教育文化センター跡地活用事業
募集要項

平成 29 年 10 月

横浜市都市整備局
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公募売却の主旨

横浜市（以下「本市」という。
）は、教育文化センター跡地について、早期の安全確保と賑わい
創出を図るため、公募売却を通じて、民間活力により既存建物を解体し、跡地活用を行います。
公募土地は、平成 24 年度に閉鎖した教育文化センター跡地であり、教育文化センター跡地を含
む関内駅周辺地区については、平成 32 年６月の市庁舎移転を契機に新しいまちづくりを進めるた
め、地元・市民・企業・専門家など多くの方々からの知見をいただくとともに、市民意見募集や
サウンディング調査、横浜市現市庁舎街区等活用事業審査委員会での検討を行ってきました。そ
れらを踏まえ、平成 29 年３月には、現市庁舎街区、港町民間街区及び教育文化センター跡地につ
いて、関内駅周辺地区の一体的なまちづくりの推進に向けて、事業の目的や考え方を定めた「横
浜市現市庁舎街区等活用事業実施方針」
（以下「実施方針」という。）を定めました。その中で、
土地活用の目的については、以下のとおり定めています。
① 「国際的な産学連携」
「観光・集客」をテーマに地区の賑わいと活性化の核づくりを行います。
② 関内駅前の交通結節点機能を強化することで、都心臨海部各地区の連携と回遊性を高めます。
③ 横浜らしい街並み景観を誘導します。
本市としては、今回の公募により、実施方針に沿った土地の活用が行われ、産学連携による起
業促進やその効果の波及による業務機能の再生、ここに来たくなる新たな魅力の創出や周辺の商
店街等と連携した観光・集客の拠点形成などにより、関内駅周辺地区の賑わいの創出が図られる
ことを目指していますので、民間事業者の皆様においては積極的な検討をお願いします。
なお、事業の実施にあたっては、事業内容を重視する公募型プロポーザル方式により広く事業
者を募ります。

２

公募土地の表示

所在
横浜市中区万代町 1 丁目 1 番１ほか
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公簿地目

