供することが

できない」及び第７「１マネジメントに関する事項（４）業務を遂行する権利」（31ページ）

について説明するとともに、譲渡契約書等、書面により同様の特約条項を設けることなどに

より、本市の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位承継させ

る義務を、当該第三者に対して遵守させてください。 

・建物に係る権利を得た第三者が建物に係る権利を移転する場合及び権利を設定する場合も前

項と同様に書面により本市の承認を得る必要があるものとします。 

・建物を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して認定公募設置等計画に反する使用

をさせてはならず、借受者は前項の遵守を免れるものではありません。 
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11 リスク分担等 
本事業の実施における主なリスクについては、以下の負担区分とします。なお、リスク分担

に疑義がある場合、又はリスク分担に定めのない内容が生じた場合は、本市と事業者が協議の

上、負担者を決定するものとします。 

リスクの種類 内容 
負担者 

本市 事業者 

法令変更 事業者が行う整備・管理運営業務に影響のある法令等

の変更 
協議事項 

第三者賠償 事業者が工事・維持補修・運営において第三者に損害を

与えた場合 
 ○ 

物価 公募設置等予定者決定後のインフレ、デフレ  ○ 

金利 公募設置等予定者決定後の金利変動  ○ 

不可抗力 自然災害等による業務の変更、中止、延期、臨時休業  ○ 

資金調達 必要な資金の確保  ○ 

事業の中止・延

期 

本市の責任による中止・延期 ○  

事業者の責任による中止・延期  ○ 

事業者の事業放棄・破綻  ○ 

申請コスト 申請費用の負担  ○ 

施設競合 競合施設による利用者減、収入減  ○ 

需要変動 当初の需要見込みと異なる状況  ○ 

運営費の増大 本市の責任による運営費の増大 ○  

本市以外の要因による運営費の増大  ○ 

施設の修繕等 公募対象公園施設の修繕  ○ 

特定公園施設の修繕 協定による 

債務不履行 本市の事由による協定内容の不履行 ○  

事業者の事由による協定内容の不履行  ○ 

性能リスク 本市が要求する業務要求水準の不適合に関するもの  ○ 

損害賠償 公募対象公園施設の不備及び施設管理上の瑕疵による

事項 
 ○ 

特定公園施設の不備及び施設管理上の瑕疵による事項 協定による 

警備リスク 事業者の警備不備によるもの  ○ 

運営リスク 公募対象公園施設の機器等の不備又は施設管理上の瑕

疵並びに火災等の事故による臨時休業等 
 ○ 
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第３ 公募に関する条件等 

１ 公募スケジュール 

公募設置等指針の公示 令和４年10月14日（金） 

現地説明会出席者登録 令和４年10月14日（金）～令和４年10月21日（金） 

応募予定者登録 令和４年10月14日（金）～令和４年11月25日（金） 

現地説明会 令和４年10月31日（月）（予定） 

※現地説明会出席者登録が必要 

公募に関する質問受付 令和４年10月14日（金）～令和４年11月４日（金） 

※応募予定者登録済の方のみ受付可 

公募に関する質問回答 令和４年11月16日（水）（予定） 

公募設置等計画の受付 令和４年11月17日（木）～令和４年12月12日（月） 

※持参の場合は事前電話予約が必要 

※応募予定者登録済の方のみ受付可 

公募設置等予定者選定 

（公募設置等計画に関する

プレゼンテーションの実施

） 

令和４年12月下旬（予定） 

選定結果通知 令和４年12月下旬（予定） 

覚書の締結 令和５年１月中旬～１月下旬（予定） 

公募設置等計画の認定・公

示、基本協定の締結 

令和５年１月下旬以降（予定） 

公募対象公園施設等の設置

許可 

（提案内容により建物譲渡

契約締結） 

基本協定締結後、工事着手日までに速やかに 

公募対象公園施設等の整備 基本協定締結後、工事着手は原則６か月以内 

特定公園施設の引き渡し 特定公園施設の整備完了後に行う本市の完了検査合格後、別途

締結する「特定公園施設整備・譲渡契約」に基づき、本市に引

き渡し 

 

２ 応募申込要件 

応募申込みにあたっては、次の⑴から⑷に定める各号の要件を全て満たす必要があります。

要件を満たさない項目があった場合は、欠格とし、審査を行いません。 

⑴ 事業対象地において、本事業の趣旨等に従って、事業の実施を行う企業又は企業連合体

であること。 

⑵ 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
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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）等でないこと。 

⑶ 以下の事項に該当しないこと。  

ア 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。 

イ 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づく更生手続きの申立て、若しくは民事再

生法（平成 11年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者（た

だし、更生計画認可決定や再生計画認可決定がなされている場合はこの限りでない）。 

ウ 銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状態が不健

全であると判断される法人。 

エ 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きにおいて次の事項のいずれ

かに該当すると認められるときから２年を経過しない者。その者を代理人、支配人、そ

の他の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 本市から指名停止措置を受けている法人。 

② 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若

しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

③ 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とき。 

④ 正当な理由がなく、契約を履行しなかったとき。 

⑤ 落札したにもかかわらず、正当な理由がなく契約を締結しなかったとき。 

⑥ 本市における一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契

約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

オ 禁固刑以上の刑に処され、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。 

カ 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。）及び地方税につい

て未納の税額がある者。 

キ 買い受けた又は借り受けた土地・建物を、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２号に定める暴力団その他の反社会的団体及び

それらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する目的に使用しようとす

る者。 

ク 次の事項のいずれかに該当する者。 

① 本市から直接に又は第三者を経由して不動産を買受け又は借受けた者で、当該不動

産に係る公序良俗に反する使用の禁止の定めに違反した者。 

② 上記①に該当する法人その他の団体の代表者、理事、取締役、支配人その他これら

に類する地位（以下「代表者等の地位」という。）に現にある者及び違反時にあった者。 

③ 上記①又は②に該当する者が代表者等の地位にある法人その他の団体。 

⑷ 企業連合体の場合は、以下によること。 

① 全ての構成員が、上記⑵、⑶の要件を満足していること。なお、上記⑵、⑶の要件

について、企業連合体を構成する一法人でも満足しない場合は失格となります。 
② 構成企業の中から代表企業を決定してください。 
③ 代表企業、構成企業及び協力企業の役割分担が明確になっていること。 
④ 応募申込後に構成企業を変更・追加することは原則として認めません。 
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⑤ 応募法人又は応募グループを構成する代表法人及び構成法人（以下「応募法人等」

という。）は、直近決算において債務超過でないこととします。 
⑥ 単独で応募した一つの法人は、他の共同事業者の構成員となることはできません。

また、一つの法人は、複数の企業連合体の構成員になることはできません。ただし、

代表法人以外の構成法人については、業務遂行上支障がないと本市が判断した場合、

変更を認めることがあります。その場合には、本市は必要に応じ、事業者に書類の再

提出等を求めることがあります。 
⑦ 代表法人は、公募対象公園施設及び特定公園施設の整備については、代表法人自ら

が実施する、若しくは構成法人に実施させることとします。 
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第４ 公募に関する事項 

