
 

 

 

 

 

 

横浜マリンタワーの次期運営等事業者が決定しました！ 
 

 

横浜マリンタワー次期運営等事業者について公募及び選考を行い、昨年 10 月に優先交渉権者

を決定しました。 

この度、優先交渉権者と基本協定を締結し、当該事業者を次期運営等事業者に決定しましたの

で、お知らせします。 

 

 

１ 次期運営等事業者 
リストプロパティーズ株式会社（代表事業者） 

株式会社ゼットン 

協力会社：株式会社ティケイスクエア、横浜エフエム放送株式会社 

 
２ 次期運営等事業者決定の経過 

 平成 29 年 10 月５日  横浜マリンタワー運営等事業者選定委員会条例施行 

 平成 30 年４月 23 日  次期運営事業者に係る公募開始 

 平成 30 年７月～９月  横浜マリンタワー運営等事業者選定委員会による選考 

 平成 30 年 10 月 15 日  「リストプロパティーズ株式会社」を代表事業者と 

するグループが優先交渉権者に決定 

 平成 30 年 10 月 16 日 

 ～平成 31 年１月９日 市と優先交渉権者による基本協定締結協議（全５回） 

 平成 31 年３月 20 日   基本協定締結 

 
３ 基本協定の内容 

基本協定書では、次期運営事業者と横浜市との間で定期建物賃貸借契約を締結することに向

けて、両者の義務などを定めています。 
 
【資料】横浜マリンタワー定期建物賃貸借契約の締結に係る基本協定書 
 
 

 

お問い合わせ先 

文化観光局観光ＭＩＣＥ振興部観光振興課集客推進担当課長 鳥丸 雅司 TEL045-671-4232 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

平成 31 年３月 28 日 

文化観光局観光振興課 
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横浜マリンタワー定期建物賃貸借契約の締結に係る基本協定書 

 

横浜市（以下「甲」という。）と代表企業であるリスト

プロパティーズ株式会社及びその他の構成員である株式

会社ゼットン（以下二社を併せて「乙」という。）は、横

浜マリンタワーの運営及び維持管理（以下「本件運営

等」という。）を行うため、「横浜マリンタワー定期建物

賃貸借契約」（以下「定期建物賃貸借契約」という。）の

締結にあたり、次のとおり、基本協定（以下「本協定」

という。）を締結する。 

なお、本協定において別段の定義なく使用された用語

は、文脈上別異に解すべき場合を除き、横浜マリンタワ

ー運営等事業者の公募及び選定に関する事業（以下「本

事業」という。）に関する募集要項、その付属資料及び質

問回答書において定義された意味を有する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、本事業にあたり甲が実施した公募型

プロポーザル方式により、乙が優先交渉権者として決

定されたことを確認し、本件運営等に関する定期建物

賃貸借契約を甲と乙との間で締結することに向けて、

甲及び乙の義務を定めるとともに、その他本件運営等

の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的

とする。 

 

（当事者の義務） 

第２条 乙は、募集要項に定める各事項を遵守し、乙の

提案内容（本協定締結日までに提案内容の説明又は補

足として甲に提出した一切の書類を含む。以下「本件

提案」という。）に則して、本件運営等を誠実に実施し

なければならない。 

２ 乙は、甲の書面による事前の承諾なしに、本件提案

の内容を変更することはできない。変更を行う場合

は、本件提案の基本理念が実現されることを前提とし

て、変更に係る協議を行うものとする。 

３ 甲及び乙は、定期建物賃貸借契約の締結に向けて、

それぞれ誠実に対応するものとする。 

４ 定期建物賃貸借契約の締結のための協議において、

乙は、本協定締結までに示された本事業にかかる「横

浜マリンタワー運営等事業者選定委員会」の意見及び

甲の要望事項を検討するものとする。 

 

（定期建物賃貸借契約の締結） 

第３条 甲及び乙は、本協定締結後、乙による内部造作

工事等の工事の開始日までに、定期建物賃貸借契約を

締結するものとする。 

 