地積（実測）

宅地

2,647.78 ㎡

３

事業提案の内容

（１）募集用途
都市計画法、建築基準法等の関係法令を遵守し、大通り公園周辺地区街づくり協議指針に基
づき建設することができる建築物で、「国際的な産学連携」「観光・集客」に寄与し、賑わいの
創出に資する建築物
（２）提案に関する条件（必須事項）
① 「国際的な産学連携」
「観光・集客」のいずれか又は両方に寄与する要素の提案を求めます。
② 低層の賑わいを誘導するため、３階以下を非住居とします。
（ただし、地域の活性化に特に
有効な賑わい施設を有する計画の場合、３階を住宅とすることを可能とし、２階以下を非
住居とします。
）
（３）提案事項
① 事業コンセプト
関内・関外地区が目指すまちづくりの方向性（＜資料４＞関内駅周辺地区エリアコンセプト
ブックなどを参照）を踏まえ、関内・関外地区を始めとした横浜都心臨海部の活性化に貢献す
る事業コンセプトを提案してください。
② 建物用途
「国際的な産学連携」
「観光・集客」のいずれか又は両方に寄与する要素を含む建物用途とし
てください。「国際的な産学連携」
「観光・集客」に寄与する要素については、多くの市民に対
して利用しやすくするなど、周辺地域の活性化に資する地域貢献となる提案も評価します。
また、今後、事業者が決定する現市庁舎街区とは、「国際的な産学連携」「観光・集客」とい
う機能面においても連携していくことが求められていますので、連携のあり方についても提案
してください。
③ 施設計画
地域の特性を活かした横浜らしい街並み景観形成に貢献する提案としてください。
関内・関外地区のゲートウェイとして、人の流れを誘導し地域の活発な動きを誘発する役割
を担えるデザインとし、魅力的な空間・景観を形成するため、地域に開かれた空間や、緑豊か
な空間を創出してください。
④ 周辺地域への波及に向けた取組
周辺地域の賑わいを創出するアクティビティの実施計画や、周辺地域への回遊性を高める取
組、また、防災・減災に資する取組を提案してください。具体性を持った提案にするとともに、
一過性のものではなく、継続的に周辺地域に賑わいが創出できるよう、財源の確保や体制の維
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持にも配慮した提案としてください。
アクティビティの実施計画・周辺地域への回遊性を高める取組については、敷地内での取組
だけではなく、公園などの敷地周辺と連携した面的な展開についても提案してください。
その際、許認可等が必要な提案は、別途、施設管理者との協議が必要となりますが、特に大
通り公園の活用については、教育文化センター跡地事業者の役割が大きく、積極的かつ自由な
発想の提案を求めます。
防災・減災に資する取組については、横浜市地震被害想定において、中区では多くの帰宅困
難者の発生が想定されていることから、
「横浜市防災計画」等を踏まえ、帰宅困難者一時滞在施
設としての施設の提供協力や、
「一斉帰宅抑制の基本方針」への賛同など、大規模災害発生時の
防災・減災に資する取組を提案してください。
⑤ 事業計画
財務の健全性・事業実施体制については、具体性及び実現性の高い計画としてください。
教育文化センター跡地の既存建物は、耐震性に課題がありますので、早期に安全が確保できる
スケジュールを提案してください。また、設計・施工・管理運営業務などにおいて、市内事業
者（横浜市内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。）を積極的に活用してください。
（４）考慮が必要な事項
① 関連計画
提案にあたっては、次の関連計画等を参考にしてください。
・横浜市景観計画（平成 20 年４月）
・関内・関外地区活性化推進計画（平成 22 年 3 月）
・横浜市文化芸術創造都市施策の基本的な考え方（平成 24 年 12 月）
・横浜市都市計画マスタープラン（平成 25 年 3 月）
・新市庁舎整備基本計画（平成 26 年 3 月）
・横浜市都心臨海部再生マスタープラン（平成 27 年２月）
・横浜市山下ふ頭開発基本計画（平成 27 年９月）
・横浜市現市庁舎街区等活用事業実施方針（平成 29 年３月）
② 関内駅周辺地区エリアコンセプトブック
関内駅周辺地区については、＜資料４＞関内駅周辺地区エリアコンセプトブック（以下「エ
リアコンセプトブック」という。
）において、本事業を通じて、望ましいまちづくりを進める
ため、関内駅周辺地区の新たな方向性を示すとともに、教育文化センターの跡地活用に期待
するものとして、複数の望ましい活用イメージの例をお示ししています。これらの例は提案
の質を高めるための手がかりとして活用してください。ただし、例示に沿った提案でなくと
も、創意溢れる優れた提案については高く評価します。
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（５）禁止事項
以下の用途での事業は禁止します。
・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
規定する暴力団の事務所その他これらに類するものの用
・前記に定めるもののほか、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
・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 122 号）第２条第１項
に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用

４

スケジュール

事業スケジュールは以下のとおりとします。
募集要項の公表

平成 29 年 10 月 13 日

募集要項に関する説明会の開催

平成 29 年 10 月 20 日

現地見学会

平成 29 年 10 月 20 日

質問受付

平成 29 年 10 月 27 日～11 月 2 日

質問回答(予定)

平成 29 年 11 月 24 日

応募の受付

平成 30 年 1 月 4 日～15 日

応募者ヒアリング

平成 30 年 2 月頃

事業予定者の決定

平成 30 年 3 月頃

基本計画協定の締結（予定）

平成 30 年度初旬

土地売買契約の締結（予定）

平成 30 年度初旬
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５

公募売却価格
売却価格は、本市が示す土地評価額より、応募者の提案に基づく、既存建物の解体・撤去費に

かかる市負担額を除いた額とします。

売却価格 ＝ 土地評価額 2,887,404,090 円 － 解体・撤去費にかかる市負担額（提案価格）

（１） 土地評価額
公募土地の評価額は鑑定評価に基づき、以下のとおりとします。

土地評価額

2,887,404,090 円

1,090,500 円／㎡×2,647.78 ㎡

※ 更地での鑑定評価額となります。
（２） 解体・撤去費にかかる市負担額（提案価格）
解体・撤去費は、原則として、土地評価額からの減額という形で、市が負担することとな
ります。ただし、解体・撤去費の全部又は一部を事業者が負担することとし、残額を市の負
担額として提案することもできます。
なお、解体・撤去費にかかる市負担額の上限額を、以下のとおりとします。
解体・撤去費（上限額）