１ 応募予定者登録 

（１）登録方法 

本公募への応募を予定される方は、必ず応募予定者登録をしてください。登録は、第３「２

応募申込要件」（18 ページ）を満たすものに限ります。企業連合体の場合は、１社が代表して登

録を行ってください。 

受付期間 令和４年 10 月 14 日（金） 

～令和４年 11月 25 日（金）午後５時 30 分まで 

受付方法 電子メール 

様式 「応募予定者登録書」（ワード様式１－１、１－２） 

提出先 katsuyou_kikaku@office.city.kobe.lg.jp 

※件名は、「須磨一ノ谷プラザ（須磨浦公園東エリア）にぎわい拠

点施設設置・運営事業 応募予定者登録申込」としてください。 
 

（２）応募予定者登録の辞退 

応募予定者登録後、辞退する場合は、次のとおり書類を本市に提出してください。 

受付期間 令和４年 10 月 14 日（金） 

～令和４年 11月 25 日（金）午後５時 30 分まで 

受付方法 電子メール 

様式 「応募予定者登録辞退届（ワード様式１－３）」 

提出先 katsuyou_kikaku@office.city.kobe.lg.jp 

※件名は、「須磨一ノ谷プラザ（須磨浦公園東エリア）にぎわい拠

点施設設置・運営事業 応募予定者登録の辞退」としてください。 

 
２ 現地説明会 

現地説明会に参加される方は、次のとおり申込をしてください。なお、説明会に参加しなく

ても応募は可能です。また、参加しないことによる審査上の不利益はありません。 

（１）開催日時 

日時 令和４年 10 月 31 日（月）午前 10 時 30 分～正午（予定） 

※詳細は申込者にご連絡します。 

場所 須磨一ノ谷プラザ 

 

（２）参加申込方法 

受付期間 令和４年 10 月 14 日（金） 

～令和４年 10月 21 日（金）午後５時 30 分まで 

受付方法 電子メール 

様式 現地説明会参加申込書（ワード様式２－１） 

提出先 katsuyou_kikaku@office.city.kobe.lg.jp 

※件名は、「須磨一ノ谷プラザ（須磨浦公園東エリア）にぎわい拠

mailto:katsuyou_kikaku@office.city.kobe.lg.jp
mailto:katsuyou_kikaku@office.city.kobe.lg.jp
mailto:katsuyou_kikaku@office.city.kobe.lg.jp
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点施設設置・運営事業 現地説明会参加申込」としてください。 

その他 １社あたり４名までとします。 

 

３ 本公募設置等指針に関する質問及び回答 

（１）質問受付 

本公募設置等指針の内容に関して質問がある場合、本市に質問書を提出することができます

（応募予定者登録済の方に限ります）。なお、回答内容は本公募設置等指針と同等の効力を持つ

ものとします。 

受付期間 令和４年 10 月 14 日（金） 

～令和４年 11月４日（金）午後５時 30分まで  

受付方法 電子メール 

様式 質問書（ワード様式３－１、エクセル様式３－２） 

提出先 katsuyou_kikaku@office.city.kobe.lg.jp 

※件名は、「須磨一ノ谷プラザ（須磨浦公園東エリア）にぎわい拠

点施設設置・運営事業 質問書」としてください。 

 

（２）質問回答 

公表日 令和４年 11 月 16 日（水）（予定） 

公表方法 市ホームページにて公表 

 

４ 応募受付 

（１）公募設置等計画の受付 

本公募に応募する場合、次のとおり書類を本市に提出してください。 
受付期間 令和４年 11 月 17 日（木）～令和４年 12 月 12 日（月）まで 

受付方法 郵送または持参 

①郵送の場合は、簡易書留にしてください。 

②持参の場合は、事前に電話予約をしてください。 

 電話：078-322-5051（資産活用課） 

提出書類 「提出書類一覧」（24・25 ページ）を参照のこと。 

提出先 ①郵送の場合 

〒650-8570 神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

神戸市役所１号館 神戸市行財政局資産活用課 宛 

※封筒に『須磨一ノ谷プラザ（須磨浦公園東エリア）にぎわい拠点

施設設置・運営事業 応募申込書在中』と記入してください。 

※当日消印有効 

②持参の場合 

神戸市役所１号館 17 階 資産活用課 

※受付時間午前８時 45 分から正午まで及び午後１時から午後５時

30 分まで（ただし、土・日曜日及び国民の祝日等閉庁日を除く）  

mailto:katsuyou_kikaku@office.city.kobe.lg.jp


23 
 

（２）提出書類作成の注意事項 

① 一般的事項 

・応募申込は、１事業者につき１件とします。 

・提出書類の言語は日本語、単位はメートル法、通貨は日本国通貨を使用してください。 

・関係法令及び条例を遵守し、かつ本公募設置等指針に記載された条件を満足するとともに、

関係機関へ必要な協議確認を行った上で提出書類を作成してください。 

・提出書類の作成及び提出に必要な諸費用は、応募者の負担とします。 

・提出された書類等は返還しません。また、提出後の書換え、引換え又は撤回を行うことはで

きません。 

・応募受付に際し、申込書記載事項に関して、ヒアリングの実施や追加資料の提出を求める場

合があります。 

 

② 誓約書、応募要件関連書類 

・Ａ４判、左綴じ、企業連合体の場合は事業者ごとに 1 分冊として提出してください。 

 

③ 公募設置等計画 

・Ａ３判横書き、左綴じとし、ページ数を付して提出してください。 

・明確かつ具体的に記述してください。分かりやすさ、見やすさに配慮し、必要に応じて図、

表、写真、スケッチ等を適宜利用してください。 

・会社の名称、マークなど応募者を特定できるような表示はしないでください。 

 

④ 電子データ 

・提出書類一式を電子データ化したものを CD-R にて１部提出してください。 

・公募設置等計画について、提出後は公文書となるため、公文書公開請求の対象となります。

ただし、神戸市情報公開条例第 10条第２号ア「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と認められるもの（個人は含まない）」に該当す

る場合はその箇所を非公開とすることできます。そのため、ご提案内容で非公開を希望する

部分について、黄色のマーカーで着色するなど明示した情報公開用データを提出して下さい。

（詳細は第４「４ 応募受付（３）提出書類一覧」（24ページ）をご覧ください。なお、収支

提案については非公開部分に該当するため、着色不要です）。 

・データは PDF 形式とし、原則として画像化されたものではなく、テキスト情報を含んだもの

としてください。 

・法人登記簿謄本等テキスト情報を含むことが困難なものについては、画像化したものでかま

いません。 

 