（準備行為） 

第４条 乙は、定期建物賃貸借契約の締結前にも、自己

の費用と責任において本件運営等の実施に関し必要な

準備行為をすることができ、甲は、必要かつ可能な範

囲で、乙に協力するものとする。 

 

（定期建物賃貸借契約期間における義務及び事業評価） 

第５条 甲は、乙が今後締結する定期建物賃貸借契約の

目的に沿った活動をしているかを確認するために、定

期的または必要と認めるときに調査することができ

る。この場合、乙はこれに協力しなければならない。 

２ 乙は、甲に対して毎年度活動状況等の報告を行わな

ければならない。 

３ 甲は、乙が今後締結する定期建物賃貸借契約に基づ

き行う事業について定期的に事業評価を行い、必要な

助言及び提言を行うことができる。その場合、乙は甲

が行う事業評価に必要な調査等に対して協力しなけれ

ばならない。 

４ 乙は、前項に基づく助言及び提言について、実施に

向けた検討を行った上で、本件運営等を実施するもの

とする。 

 

（定期建物賃貸借契約不締結の場合の処理） 

第６条 甲と乙との間で定期建物賃貸借契約の締結に至

らなかった場合、甲及び乙が本件運営等の準備に関し

て既に支出した費用は各自の負担とし、甲及び乙は、

相互に債権債務関係の生じないことを確認するものと

する。 

２ 前項の定めにかかわらず、第７条の適用により定期

建物賃貸借契約が不締結となった場合、その他乙の責

めに帰すべき事由により定期建物賃貸借契約が不締結
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となった場合には、甲は、金 27,361,458 円を上限とす

る違約金を乙に請求できるものとし、乙は、甲の請求

があり次第、当該請求において定められた金額を甲に

支払うものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠

償額の予定ではなく、これにより甲が被った損害のう

ち、当該違約金により回復されないものがあるとき

は、その部分について乙に対する損害賠償の請求を行

うことを妨げないものとする。 

３ 第１項の定めにかかわらず、甲の責めに帰すべき事

由により定期建物賃貸借契約の締結に至らなかった場

合で、乙が甲に損害の賠償を請求できるときは、かか

る損害賠償請求権は第１項が適用されず、乙の甲に対

する損害賠償の請求は妨げられないものとする。 

４ 第２項の定めにかかわらず、平成 32 年２月末日ま

でに乙が甲に対して書面にて定期建物賃貸借契約を締

結しない旨を申し出た場合は、甲は乙に対して違約金

及び損害賠償金を請求しないものとする。 

 

（定期建物賃貸借契約の不締結） 

第７条 第６条の定めにかかわらず、定期建物賃貸借契

約が成立するまでに、乙又は乙の構成員が本事業の参

加資格要件を欠くに至った場合、又は定期建物賃貸借

契約が成立するまでに、本事業の応募手続について次

の各号のいずれかに該当した場合には、甲は、原則と

して定期建物賃貸借契約を締結しない。 

(1) 乙又は乙を構成事業者とする私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54

号。以下「独占禁止法」という。）第２条第２項の

事業者団体（以下「乙等」という。）が、本事業の

応募手続について同法第３条又は第８条第１号の規

定に違反したとして、同法第７条又は第８条の２の

規定に基づく排除措置命令（以下「排除措置命令」

という。）が確定したとき。 

(2) 本事業の応募手続について、乙等に、独占禁止法

第７条の２第１項（同法第８条の３において、準用

する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命

令（以下「納付命令」という。）が確定したとき

（確定した当該納付命令が同法第 63 条第２項の規

定により取り消されたときを含む。以下同じ。）。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、確定した排除措置命

令又は納付命令により、乙等に、本事業の応募手続

について独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定

に違反する行為があったとされたとき。 

(4) 確定した排除措置命令又は納付命令により、乙等

に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反

する行為があったとされた期間及び当該行為の対象

となった取引分野に該当するものであるとき。 

(5) 乙又は乙の構成員が、自ら又はその役員若しくは

使用人その他の従業者について、刑法（明治 40 年

法律第 45 号）第 96 条の６又は独占禁止法第 89 条

第１項若しくは第 95 条第１項第１号に規定する刑

が確定したとき。 

 