1,075,680,000 円

解体・撤去費の積算においては、解体計画に基づき、適正に算出してください。
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６

公募土地の計画条件等

公募土地の建築や開発に関する一般的な計画条件等は、次のとおりです。
（１）法令の遵守
都市計画法、建築基準法等の関係法令を遵守してください。公募土地の主な利用条件等は
以下の通りです。
用途地域

商業地域

防火・準防火地域

防火地域

建ぺい率

80％

容積率

800％

高度地区（最高限）
街づくり協議地区

第７種高度地区
大通り公園周辺地区街づくり協議指針

【参考】横浜市行政地図情報提供システム i-マッピー（まちづくり地図情報）
[ＵＲＬ] http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/index.asp?dtp=2
（２）既存建物の取扱い
本事業では、既存建物（地上部）の解体・撤去を売却の条件とします。既存建物（地下部）
については、後利用の計画に応じて、合理的な範囲で解体することができますが、構造上の
安全対策（市営地下鉄連絡通路の閉鎖を含む（閉鎖方法は市営地下鉄竣工図参照）
）は確実に
実施してください。
提案時に、解体計画や解体・撤去費の内訳を提出いただくとともに、基本計画書（10（１）
参照）にも解体計画を記載していただきます。また、解体・撤去工事の着工時にも、図面・
仕様書等を市に提出するものとします。
解体・撤去工事完了後は、速やかに市に報告することとし、市は、解体・撤去の確認を行
うこととします。基本計画に定めた解体計画から逸脱する内容であった場合は、契約により
義務付けられた事項を遵守していないと取り扱われる場合があります。
＜参考：既存建物の概要＞
規 模

RC 造／地上 11 階・地下 2 階・塔屋 2 階／
建築面積 2,225 ㎡／延べ床面積 21,025 ㎡／最高高さ 52ｍ

竣 工

昭和 49 年度（1974 年度）

閉 館

平成 24 年度末（建物の耐震性に課題があるため）

※ 既存建物の図面・構造計算書、市営地下鉄竣工図は、市ホームページに掲載しています。
[ＵＲＬ] http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/tosai/kannaiekisyuhen
/kyoubunsankoushiryou171013.html
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なお、以下の設備機器を除き、建物に附帯する設備機器等の撤去も、合わせて行ってくだ
さい。
＜横浜市交通局が撤去する設備機器＞
ネットワーク変圧器：２台（容量：500kVA 電圧：6.6kV）※地下２階に設置
（３）留意事項
① 近接協議等
施設近傍の地下に市営地下鉄が運行しているため、解体・新築工事に先立ち、横浜市交通
局との近接協議が必要となります。
また、同様に、施設近傍の地下に首都高速道路があるため、解体・新築工事の内容に応じ
て、首都高速道路株式会社との近接協議が必要となります。
これらの協議の結果、対策が必要となる場合は、事業者の責任及び費用負担となります。
なお、市営地下鉄へ通じる連絡通路の閉鎖（６（２）参照）に関しては、事業予定者選定
後に詳細な施工方法やスケジュール等についての調整・協議をお願いします。
また、解体工事に合わせ、横浜市交通局において、６（２）に掲げた設備機器の搬出及び
公募土地外の市営地下鉄連絡通路の安全対策・機器の搬出を行いますので、事業予定者選定
後にスケジュール等についての調整・協議をお願いします。
② 土壌汚染対策等
公募土地は、土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）及び横浜市生活環境の保全等に関
する条例（平成 14 年 12 月横浜市条例第 58 条）に規定する特定有害物質等の使用は確認され
ていません。
③ その他
その他、公募土地の利用等に当たって考慮が必要な事項については、必要に応じて、応募
者において調査をしてください。
特に、提案内容に許認可等を要するものを含む場合、その内容・スケジュール等、十分に
所管部署に相談を行うとともに、必要に応じて提案内容についての協議を行ってください。
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７