⑤ プレゼンテーション用資料 

・公募設置等計画等を提出される方は、プレゼンテーション（公開）用の資料の電子データを

提出してください。 

・公募設置等計画等で記載されている以外の内容は使用できません。様式は自由ですが、説明

時間には限りがありますので、わかりやすく、ページ数は説明できる枚数にしてください。 



24 
 

（３）提出書類一覧                  ○：ワード様式 ●：エクセル様式 
 

提出書類 
様式 

提出部数 

正 副 

１．公募設置等計画等提出書 －  － － 

（１）公募設置等計画等提出書 

（Ａ：応募法人用、Ｂ：応募グループ用） 

４－１ 

Ａ・Ｂ 

○ １ １ 

（２）応募グループ構成団体一覧 ４－１Ｂ 

別紙 

○ １ １ 

（３）協力者一覧 ４－２ ● １ １ 

２．誓約書（全ての構成団体について提出） －  － － 

（１）誓約書 ４－３ ○ １ １ 

（２）役員一覧 ４－３ 

別紙 

● １ １ 

（３）委任状（応募グループ用） ４－４ ○ １ １ 

３．応募要件関連書類（全ての構成団体について提出） －  － － 

（１）定款又は寄附行為の写し －  １ １ 

（２）法人登記簿謄本及び印鑑証明書 －  １ １ 

（３）過去２年間の法人税、市町村税、固定資産税、消費税 

及び地方消費税納税証明書  

－  １ １ 

（４）財務諸表「貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

（純資産変動計算書）、キャッシュ・フロ－計算書（作成して

いる法人のみ）、注記等」（直近３年間）の写し 

※有価証券報告書を提出している場合は、該当箇所の写し 

※連結財務諸表作成会社については、連結財務諸表、単体財

務諸表 

※公益法人等の場合は、これらに準ずる財務諸表 

－  １ １ 

（５）事業報告書・事業計画書等 

※有価証券報告書を提出している場合は該当箇所の写しで

もよい。 

－  １ １ 

（６）会社案内資料（パンフレット等） －  １ ７ 

（７）財務状況調査表 ４－５ ● １ １ 

（８）実績又は要件を証する書類の写し －  １ １ 

４．業務実績書類（実績がある場合、任意提出） －  － － 

（１）マネジメント業務の実績を証する書類 ４－６ ○ １ １ 

（２）設計業務の実績を証する書類 ４－７ ○ １ １ 

（３）特定建設業許可通知書の写し －  １ １ 

（４）建設工事の実績を証する書類 ４－８ ○ １ １ 

（５）管理運営業務の実績を証する書類 ４－９ ○ １ １ 
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５．公募設置等計画 表紙・目次 ５－１ 

Ａ・Ｂ 

● １ ７ 

（１）全体計画 

Ａ 事業の実施方針 

Ｂ 事業の実施体制 

Ｃ 施設の整備計画 

Ｄ 施設の管理運営計画 

Ｅ スケジュール 

５－２ 

Ａ～Ｅ 

● １ ７ 

（２）公募対象公園施設に関する計画 

Ａ 施設の概要 

Ｂ イメージパース 

Ｃ 施設の計画平面図等 

（計画平面図、各階平面図、主要立面図、主要断面図） 

５－３ 

Ａ～Ｃ 

● １ ７ 

（３）特定公園施設に関する計画 

Ａ 特定公園施設の整備及び活用に対する基本的な考え方 

Ｂ 各施設の整備内容 

Ｃ 特定公園施設として本市に譲渡する対象の求積図 

５－４ 

Ａ～Ｃ 

● １ ７ 

（４）その他園地に関する計画 ※任意提案 

  その他園地の活用に対する基本的な考え方 

５－５ ● １ ７ 

（５）利便増進施設に関する計画 ※任意提案 

自転車駐車場、地域における催し物に関する情報を提供する

ための看板又は広告塔 

５－６ ● １ ７ 

（６）資金計画及び収支計画 

Ａ初期投資・資金計画、Ｂ資金計画（事業期間）、Ｃ収支計画

（総括）、Ｄ収支予算書（公募対象公園施設）、Ｅ収支予算書

（特定公園施設） 

５－７ 

Ａ～Ｅ 

● １ ７ 

６．価額提案書 ６ ○ １ ７ 

７．プレゼンテーション用資料 －  １ ７ 

※ 上記表の着色している書類について、非公開を希望する部分を明示した情報公開用データを

提出してください。 
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第５ 提案審査に関する事項 

１ 事業者の選定 

（１）選定方法 

本市は、選定された最優秀提案を提出した応募者を公募設置等予定者として、また、次点提

案を提出した応募者等を次点者として決定します。本市が公募設置等予定者の提出した公募設

置等計画の認定に至らなかった場合、あるいは公募設置等予定者と協定を締結するに至らなか

った場合は、次点者が公募設置等予定者としての地位を取得します。 
なお、審査の結果によっては、公募設置等予定者、次点者の一方又は両方について、該当者

なしとする場合があります。 
 

（２）選定委員会 

公募設置等予定者の選定は、本市が都市公園法第５条に基づき、すべての公募設置等計画に

対し審査を行います。 

提案書の審査は選定委員会が行います。選定委員会では、応募者から提出された公募設置等

計画等について、第５「１事業者の選定（６）評価の基準」（28ページ）に基づき審議を行い、

評価点の満点（100 点）を選定委員会の委員数で乗じた点数の６割を最低基準点とし、それ以上

の点数を得た者の中から公募設置等予定者候補と次点を選定します。 

なお、応募者が、公募設置等予定者候補及び次点提案選定前までに、選定委員会の委員に対

して、本事業について接触することは禁止します。接触の事実が認められた場合は、失格とな

ります。 

 

（３）選考委員会事務局 

  須磨区総務部まちづくり課 
  建設局公園部管理課 
  行財政局資産活用課 
 

（４）評価の方法 

・公募設置等計画が本公募設置等指針に照らし適切なものであること、公募対象公園施設の設

置又は管理が都市公園法第５条第２項各号のいずれかに該当するものであること、公募設置

等計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことを審査し

ます。審査の結果、これらの条件を満たしていないと認められる場合、事務局の意見を付し

て、選定委員会へ送付します。 
・誤字・脱字、乱丁・落丁など、内容の変更を伴わず提案書の明らかな瑕疵と事務局が認めた

ものについては、記載誤りとし、添付資料漏れ、記載漏れ、計算誤り、余事記載など内容へ

の影響が軽微なもので、事務局の補正要求に容易に応じられるものについては、瑕疵の程度

に応じ、提案書の一部差し替え又は正誤表による修正を認めます。ただし、事務局が定めた

期限内に再提出することが条件となりますので、期限までに補正要求に応じない者の公募設

置等計画等については、事務局の意見を付して選定委員会へ送付します。 
・評価については、第５「１事業者の選定（６）評価の基準」（28ページ）に従って評価を行い

ます。なお、評価の際は、須磨浦公園東エリアの質の向上、利用者の利便の向上への寄与、
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着実かつ安定的な事業の実現性及び本市の負担軽減等に着目します。 
・公募設置等計画について不明な点等がある場合は、応募者に対して、回答を求めることがあ

ります。 
・本公募設置等指針公表日から選定結果の通知日までは、応募者に限らずいかなる者からの提

案内容、審査内容等に関するお問合せには、お答えできません。 

 