（協定の解除） 

第８条 甲または乙が本協定の規定に違反した場合は、相

手方当事者は本協定を解除することができる。 

２ 前項の場合において、解除した当事者が被った損害が

あるときは、相手方当事者はその損害を賠償しなければ

ならない。 

 

（有効期間） 

第９条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日か

ら、定期建物賃貸借契約において規定された契約期間

が終了する日又は本協定が解除された日までとする。 

２ 前項の定めにかかわらず、定期建物賃貸借契約が締

結に至らないことについて甲及び乙が合意した場合、

本協定は終了するものとする。 

３ 第１項の定めにかかわらず、定期建物賃貸借契約が

解除されたときは、定期建物賃貸借契約の解除を甲が

乙に通知した日をもって、本協定は終了するものとす

る。 

４ 本協定の終了後も、第 10 条及び第 13 条の定めは有

効とし、甲及び乙を拘束し続けるものとする。 

 

（秘密保持） 

第 10 条 甲と乙は、本協定に関する事項につき知り得

た情報について、相手方の事前の書面による承諾を得

ることなく第三者に開示しないこと及び本協定の履行

の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、

次の各号に定める場合はこの限りではない。 
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(1) 本協定締結前に、既に自ら保有していた場合 

(2) 公知であった場合 

(3) 本協定に関して知った後、自らの責めによらない

で公知になった場合 

(4) 本協定に関して知った後、正当な権利を有する第

三者から何らの秘密保持義務を課せられることなし

に取得した場合 

(5) 裁判所により開示が命じられた場合 

(6) 乙が本件運営等に関する資金調達を図るために合

理的に必要なものとして開示する場合 

(7) 甲が、甲の議会に開示する場合 

(8) 甲又は乙がそれぞれの弁護士等のアドバイザーに

守秘義務を課して開示する場合 

(9) 甲が、甲の保有する情報の公開に関する条例（平

成 12 年２月横浜市条例第１号）に基づき開示する

場合 

(10) その他、甲又は乙が法令に基づき開示する場合 

２ 前項の定めにかかわらず、乙は乙の構成員の親会社

（会社法（平成 17 年法律第 86 号）で定義される親会社

をいう。以下同じ。）に対し、必要な範囲で秘密情報を

開示することができるものとする。但し、この場合、乙

は開示を受ける親会社に対し、本協定で自己が負ってい

る守秘義務と同様の義務を課さねばならない。甲が書面

により承諾した特定の第三者についても同様とする。 

 

（実施主体の承継） 

第 11 条 乙は、甲に対して承継の相手方の情報、承継期

日、承継理由及び承継内容等の必要事項を記載した書

面を提出したうえで甲の承諾を得た場合は、乙以外の

法人に本件運営等の実施主体たる地位を承継させるこ

とができる。なお、当該承継が行われた場合は本協定

についても承継されるものとし、本協定の修正又は協

定の再締結を要しないものとする。 

 

（協議） 

第 12 条 本協定に定めのない事項について定める必要

が生じた場合、又は本協定の解釈に関し疑義が生じた

場合は、必要に応じて甲及び乙が協議の上、これを定

めるものとする。 

 

（準拠法及び裁判管轄） 

第 13 条 本協定は、日本国の法令及び市の定める条例

に従って解釈されるものとし、本協定に関する一切の

紛争は、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とする。 

 

 

以上を証するため、本書を３通作成し、甲及び乙の構

成員がそれぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成 31 年３月 20 日 

（甲）横浜市 

所在地 横浜市中区港町１丁目１番地 

横浜市長 林 文子              

 

（乙） 

（代表企業）リストプロパティーズ株式会社 

所在地 横浜市中区尾上町３丁目 35 番地 

代表取締役 北見 尚之          

 

（構成員）株式会社ゼットン 

所在地 愛知県名古屋市中区栄３-12-23 

代表取締役社長 鈴木 伸典        
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