応募

（１）応募資格
応募者は次の各号に掲げる条件を全て備える法人とします。
また、複数の法人で構成されているグループ（以下「応募者グループ」という。
）で応募する
ことも可能です。グループにより応募する場合は、代表となる民間事業者（以下「代表者」と
いう。）を定めることとします。代表者は、提案書の提出や本市との連絡等、応募に係る一切
の手続きを行い、その全ての責任を負い、本市と公有財産売買契約を締結するものとします。
なお、代表者は、次の各号に掲げる条件を全て備える法人としますが、その他の構成員は②③
の条件を備える法人とします。
応募者グループの構成員が、他の応募者（代表者又は代表者以外の構成員である場合を含む。）
として重複参加することはできません。
① 施設の建設及び事業の運営等に必要な資力を備えており、公有財産売買契約を締結し、売
買代金等の支払いが可能であること。
② 本募集要項の内容を遵守し、自らの提案した事業を適切に行えること。
③ 事業の実施に必要な資力・信用力を有していること。
④ 応募者が事業予定者に決定された後に、新法人を設立して事業を実施する場合は、応募書
類の内容から、新法人が応募者と同等又は応募者に準ずるものであると判断できること。
（２）応募者の制限
次のいずれかに該当する場合は、応募資格を認めないこととします。
① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者（一般競争
入札の参加者の資格を有しない者）
② 横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けている者
③ 経営不振の状況（破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算
開始の申立て又は手形取引停止処分等がなされている状態をいう。）にある者
④ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第８条
第２項第１号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の構成員又は当
該構成員を含む団体
⑤ 横浜市暴力団排除条例（平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号）第２条第２号に規定する暴
力団、同条第４号に規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等又
は同条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者（法人その他
の団体にあっては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる
者をいう。
）が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。
）
⑥ 神奈川県暴力団排除条例（平成 22 年神奈川県条例第 75 号）第 23 条第１項又は第２項に
違反している事実がある者
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⑦ 国税及び地方税を滞納している者
⑧ 本事業に関するアドバイザリー業務等の関与者に資本面で関連のある者（当該企業の 100
分の 50 を超える株式を有する者又は当該企業にその出資総額の 100 分の 50 を超える出資
をしている者及び当該企業が 100 分の 50 を超える株式を有する者又は当該企業が出資総
額の 100 分の 50 を超える出資をしている者をいう。
）又は人事面で関連のある者（代表権
を有する役員が当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。）
※本事業に係るアドバイザリー業務等の関与者
・みずほ総合研究所株式会社（東京都千代田区）
・株式会社山下ピー・エム・コンサルタンツ（東京都中央区）
・一般財団法人日本不動産研究所 横浜支所（神奈川県横浜市西区）
・コトラボ合同会社（神奈川県横浜市中区）
・西村あさひ法律事務所（東京都千代田区）
（３）応募資格の確認基準日
応募資格の確認は、応募に必要な書類一式（（４）②）の提出時点とします。応募受付から公
有財産売買契約の締結までの間に「
（１）応募資格」「
（２）応募者の制限」に抵触した場合は、
原則として失格とします。ただし、応募者が応募者グループの場合で、代表者以外の構成員が
本制限に抵触したときに、応募者グループから当該構成員を除外した残りの構成員が、全ての
資格を満たし、本市が指定する期間内に本市の承諾を受けた場合には、この限りではありませ
ん。
（４）応募の受付
① 応募の受付
応募者は募集要項に定める諸条件を遵守のうえ、応募に必要な書類一式を作成し、提出して
ください。
受付期間