（５）選定結果の通知及び公表 

選定結果は、すべての応募者に対して文書及びメールにて通知することとし、電話等による

問い合わせには応じません。また、本市公式ホームページへの掲載、市政記者クラブへの資料

提供等により、以下の内容を公表します。 

・ 選定委員会の開催日時 

・ 選定委員会の委員 

・ 公募設置等予定者及び次点として選定された応募者の名称 

・ 選定委員会における講評 

・ 公募設置等予定者の提案の概要 

・ 各応募者の評価点 

 

選定後、公募設置等計画が認定されるまでの間に公募設置等予定者が辞退した場合には、次

点者が公募設置等予定者となります。次点者の権利は、本市が公募設置等予定者の公募設置等

計画を認定した時点で喪失するものとします。 

なお、応募者は、選定後、本指針について不知または不明を理由として、異議を申し立てる

ことはできません。 
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（６）評価の基準 

評価項目 評価の視点 配点 

全

体

計

画 

事業の 

実施方針 

・公園の魅力向上が須磨エリア全体の回遊性の向上に波及するような

事業計画となっているか 

・市民や観光客など、多くの人が集い交流できる魅力的な空間となり

うるような提案となっているか 

・公園と沿道の一体化及び地域等との連携に対する積極的な方策を講

じているか 

10 30 

事業の 

実施体制 

・十分に実行力のある事業実施体制を構えているか 

・構成団体の実績や財務体質は十分であるか 

・事業全体のスケジュールが無理なく組まれているか 

10 

資金計画 

及び 

収支計画 

・堅実かつ本市への収益還元が可能な資金計画及び収支計画となって

いるか 

・持続的で成長性のある経営計画となっているか 

10 

施

設

ご

と

の

計

画 

公募 

対象 

公園 

施設 

整備 

・公園のにぎわいを創出し、地域の活性化に貢献する機能を果たせる

ような施設となっているか 

・指針の条件を十分に満たす、以下の施設・機能を設けているか 

① 緊急避難場所及び避難所 

② 投票所 

③ コミュニティスペース 

・上質な空間となるような施設の業種・業態、デザイン及び仕様であ

るか 

・高齢者、子ども連れ、障害者及び要介護者の方々などにも配慮し、

誰もが気軽に利用できるような整備計画となっているか 

30 60  

管理 

運営 

・集客性向上に資するような独自性の高い提案となっているか 

・地域住民に配慮した、コミュニティスペースの管理運営となってい

るか 

15 

特定 

公園 

施設 

整備 

・緑などの景観に配慮し、上質な空間となるような整備計画となってい

るか 

・高齢者、子ども連れ、障害者及び要介護者の方々などにも配慮し、

誰もが気軽に利用できるような整備計画となっているか 

5 

活用 
・周辺環境などの特性を踏まえながら、賑わいや集客性の向上、憩い

や市民活動等の日常的な利用に資する策が講じられているか 

5 

その他 

園地 
活用 

・市バス関係機能を維持するためのスペースを確保しているか 

・新たなにぎわい創出に向けて、その他園地部分との連携や今後の活

用を想定した提案となっているか 

5 

価格提案 
・公募対象公園施設等の設置許可使用料をどれだけ増額しているか

（10×提案額／提案者の中での最高額 ※小数点以下四捨五入） 

10 

合計  100 
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第６ 選定後の手続きに関する事項 

１ 覚書の締結 

  公募設置等予定者と本市は本事業の実施に向けて、覚書を締結します。 

 

２ 公募設置等計画の認定 

本市は、公募設置等予定者の提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を

指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をします。また、本市は、当該認定をし

た日、認定の有効期間、公募対象公園施設の場所を公示します。 
公募設置等計画の認定後、公募設置等予定者は認定計画提出者となり、認定された公募設置

等計画は認定公募設置等計画となります。 
  認定に当たっては、評価・選定のための選定委員会での意見等を踏まえ、必要に応じ、本市

と公募設置等予定者との協議により、公募設置等予定者が提出した公募設置等計画を一部変更

した上で、当該変更後の計画を認定する場合があります。 
また、認定に基づき本市が公示する公募対象公園施設の場所は、認定計画提出者以外の者が

公園施設の設置許可を申請することができない区域となります。 
なお、公募設置等計画が認定された場合でも、提出された計画の内容全てが必ず実施できる

ことを担保するものではありません。認定後、設計協議を進める中で、関係者等との協議が整

わなかった場合などは、計画内容を変更していただく場合があります。 

 

３ 基本協定の締結 

認定計画提出者は認定公募設置等計画に基づき、本市と協議の上、事業実施条件や認定計画

提出者の権利・義務等を定めた「須磨一ノ谷プラザ（須磨浦公園東エリア）にぎわい拠点施設

設置・運営事業基本協定」（以下、「基本協定」という。）を締結します。 

 

４ 認定公募設置等計画の変更 

公募設置等計画の認定後、各種調査、関係者調整等を実施した上で、詳細な事業計画を策定

した結果、認定公募設置等計画を変更せざる得ない場合は、認定計画提出者は本市と協議の上、

認定公募設置等計画の変更の申請を行う必要があります。変更にあたっては、都市公園法第５

条の６第２項第１号及び第２号で規定する基準に適合すると認められる場合に限り、変更の認

定を行うことができます。 

 

５ 認定計画提出者の地位の承継 

公募設置等計画の認定後、認定公募設置等計画及び基本協定書に基づいて認定計画提出者か

ら公募対象公園施設の設置に必要な権原を取得した者に限り、本市の承認を得て、認定計画提

出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができます。本市は、認定公募設置

等計画及び基本協定書の内容に適合すると認められる場合に限り、これを承認します。 

 

６ 公募対象公園施設の設置許可等 

認定計画提出者は、公募対象公園施設の工事着手までに、本市に対して都市公園法第５条に

基づく公募対象公園施設の設置許可を受け、認定計画提出者の負担において建設、維持管理及
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び運営を行っていただきます。 

また、設置許可期間（更新期間も含む。）には、公募対象公園施設の建設に係る期間や事業終

了前の解体・撤去期間を含むものとし、工事中も設置許可使用料を支払っていただきます。 

認定計画提出者は、事業期間終了時（設置許可等を取り消し又は更新しない場合、認定計画

提出者が事業を途中で中止する場合を含む。）までに公募対象公園施設を撤去し、更地にして本

市に返還していただきます。なお、この場合（既存建物を事業者が取得した場合を含む）、解体・

撤去に要する費用については事業者の負担とします。 

ただし、本市が次期事業者を選定し、認定計画提出者と次期事業者との間で、認定計画提出

者が有する権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつ、これらの譲渡について本市が

事前に同意した場合は、この限りではありません。 

認定計画提出者は、上記の原状復旧が履行されるために市の債権保全に必要な担保の提供手

法あるいはそれが可能な体制をとってください。 

なお、事業を継承する者がおらず、かつ認定計画提出者が公募対象公園施設の撤去・更地返

還を行わない場合、本市は、認定計画提出者に代わり除却・更地返還を行い、その費用を認定

計画提出者へ請求します。 
 

７ 特定公園施設整備・譲渡契約 

特定公園施設の整備に係る一切の工事については、本市と認定計画提出者が「特定公園施設

整備・譲渡契約」を締結し、事業者の負担において施工し、整備完了後、市へ譲渡していただ

きます。 

特定公園施設の整備に伴い工事エリアとして公園を占用する場合、都市公園法第６条に基づ

く都市公園占用許可を受けるものとしますが、この場合の占用許可使用料については原則とし

て免除します。 

 
８ 利便増進施設の占用許可 

公募対象公園施設の収益性を高めるために必要と認められる利便増進施設（自転車駐車場、

看板等）を設置する場合、都市公園法第６条に基づく都市公園占用許可を受け、設置、維持管

理を行っていただきます。利便増進施設の設置にあたっては、占用許可使用料を本市へ支払っ

ていただきます。 

 