平成 30 年 1 月 4 日から 15 日（受付は平日のみ。
）

受付時間

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。
）

受付場所

横浜市 都市整備局 都心再生課
[住所] 横浜市中区港町１丁目１番地 横浜市役所本庁舎６階
[電話] 045-671-3962
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② 応募に必要な書類
応募者は、次の書類について、正１部、副 19 部を提出してください。
（様式２～６は、＜資
料２＞「教育文化センター跡地活用事業様式集」に基づき作成してください。
様式２－１
添付書類

応募申請書
応募申請書別紙：役員等氏名一覧表
定款(写)
印鑑証明書（募集要項公表日以後に交付されたもの。応募グループで応募する
場合は、代表法人のみで可。）
納税証明書（募集要項公表以後に交付されたもの。
）
① 法人税、消費税及び地方消費税
・納税証明書「その 1」
（直近２年間分の納付すべき税額、納付済額及び未納
税額）
・納税証明書「その３」又は「その３の３」
（未納の税額がないことの証明）
② 法人市民税
・納税証明書（直近２年間分の納付すべき税額、納付済額及び未納税額）
法人登記簿謄本（募集要項公表日以後に交付されたもの）
決算関係書類（貸借対照表、損益計算書等、直近３期分）
有価証券報告書（提出している法人のみ、直近３期分）

様式２－２

応募者概要

様式２－３

応募者グループ構成員表

様式２－４

応募書類の開示に係る意向申出書

様式３－１

基本的事項の適格審査に関する様式

様式４

事業内容に関する様式

様式５

施設計画に関する様式

様式６

提案価格審査に関する様式

※ 添付書類について、グループで応募する場合は、印鑑証明書を除き、構成員分も添付して
ください。
※ 正本は全書類をＡ４版ファイルに綴り、副本は様式４・５をＡ４版フラットファイルに綴
り提出してください。
③ 注意事項
上記以外の資料等の提出を求めることがあります。提出された書類は、返却しません。ま
た、郵送による応募は認めませんので、受付期間・時間内に受付場所に持参してください。
（受付対応のため、前日までに都市整備局都心再生課に電話で連絡をしてください。
）
なお、書類作成等は応募者の負担により行うものとします。提案内容に関して、関係部署
と協議を行った際に生じた費用等も同様です。
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（５）接触禁止
応募者は提案にあたり、募集要項公表から事業予定者決定までの間、審査委員及び委員が属
する企業・団体、並びに、アドバイザリー業務等の関与者と、本事業に関して接触することを
禁止します。この規定に抵触した場合は、失格となる場合があります。
（６）使用言語及び単位
公募に関する応募書類、調整及び契約等の言語は日本語、単位はメートル法を使用します。
（７）著作権の取扱い
応募書類の著作権は、応募者に帰属します。
ただし、本市は、審査結果の公表等に必要な場合は、無償で使用できるものとし、応募者は
提案にあたり、あらかじめ了承するものとします。
（８）応募書類の公開
提出された書類は「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」等関連規定に基づき公開す
ることがあります。なお、応募書類の開示に係る意向は、様式２－４にて提出してください。
（９）応募の取下げ
応募者は、応募を取り下げることができます。応募の取下げは文書によるものとし、都市整
備局都心再生課へ直接持参してください。
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８

説明会・質疑等

（１）募集要項等に関する説明会・現地見学会の開催
募集要項等に関する説明会を次のとおり開催します。参加にあたっては、本市ホームページ
に掲載している募集要項等を印刷し、持参してください。
なお、説明会後、ご希望の方向けに現地見学会を開催します。
[ＵＲＬ]
http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/tosai/kannaiekisyuhen/kyoubun171013.html
日

時

開催場所

平成 29 年 10 月 20 日（午前の部）10 時から （午後の部）14 時から
午前の部：横浜市技能文化会館 802 大研修室
午後の部：関内中央ビル（市庁舎側）３Ａ会議室

申込方法等

・様式１－１「募集要項等説明会申込書」に必要事項を記入のうえ、平成 29
電子メールで下記アドレス宛に提出してください。
年 10 月 18 日 12 時までに、
電子メールの件名は「
（事業者名）教育文化センター跡地活用事業説明会」と
してください。
[E-mail] tb-machilab@city.yokohama.jp
・平成 29 年 10 月 18 日中に、どちらにご参加いただけるかを連絡します。
・１社あたりの参加人数は３名までとします。

（２）募集要項等に関する質問の受付及び回答
募集要項等に関する質問の受付を次のとおり行います。
受付期間

平成 29 年 10 月 27 日 から平成 29 年 11 月 2 日午後５時まで

受付方法

・様式１－２・３に必要事項を記入のうえ、電子メールで下記アドレス宛に送
信してください。電子メールの件名は「（事業者名）教育文化センター跡地活
用事業質問」としてください。
[E-mail] tb-machilab@city.yokohama.jp

個別質問に対する回答は、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に係り、質問者の権利、競争上
の地位その他正当な利害を害するおそれのあるものと本市が認めたものを除き、本市ホームペ
ージに掲載し、公表します。回答日は、平成 29 年 11 月 24 日を予定しています。
（３）追加情報
今回の公募について、本募集要項以外の追加情報等がある場合には、上記（１）のホームペ
ージに掲載することとします。
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９

提案の審査・選定方法

（１）審査体制
審査及び選定は、学識経験者等により構成される「横浜市現市庁舎街区等活用事業審査委員
会」
（以下「審査委員会」という。
）が行います。
審査委員会は次の８名で構成されます。
氏名

所属・役職

委員長

岸井 隆幸

日本大学理工学部 教授

副委員長

治田 友香

関内イノベーションイニシアティブ株式会社 代表取締役社長

委員

足立 慎一郎

株式会社日本政策投資銀行地域企画部 担当部長

委員

石川 永子

横浜市立大学国際総合科学部 准教授

委員

国吉 直行

横浜市立大学国際総合科学部 特別契約教授

委員

西田 雅江

西田法律事務所 弁護士

委員

野原 卓

横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 准教授

委員

矢ケ崎

紀子

東洋大学国際観光学部 准教授

（敬称略、委員長・副委員長以外五十音順）
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（２）審査方法
応募者から提出された応募書類に対して、応募資格の審査、基本的事項の適格審査と、提案
内容や提案価格の審査を行います。手順は次のとおりとします。

応募者による提案書の提出

資格審査等
応募資格の審査
参加資格要件を満たさない

失格

基本的事項の適格審査
条件を満たさない

失格

提案審査
提案内容及び提案価格審査

事業予定者の選定

事業予定者の決定

① 資格審査等
ア 応募資格の審査
本市は、応募者から提出される書類をもとに、応募者が満たすべき応募資格要件について確
認し、確認の結果を応募者に対して通知します。応募資格を満たさない場合は、失格とします。
イ 基本的事項の適格審査
本市は、応募書類に記載された内容が、基本的な条件を満たしていることを確認し、確認の
結果を応募者に対して通知します。提案内容が基本的事項を満たさない場合は、失格とします。
基本的事項は以下のとおりです。
基本的事項
(ｱ) 「３ (２)提案に関する条件（必須事項）」を満たしているか
(ｲ)

解体・撤去費にかかる市負担額の提案価格が上限額を上回っていないか

(ｳ)

建築基準法など必要な法令に対して重大な不適格箇所がないか

(ｴ)

その他、募集要項等に記載の事項を逸脱する計画となっていないか
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② 提案審査
ア 提案内容及び提案価格の審査
(ｱ) 提案内容審査
審査委員会は、応募者から提出された応募書類の各様式に記載された内容について評価を
行い、
「９（３）審査項目と配点」に示す審査項目ごとに得点を付与します。
また、提案内容審査において、応募者に対してヒアリングを実施します。ヒアリングにお
いては、応募書類から抽出した内容のパワーポイントの使用のみ認めます。
(ｲ) 提案価格審査
審査委員会は、応募者から提出された解体・撤去費にかかる市負担額（提案価格）につい
て評価を行い、得点を付与します。
提案価格の審査に当たり、解体計画（図面）や解体・撤去費の内訳の確認を行います。
なお、必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。