 

第７ 事業運営に関する条件 

１ マネジメントに関する事項  

（１）管理運営経費等 

 ① 公募対象公園施設及び利便増進施設 

管理運営経費は、公募対象公園施設及び利便増進施設からの収益から賄っていただきます。 

また、管理運営経費について、業務ごとの費用内訳も提出してください。費用内訳には設置 

許可使用料や占用許可使用料、公募対象公園施設及び利便増進施設について年度毎で必要な修

繕費を必ず含んでください。 

なお、設置許可使用料については、特段の事情がない限り変更しないものとします。 
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 ② 特定公園施設 

  事業者から本市への特定公園施設の引き渡しが完了した時点から、特定公園施設は原則本市

が管理するものとし、管理経費は本市が負担します。但し、提案内容によっては、本市との協

議を経て別途締結する基本協定に基づき、施設の一部を事業者が管理することもでき、その場

合は管理経費を事業者が負担します。 

 

 ③ 占用区域 

  事業対象地内の占用区域の管理経費については、占用者が負担します。 

  （例）市バス回転地及び待機スペース 

 

（２）施設の維持管理及び修繕 

① 公募対象公園施設及び利便増進施設 

 公募対象公園施設の維持管理及び修繕費については、事業者が負担します。 

 

② 特定公園施設 

特定公園施設の維持管理及び修繕については、特定公園施設の本市への譲渡後、原則本市

が直接実施し、経費は本市が負担します。但し、提案内容によっては、本市との協議を経て

別途締結する基本協定に基づき、施設の一部を事業者が管理することもでき、その場合は経

費を事業者が負担します。 

 

③ 占用区域 

 事業対象地内の占用区域の維持管理及び修繕費については、占用者が負担します。 

 （例）市バス回転地及び待機スペース 

 

（３）関係法令の遵守及び利用者の安全性・快適性を考慮した管理運営 

関係法令（神戸市都市公園条例、神戸市都市公園条例施行規則（昭和 33 年３月 31 日規則第

117 号）、神戸市屋外広告物条例、都市公園法、都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）、

都市公園法施行規則（昭和 31年建設省令第 30 号）、神戸市会計規則（昭和 39 年３月 19 日規則

第 81 号）、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）

ほか行政関連法規、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第

57 号）ほか労働関係法規、食品衛生法（昭和 22年法律第 233 号）、その他関係法令等）を遵守

し施設利用者の安全性及び快適性を考慮した管理運営を行ってください。 

 

（４）業務を遂行する権利 

認定計画提出者は、原則として主たる業務を遂行する権利を他者に譲渡することはできませ

ん。ただし、本市の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承

継する場合はこの限りではありません。 
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（５）業務の執行体制 

① 管理運営体制 

・業務の遂行にあたっては、年間を通じ、円滑な管理運営が可能な従業員の配置体制としてく

ださい。 

・総括責任者を 1 人指定してください。ただし、必ずしも総括責任者を常駐させる必要はあり

ません。 

・災害が発生した場合及び災害が発生する恐れがある場合には、本市の指示に従える体制をと

るものとします。 

 

② 施設の管理 

認定計画提出者は、管理上故意又は過失により特定公園施設や施設内の設備等をき損、滅失

したときは、本市との協議により、相当の代金を自己の費用で弁償し、又は当該設備等と同等

の機能及び価値を有するものを自己の費用で購入するなどの方法により調達しなければなりま

せん。 

 

２ 事業の中止 

（１）契約の解除及び業務停止命令 

  ここでいう契約は、本事業にかかわる覚書、基本協定書、建物譲渡契約、特定公園施設整備・

譲渡契約等を指すものとします。 
認定計画提出者が本市の指示に従わないとき、その他次のいずれかに該当するときは、その

契約を解除、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがあります。 

① 認定計画提出者が、条例、規則、協定及び関係法令に違反したとき 

② 認定計画提出者が、正当な理由なく業務を履行しないとき、又は期間中に履行する見込み

がないと本市が判断したとき 

③ 認定計画提出者が、業務の履行にあたり、本市の指示に従わないとき、又は本市の職員の

職務の執行を妨げたとき 

④ 認定計画提出者の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく

困難と判断されるとき 

⑤ その他認定計画提出者が管理を継続することが適当でないと本市が認めるとき 

 

（２）違約金等 

・本市が契約の解除又は業務停止命令を行った場合は、必要に応じて、認定計画提出者は、あ

らかじめ基本協定において定められた額を違約金として本市に納付しなければなりません。 

・本市が契約の解除又は業務停止命令を行った場合は、認定計画提出者に損害、損失又は増加

費用が生じたとしても本市はこれを負担しません。 
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第８ 建物の取得（既存建物を活用する場合） 

須磨一ノ谷プラザの既存建物のうち集会所・会議室（１）及び（２）を取得した上で活用する

場合、以下の条件によることとします。 
 
１ 譲渡価格 

金４，４００，０００円（うち消費税及び地方消費税額（10％）金４００，０００円） 

  

２ 建物譲渡契約 

（１）契約締結時期 
基本協定の締結後、速やかに、事業者は本市と須磨一ノ谷プラザについての建物譲渡契約

を締結していただきます。なお、建物譲渡契約書（案）については、第 10（36 ページ） に

掲載しておりますが、個別協議等により内容を変更する場合があります。 

 

（２）建物譲渡代金の支払い 
・契約締結日に譲渡代金の 10％以上を契約保証金として支払っていただきます。 

 ・譲渡代金（契約保証金との差額）は、契約締結後の本市が指定する日までに全額を一括納入

していただきます。契約保証金は、譲渡代金（契約保証金との差額）の納入と同時に、譲渡

代金に充当します。なお、連名での契約の場合でも、納入通知書は１枚しか発行いたしませ

ん。契約の締結及び所有権移転登記は公募設置等計画等提出書に記載された名義でのみ行う

ことができます（構成企業を含む）。 
・納入期限を過ぎて納入する場合は、年 14.6％の割合で計算した遅延損害金を別途納入してい

ただきます。 
・事業者が譲渡代金を支払期日までに納入しないなどの理由により、建物譲渡契約を解除した

場合には、契約保証金は本市に帰属します。 
 

（３）建物所有権の移転 
・譲渡対象建物の所有権は、建物譲渡代金及びその他本市に支払うべき金銭が完納されたと 

同時に移転します。 

・所有権移転登記の手続きは、事業者と本市との協議を経て、建物引渡しの後、原則、本市が

嘱託により行います。登記完了までに１～２か月の時間を要する場合があります。なお、登

録免許税等諸費用は事業者の負担となります。 

  ※ 登記に際しては、必要書類の提出をお願いします。 

 