評価点 ＝ 10 点 ×

（市負担上限額）－（当該応募者の提案価格）
（市負担上限額）－ （提案された最低価格）

イ 最優秀提案の選定
審査委員会は、最高点を獲得した応募者を事業予定者として選定します。以下、得点に応
じて第２順位以下の応募者を選定します。なお、事業実施に相応しい提案（50点以上）が無
かった場合、最優秀提案及び第２順位以下の応募者を選定しません。
③ 事業予定者の決定
本市は、審査委員会の選定結果を受けて、事業予定者の決定を行います。
④ その他
事業予定者が公有財産売買契約を締結できなくなった場合は、第２順位以下の者を順序に
従って事業予定者とします。
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（３）提案審査における審査項目と配点
提案審査は、提案内容及び提案価格を総合的に評価します。審査項目および配点は次のとお
りとします。

大項目

中項目

１ 事業内容

(1) 事業
コンセプト

審査の視点
本市が目指すまちづくりの方向性（エリアコンセプトブックを参
照）を踏まえた、優れた事業コンセプトが提案されているか

配点
10

① 「国際的な産学連携」
「観光・集客」に寄与する具体的かつ優れ
た提案がなされているか
(2) 建物用途

② 上記用途が、周辺地域の活性化に資するような地域貢献となる提

25

案となっているか
③ 現市庁舎街区との連携についても、提案されているか
① 関内・関外地区のゲートウェイにふさわしいデザインとなってい
(3) 施設計画

るか
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② 地域に開かれた空間・緑豊かな空間の創出に取り組んでいるか
① 周辺地域の賑わいを創出するアクティビティの実施計画が提案
(4) 周辺地域

されているか

への波及に

② 周辺地域への回遊性を向上させる取組が提案されているか

向けた取組

③ 防災・減災に資する取組が提案されているか

20

④ 上記について、持続的に取り組む財源・体制が確保できているか
① 財務の健全性・事業実施体制について、具体性及び実現性が高い
計画となっているか
(5) 事業計画

② 早期に着手する事業スケジュールとなっているか
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③ 設計・施工・管理運営等の段階において、市内事業者が活用され
ているか
２ 提案価格

提案価格審査（
（２）② ア（ｲ）
）のとおり
他の項目では評価の対象とならなかった部分について、具体的か

３ その他

つ優れた提案がなされているか
合

計

10
10
100
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契約方法等

（１）基本計画協定に関する事項
① 基本計画協定の締結
事業予定者は、本市と協議の上、基本計画を策定し、土地売買契約締結までに本市と基本計
画協定書を締結することとします。協議の際には、追加で資料を求める場合があります。
基本計画書は、公募申込時に提出した提案書や審査委員会の意見を踏まえて、事業コンセプ
ト、建物用途、建物計画、周辺地域への波及に向けた取組、事業計画、事業スケジュール、解
体計画等を定めるものです。策定にあたっては、本市との協議に誠意をもち、かつ、迅速に対
応してください。
② スケジュール
事業予定者は、決定後、速やかに基本計画書を提出するものとします。