（４）着工時期 
工事着手は、原則として建物引渡し後となります。ただし、覚書締結後は、事業者が施設建 

設計画のために現地調査を希望する場合、本市との協議の上、建物引渡し前であっても建物使用

を認める場合があります。なお、この場合、神戸市公有財産規則に基づく手続き及び費用負担が

必要となります。 
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３ 契約の履行 

  契約条項の違反若しくは不履行があったときは、原則として、次の措置を講じます。 

  ① 違約金の徴収 

  ② 損害賠償の請求 

  ③ 契約の解除 

  ④ 買戻し権の行使 

  ※ 上記①の違約金は、違反若しくは不履行がある都度お支払いいただきます。 

 

４ 瑕疵担保 

本事業で譲渡された建物に隠れた瑕疵があることが発見されても、本市に対し譲渡代金の減

額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除を申し出ることはできません。ただし、当該瑕疵が

本市の行為によって生じたものであることが明らかな場合に限り、建物引渡日から２年以内に

本市に対して協議を申し出ることができるものとします。 

 

 

第９ その他留意事項 

⑴ 本公募設置等指針に修正・変更・追加等があった場合は、応募予定登録者全員に電子メ

ールにて送付します。 

⑵ 本市は、天災地変等により、事業対象地又は建物の全部又は一部を利用する必要が生じ

た場合など、やむを得ない事情のある場合は、本公募を凍結又は中止する場合があります。 

⑶ 本公募及びこれに関する事項につき、故意又は過失の如何を問わず、応募者（応募予定

者を含む。）が第三者に損害を生じさせても、本市は一切これを補償しません。 

⑷ 本公募設置等指針、覚書、協定及び各契約の各条項等の解釈について疑義が生じたとき

又は、これらに定めのない事項については、本市と公募設置等予定者が協議の上、定める

ものとします。 

⑸ 本公募に関する訴訟については、事業対象地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的

管轄裁判所とします。 

⑹ 応募申込書及びプレゼンテーションにあたっての使用言語は全て日本語、使用単位は計

量法に規定する計量単位、使用通貨は日本円とします。また、日時については、特に断り

のない限り、日本標準時とします。 

① 「年」と記載のあるものは暦年を指し、「年度」とあるのは地方自治法第 208 条に規定

する会計年度とします。 

② １か月を単位として記載した期間については、暦に従って計算します。 

③ 文章中に法律に関する記載がある場合、日本の国内法を指します。 

④ 消費税は 10％で積算してください。 

⑺ 誤字、脱字、誤植、その他の原因により、本公募設置等指針の各項目間あるいは本公募

設置等指針と質問への回答との間で矛盾を生じている場合、又は誤解を生じやすいと認め

られる場合は、速やかに本市へ届けてください。 

⑻ 特に断りのない限り、法律行為は到達主義を採用します。また、届出のあった住所地へ

の到達をもって、到達があったものとし、企業連合体の場合は、代表構成員への到達をも
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って、企業連合体全員への到達があったものとみなします。 

⑼ 応募申込者は、本公募設置等指針に記載された事項について熟知しておいてください。

なお、位置図、現況平面図等の図面は参考資料としてご利用ください。また、土地の利用

制限等諸規制については、あらかじめ各自で関係機関にご確認ください。 

⑽ 位置図、現況平面図等の図面が現況と異なる場合は、現況が優先します。 

⑾ 既存建物を取得して活用する場合は、本市は建物を現状有姿のまま引き渡します。 

⑿ 事業者を義務者として課される公租公課は、事業者の負担となります。内容については、

関係機関にご確認ください。 

⒀ その他契約に要する費用は、事業者の負担となります。 

⒁ 事業者は、その責任において、地域の住民等へ計画案について十分に説明する機会を設

けてください。 

⒂ 事業の実施において必要な財源を確保してください。また、事業の安定した運営が見込

まれることが必要です。事業の収支見込、建設時借入金の償還財源などを適切に見込んで

ください。 

※ 公募設置等計画については、原材料価格の高騰、人件費の上昇及び増税などを十分考

慮した上で作成してください。 

⒃ 公募設置等計画の内容は、都市公園法、神戸市都市公園条例、神戸市屋外広告物条例、

建築基準法、消防法、都市計画法及びその他各種関係法令等を遵守してください。 

⒄ 本公募設置等指針において表記している設置許可使用料、占用許可使用料は、令和４年

度において示す額であり、条例改正等により金額が変更となる場合があります。 

⒅ 提出された資料、データは理由にかかわらず一切返却しません。 

⒆ 提出書類に含まれる著作物の著作権は応募申込者に帰属するものとします。ただし、提

出内容を公表する場合及びその他本市が必要と認める場合には、本市は提出書類の全部又

は一部を無償で使用できるものとします。契約に至らなかった応募申込者の提出書類は、 

原則として非公開とします。 

⒇ 提出書類内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの日本国の法令に基

づいて保護される第三者の権利となっている工事材料、施工方法、維持管理方法などを使

用したことに起因する責任は、提出した応募申込者が負うものとします。 
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第１０ 建物譲渡契約書（案） 

 
 
 

 
建物譲渡契約書（案） 

 

売主神戸市（以下「甲」という。）と買主○○○○○（以下「乙」という。）とは、須磨一ノ谷プ

ラザ（須磨浦公園東エリア）にぎわい拠点施設設置・運営事業の事業対象地の建物譲渡について、

次の条項により契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲と乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

（譲渡物件及び譲渡代金） 

第２条 甲は、その所有にかかる末記目録の建物（以下「本件建物」という。）を、現状有姿のま

ま乙に売り渡し、乙は、これを譲り受けるものとする。 

２ 本件建物の譲渡代金（以下「譲渡代金」という。）は、金４，４００，０００円（うち消費税

及び地方消費税相当額金４００，０００円）とする。 

 

（建物利用計画及び事業実施の義務） 

第３条 乙は、本件建物を令和〇年○月○日付甲に提出した須磨一ノ谷プラザ（須磨浦公園東エ

リア）にぎわい拠点施設設置・運営事業の公募設置等計画に基づく用途に使用しなければなら

ない。 

２ 乙は、須磨一ノ谷プラザ（須磨浦公園東エリア）にぎわい拠点施設設置・運営事業公募設置

等指針に基づき、甲の承認を受けた認定公募設置等計画（以下「計画」という。）の内容を順守

した建物利用を行わなければならない。 

３ 乙は、やむを得ない事由により、「計画」に基づく建物利用（以下「指定用途」という。）を変

更しようとするときは、あらかじめ甲と協議し、甲の書面による承認を得なければならない。 

 