（２）公有財産売買契約に関する事項
① 公有財産売買契約の締結
事業予定者は、本市との基本計画協定締結後、公有財産売買契約を締結します。事業予定者
は、公有財産売買契約時に事業者となります。本市と公有財産売買契約を締結する相手方は、
応募者が単独の法人の場合には当該法人、応募者グループの場合には代表者、新法人を設立す
る場合には当該新法人となります。
なお、売買契約の前提として、市会の議決が必要となりますので、議決後に売買契約の締結
を行います。
② 売買代金の支払い
売買代金の支払は、全額一括払いとし、本市が発行する納入通知書により公有財産売買契約
締結と同時に納付してください。
公有財産売買契約締結と同時に売買代金を全額一括払いとするため、契約保証金の納付は不
要とします。
③ 所有権の移転及び引渡し
所有権は、売買代金を完納したとき、移転するものとします。
所有権が移転したとき、現状有姿の状態（＜資料１＞ 公募土地に関する資料参照）で土地を
引き渡ししますので、受領書を提出してください。
（公有財産売買契約の締結、売買代金の支払、
所有権の移転及び引渡しを同日で実施します。）
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④ 所有権移転登記
事業者は、売買代金の納付後速やかに登記嘱託請求書を市に提出するものとします。
本市は、所有権移転登記の際、併せて買戻特約（⑧参照）に定める買戻特約の登記を行います。
なお、所有権移転登記等に要する費用は、事業者の負担とします。
⑤ 工事及び供用開始
事業者は、基本計画書に定めた建物計画、解体計画及びスケジュールに基づき、工事に着手
し、基本計画書に定めた期日（以下、「指定期日」という。）までに、基本計画書に定めた建物
用途（以下、
「指定用途」という。
）に供してください。
⑥ 用途指定及び譲渡等の制限
原則として、公有財産売買契約書に定める指定期間（指定期日から 10 年間。以下「指定期間」
という。
）が満了するまでは、指定用途の変更及び第三者へ土地の譲渡及び貸付けを禁止します。
※1 不可効力や社会経済情勢の著しい変動等を理由とした指定用途の変更等の取扱い
については、＜資料３＞公有財産売買契約書（例）及び基本計画協定書（例）を
参照してください。
※2 本市の書面による承認を得た場合には、第三者への土地の譲渡又は貸付けが可能
になる場合があります。
その他、用途指定に関する特約として、指定期間満了の日までに、公募土地を次の用途に供
してはならないことなどを明記します。
・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
に規定する暴力団の事務所その他これらに類するものの用
・前号に定めるもののほか、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
・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 122 号）第２条第１
項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する
業の用
なお、区分所有建物の分譲により収益を得る事業等である場合は、用途指定に関する義務の
履行のために必要な措置等を確認した上で、第三者への土地の譲渡等について、本市が書面に
よる承認を行うことになります。
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⑦ 既存建物のリスク分担
既存建物の所有権は、土地の所有権と同時に移転するものとし、既存建物に起因するリスク
は、所有権移転時までは本市が負担し、それ以後は事業者が負担するものとします。
⑧ 買戻特約
上記⑤、⑥等の義務を遵守しない場合において、公募土地を無条件で買い戻すことができるも
のとする買戻特約を、公有財産売買契約締結の日から 10 年間設定し、買戻権の登記を行います。
指定期間が満了した場合において、上記⑤、⑥等の義務について、違反する事実がないと認
めたときは、買戻特約を解除し、請求により買戻権の登記の抹消を行います。
なお、区分所有建物の分譲により収益を得る事業等である場合は、用途指定に関する義務の
履行のために必要な措置等を確認した上で、第三者への土地の譲渡等について、本市が書面に
よる承認を行うことと合わせて、買戻特約を解除します。
⑨ 違約金
事業者は、用途指定に関する義務及び売買物件の譲渡等禁止に違反した場合には、売買代金
の 30％に相当する額を違約金として支払わなければなりません。
また、
公有財産売買契約書に定める必要な実施調査等に協力しない場合には、
売買代金の 10％
に相当する額を違約金として支払わなければなりません。
⑩ 諸費用等
公有財産売買契約書に貼付する収入印紙及び登記に要する費用は、事業者の負担となります。
⑪ かし担保
公有財産売買契約締結後に、売買物件に数量の不足その他隠れたかし（土壌汚染及び地下埋
設物を含む。
）が発見されても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をする
ことができないものとします。
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参考資料

（１）公募土地

Ｎ

2
港町民間街区

現市庁舎街区

ＪＲ関内駅
（南口）

教育文化センター跡地
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