（契約保証金） 

第４条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金４４０，０００円を甲に納入しなけれ

ばならない。 

２ 前項の契約保証金には、利息は付さない。 

 

（譲渡代金の納入） 

第５条 乙は、第２条第２項に定める譲渡代金と前条第１項に定める契約保証金との差額を、令

和○年○月○日（以下「納入期限」という。）までに、甲の発行する納入通知書により、甲の指

定する金融機関に全額一括納入するものとする。 

２ 甲は、乙が前項に定める義務を履行したときは、契約保証金を譲渡代金に充当するものとす

本契約書（案）は、契約の概要を説明したものであり、

個別協議により内容を変更する場合があります。 
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る。 

 

（遅延利息等） 

第６条 乙は、譲渡代金を納入期限までに納入できないときは、あらかじめ甲に届け出て、その

承認を得なければならない。 

２ 乙は、譲渡代金その他甲に納入しなければならない金銭を納入期限までに納入しない場合は、

納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該未払金額に対する年14.6％の利率で計算

した遅延利息を、甲の発行する納入通知書により、甲の指定する金融機関に納入しなければな

らない。 

 

（所有権の移転及び移転登記） 

第７条 本件建物の所有権は、乙が譲渡代金及び前条第２項に規定する遅延利息（以下「譲渡代

金等」という。）を完納したときに、甲から乙に移転するものとする。 

２ 甲は、乙が譲渡代金等を完納し、登記に必要な書類を甲に提出した後に、乙からの請求に基

づき所轄法務局に対し本件建物の所有権移転登記を嘱託するものとする。 

３ 甲が前項の規定により行う本件建物にかかる所有権移転登記手続に要する費用については、

乙が負担するものとする。 

 

（建物の引渡し） 

第８条 甲は、前条第１項の所有権移転の後、甲の作成する建物引渡書により本件建物を引き渡

すものとする。 

 

（危険負担等） 

第９条 乙は、第７条第 1 項の所有権移転の後、前条の建物の引渡しのときまでにおいて、天災

地変等、甲の責めにも帰することのできない事由により、本件建物の全部若しくは一部が滅失

又は毀損した場合でも、乙は甲に対して譲渡代金の減額又は免除を請求することができないも

のとする。 

 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第10条 乙は、甲の書面による承認がなければ、本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、若

しくは質権を設定し、又は担保に供してはならない。 

 

（瑕疵担保責任） 

第11条 乙は、本件建物に隠れた瑕疵があることを発見しても、甲に対して譲渡代金の減額若し

くは、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、当該瑕疵が甲の行為に

よって生じたものである場合に限り、乙は、譲渡代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約

の解除について、引渡しの日から２年以内に甲に対して協議を申し出ることができるものとし、

甲は協議に応じるものとする。 

（公序良俗に反する使用の禁止） 

第12条 乙は、この建物を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
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号）第２条第２号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のため

に利用する等公序良俗に反する用に使用してはならない。 

２ 乙は、この建物の所有権を第三者に移転する場合及び権利を設定する場合には、前項の使用

の禁止を書面によって承継させるものとし、当該第三者に対して前項の定めに反する使用をさ

せてはならない。また、当該義務を厳守することを内容とする覚書を甲との間で締結すること

を義務付けなければならない。 

３ 乙は、前項の第三者がこの建物の所有権を移転する場合にも同様に前２項の内容を転得者に

承継することを書面で義務づけなければならない。 

４ 乙は、この建物を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して本条第１項の定めに反

する使用をさせてはならない。この場合において、乙は、第１項の使用の禁止をまぬがれるも

のではない。 

５ 乙は、前項の第三者が新たな第三者にこの建物を使用させる場合も同様に、本条第１項及び

第４項の内容を遵守させなければならない。 

 

（風俗営業等の禁止） 

第13条 乙は、この建物を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第

1 2 2号）第２条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業、同条第１

１項に定める特定遊興飲食店営業の用に使用してはならない。 

２ 乙は、この建物の所有権を第三者に移転する場合及び権利を設定する場合には、前項の使用

の禁止を書面によって承継させるものとし、当該第三者に対して前項の定めに反する使用をさ

せてはならない。また、当該義務を厳守することを内容とする覚書を甲との間で締結すること

を義務付けなければならない。 

３ 乙は、この建物を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して本条第１項の定めに反

する使用をさせてはならない。この場合において、乙は、第１項の使用の禁止をまぬがれるも

のではない。 

 

（実地調査等） 

第14条 甲は、前２条に定める内容に関し、必要があると認めるときは、乙に対し、質問し、立

入検査を行い、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提

出を求めることができる。 

２ 乙は、甲から要求があるときは、前２条に定める内容に関し、その事実を証する書類その他

の資料を添えて本件建物の利用状況等を直ちに甲に報告しなければならない。 

３ 乙は、正当な理由なく前２項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資

料の提出を怠ってはならない。 

 

（違約金） 

第15条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ次の各号に定める金額（ただし、

１円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。）を違約金として甲に支払わな

ければならない。 

 ⑴ 第12条又は第13条に定める義務に違反したときは、第２条第２項に定める譲渡代金の1 0 0
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分の30に相当する金額 

 ⑵ 第３条及び前条に定める義務に違反したときは、第２条第２項に定める譲渡代金の1 0 0分

の10に相当する金額 

２ 前項の違約金は、違約罰であり、第17条第３号及び第18条第５項第４号に定める損害賠償

の額の予定又はその一部とは解釈しない。 

 

（買戻特約及び特約登記） 

第16条 甲は、乙又はこの建物の転得者が次の各号の一に該当する場合には、本件建物の買戻し

をすることができるものとする。この場合において乙又は第三者に損害が生じても甲はその責

めを負わない。 

⑴ 第３条の規定に違反したとき。 

⑵ 第10条の規定に違反したとき。 

⑶ 第12条の規定に違反したとき。 

⑷ 第13条の規定に違反したとき。 

⑸ 第14条の規定に違反したとき。 

  ⑹ この建物の引渡し後に解散したとき。 

  ⑺ 契約に関して甲に提出した書類に虚偽の記載があったとき。 

  ⑻ 仮差押、仮処分、強制執行、競売を受け、または破産、清算、会社更生、民事再生の申し立

てをなし、若しくは受けたとき。 

 ⑼ 前各号のほか、本契約に違反したとき。 

２ 前項に定める買戻しの期間は、本契約締結の日から10年間とする。 

３ 甲は、前２項の規定に基づく買戻しの特約登記をすることができるものとする。この場合に

おいて、甲が請求したときは、乙は特約登記に必要な書類を第７条第２項の書類とともに甲に

提出しなければならない。 

 

（買戻権の行使） 

第17条 甲が、前条の規定に基づく買戻権を行使するときは、次の各号によるものとする。 

⑴ 本件建物の譲渡に伴い乙が支払った譲渡代金（本件建物の一部について買戻権を行使する 
場合にあっては、買戻し対象地の面積が本件建物の総面積に占める割合を譲渡代金に乗じた

額）は、乙が第 19 条に定める義務を履行した後、利息を付さないで返還するものとする。 
⑵ 乙が負担した契約費用、本件建物に支出した必要費、有益費及びその他一切の費用並びに

乙が支払った第６条第２項の規定による遅延利息及び第15条第１項の規定による違約金は、

償還又は返還しないものとする。 

⑶ 甲に損害があれば、甲は、乙にその賠償を請求することができる。 

⑷ 乙に損害があっても、乙は、甲にその賠償を請求することができない。 

 

（甲の解除権） 

第18条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。

この場合において、乙又は第三者に損害を生じても、甲はその責めを負わない。 

２ 前項の規定に基づき、甲が本契約を解除した場合は、甲が止むを得ない理由があると認める
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場合のほか乙は違約金として譲渡代金の 100 分の 10 に相当する額を甲に支払うものとする。こ

の場合において、当該違約金は違約罰であって損害賠償額の予定又はその一部とはしないもの

とする。 

３ 甲は、前項に規定する違約金を乙の既納譲渡代金等から差し引いて徴収のうえ、その残金を

第19条に規定する原状回復がされたのち、乙に返還するものとする。 

４ 前項の規定による返還金に対しては、利息を付さない。 

５ 第１項の規定により、甲が本契約を解除した場合は、次の各号によるものとする。 

⑴ 乙が第５条第１項に定める義務を履行していないときは、契約保証金は甲に帰属し、返還

しない。 

⑵ 乙が第５条第１項に定める義務を既に履行しているときは、甲は、乙が次条に定める義務

を履行した後、既納の譲渡代金から契約保証金相当額を差し引いたうえで残額を利息を付さ

ないで乙に返還するものとする。ただし、この場合における契約保証金相当額は、第15条第

１項の規定による違約金の一部又は本項第４号に定める損害賠償の額の予定若しくはその一

部とは解釈しない。 

⑶ 乙が負担した契約費用及び本件建物に支出した必要費、有益費その他一切の費用並びに乙

が支払った第６条第２項の規定による遅延利息及び第15条第１項の規定による違約金は、償

還又は返還しないものとする。 

⑷ 甲に損害があれば、甲は、乙にその賠償を請求することができる。 

⑸ 乙に損害があっても、乙は、甲にその賠償を請求することができない。 

 

（原状回復の義務） 

第19条 甲が第16条に規定する買戻権又は前条に規定する解除権を行使したときは、乙は、自己

の費用と責任において、本件建物を原状に回復し、甲の指定する期日までに返還しなければな

らない。ただし、甲が原状に復することを必要としないと認めるときは、この限りではない。 

２ 乙は、前項の規定による債務を履行するにあたり、本件建物に自らが投下した有益費、必要

費等の償還を甲に請求することができない。 

３ 乙は、第１項の規定による債務を履行するにあたり、本件建物にかかる所有権、質権、使用

貸借による権利、又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利並びに抵当権その他の担

保物権等については、乙が抹消し、又は解消するものとする。 

４ 乙が第１項の規定による債務を履行しない場合は、甲は乙に代わって本件建物を原状に回復

することができる。この場合において、乙は甲が負担した費用を甲に支払わなければならない。 

 

（損害賠償） 

第20条 乙は、本契約に定める義務を履行しなかったために甲に損害を与えた場合は、その損害

に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

（相殺等） 

第21条 甲が第16条に規定する買戻権又は第18条に規定する解除権を行使した場合について、以

下のとおり定める。 

 ⑴ 乙が甲に対して有する譲渡代金返還請求権は譲渡できない。 

⑵ 甲が乙に対して有する違約金請求権は譲渡できない。 
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⑶ 乙が甲に対して有する売買代金返還請求権と甲が乙に対して有する違約金請求権は、甲の

買戻権又は解除権の行使により当然に相殺されるものとする。 

⑷ 甲は、乙が第17条第３号又は第18条第５項第４号に規定する損害賠償金を甲に支払うべき

義務があるときは、返還する譲渡代金と相殺することができる。 

 

（公租公課） 

第22条 本件建物に対して賦課される公租公課で、乙を義務者として課されるものについては、

本件建物の所有権移転後は乙の負担とする。 

 

（費用負担） 

第23条 本契約の締結に要する費用は乙の負担とする。 

 

（相隣関係等） 

第24条 乙は、建物引渡し以後においては、十分な注意をもって本件建物を管理し、近隣住民そ

の他第三者との紛争が生じないよう留意するものとする。 

 

（乙の協力義務） 

第25条 乙は、甲が契約の履行に関して、必要な調査、説明若しくは資料の提出を求めた場合は、

これに協力しなければならない。 

 

（暴力団等に対する除外措置） 

第26条 乙は、本契約締結にあたり乙が提出した申込書の記載に反し、乙が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

は役員また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）に該当しないことを確認する。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙が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、その他暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であ

ることが判明した場合には、甲は乙に対して違約金の請求、第17条の買戻権の行使及び第18条

の規定に基づく契約の解除を行うことができる。 

３ 前項の違約金は、第２条第２項に定める譲渡代金の1 0 0分の10に相当する金額とし、第15条

第２項の規定を準用する。 

４ 第１項の買戻権の行使にあたっては、第16条第１項及び第２項並びに第17条の規定を、契約

の解除にあたっては、第18条の規定をそれぞれ準用する。 

 

（管轄裁判所） 

第27条 本契約から生じる一切の法律上の争訟については、本件建物の所在地を管轄する裁判所

をもって第１審の専属的管轄裁判所とする。 

 



42 
 

（疑義の解決） 

第28条 本契約について疑義が生じた場合、又は本契約に規定のない事項の処理については、甲

乙協議して定めるものとする。 

 

 

本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その

１通を保有する。 

 

 令和○年○月○日 

 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

甲   神 戸 市 

代表者 神戸市長 久元 喜造   ㊞ 

 

 

 

乙   

    ㊞ 

 

記 

 

（目 録） 

 

上記の範囲は、別紙添付建物図面のとおり。 

 

所在及び地番 家屋番号 種類 構造 床面積 

須磨区一ノ谷町５丁目

８番地２９ 

８番２９ 会館 鉄筋コンクリート

造陸屋根地下１階

付２階建 

１階 441.55 ㎡ 

２階 378.75 ㎡ 

地下１階 147.50 ㎡ 
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別紙添付建物図面 
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第１１ 各種図面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現況平面図は、ホームページ上に掲載しております。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a59688/business/koubo08.html 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a59688/business/koubo08.html
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求積図は、ホームページ上に掲載しております。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a59688/business/koubo08.html 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a59688/business/koubo08.html
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下水道任意図は、ホームページ上に掲載しております。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a59688/business/koubo08.html 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a59688/business/koubo08.html

