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公益財団法人横浜市建築助成公社公告

第００１号 平成２９年７月５日発行

公益財団法人横浜市建築助成公社公告第００１号

次のとおり、条件付一般競争入札を行う。

公益財団法人 横浜市建築助成公社

理事長 浜野 四郎

件名 山下町公共駐車場売却

１ 本物件の表示（（２）以下は、括弧書きを除いて登記簿の表示による）

（１）建物名

   山下町公共駐車場

（２）所在

   横浜市中区山下町240番地１

（３）家屋番号

   240番１

（４）種類

   駐車場（駐車台数300台の自走式立体駐車場）・倉庫

（５）構造

   鉄骨造陸屋根・瓦葺９階建

（６）床面積

   １階：1,083.29㎡

   ２階：1,069.87㎡

３階：1,069.87㎡

   ４階：1,069.87㎡

   ５階：1,069.87㎡

   ６階：1,037.63㎡

   ７階：1,037.63㎡

   ８階： 996.66㎡

   ９階： 924.99㎡

  （合計：9,359.68㎡）

（７）新築年月日

  平成８年７月29日

（８）横浜市が所有する敷地（以下「本件土地」という）の面積

1,387.84㎡
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２ 最低売却価格

  ２億 1,400万円（消費税及び地方消費税相当額を除く）

なお、この価格は、別途本件土地の所有者である横浜市と締結する定期借地契約に基

づき、借地権の存続期間の満了時若しくは定期借地契約の解除時における、更地返還及

び明渡しに必要な収去費用を考慮して算定している。

３ 募集参加資格

（１）本物件と同等規模以上の、自走式立体駐車場の運営実績のある駐車場事業者、若しく

は、本物件と同等規模以上の、自走式立体駐車場の運営実績のある駐車場事業者との

連名で申込みを行う事業者

（２）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条又は同条例第７

条に規定する者及び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に該当しない旨の誓約書を提出

し、本件土地の所有者である横浜市がこれに係る照会を実施することを事前に了承す

る者

（３）これらのほか『山下町公共駐車場売却 条件付一般競争入札募集要領 「４ 募集参

加資格」』の条件をすべて備えた者

４ 売却条件

（１）現状有姿での売却

（２）本件土地の所有者である横浜市と、横浜市の条件に基づく 20 年間の定期借地契約の

締結及びその契約内容の遵守

（３）本物件の駐車場用途の部分を駐車場として供用、及びこのうち240台以上を時間貸し

駐車場として供用

（４）地域への配慮（本物件１階に整備した展示スペース及び本件土地内に設置した町内会

掲示板の使用の継続、「横浜中華街 街づくり協定」の遵守 等）

（５）これらのほか『山下町公共駐車場売却 条件付一般競争入札募集要領 「５ 売却条

件」』に定める条件

５ 「山下町公共駐車場売却 条件付一般競争入札募集要領」の配布

（１）配布期間

   平成 29年７月５日から平成 29年７月31日まで（土曜日及び日曜日を除く、午前10

時から正午、午後１時から午後４時まで）

（２）配布場所

   横浜市神奈川区栄町８番地１ ヨコハマポートサイドビル10階

   公益財団法人横浜市建築助成公社総務部施設課

   電話 045（461）3924

６ 入札参加（資格審査）申込み

本物件の入札においては、入札の前に予定している本物件の内覧及び質問の受付に先立

ち、入札参加申込書類を確認し、募集参加資格の具備について審査を行う。
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（１）受付期間（入札参加申込書の提出期間）

平成 29 年７月 10 日から平成 29 年７月 31 日まで（土曜日及び日曜日を除く、午前  

10時から正午、午後１時から午後４時まで）

（２）受付場所

横浜市神奈川区栄町８番地１ ヨコハマポートサイドビル10階

   公益財団法人横浜市建築助成公社総務部施設課

   電話 045（461）3924

（３）必要書類

   『山下町公共駐車場売却 条件付一般競争入札募集要領 「７ 本募集に関する手続

詳細」の「（２）入札参加申込方法（資格審査）」の「ウ 入札参加申込みに必要な書

類」』に定める書類

（４）注意事項

ア 受付についてはアポイント制とするため、前日（月曜日の場合は、前の週の金曜日）

までに連絡をとり、日時の調整を要する。

イ 郵送による申込みは受け付けない。

ウ 提出書類は返還しない。

７ 資格審査の結果通知

（１）通知方法

入札参加申込みの必要書類の１つである簡易書留返信用封筒により、書面にて通知

（２）通知日（審査結果通知書発送日）

  平成 29年８月９日

８ 入札の日時及び場所

  平成 29年９月 22日午後２時から午後３時まで

横浜市神奈川区栄町８番地１ ヨコハマポートサイドビル７階

  公益財団法人横浜市建築助成公社７階会議室

９ 入札の無効

次の入札は無効とする。

（１）委任状を提出しない代理人等、参加資格のない者が入札を行ったとき

（２）所定の入札書以外の用紙を使用して入札を行ったとき

（３）入札金額が最低売却価格に満たないとき

（４）誤字、脱字等、意思表示が不明瞭な入札書により入札を行ったとき

（５）金額を訂正した入札書により入札を行ったとき

（６）入札書に入札参加者（代理人を含む）の所定の記名（法人の場合はその名称及び代表

者の記名）押印のないとき又は記名若しくは印影が判然としないとき

（７）１者で同時に２通以上の入札書をもって入札を行ったとき

（８）郵送により入札書を送付してきたとき

（９）上記に掲げる場合のほか、公社の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を

具備していないとき
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10 開札の日時及び場所

平成29年９月22日入札終了後

横浜市神奈川区栄町８番地１ ヨコハマポートサイドビル７階

  公益財団法人横浜市建築助成公社７階会議室

11 落札者の決定方法

入札締切後、入札者の面前で開札を行い、次の方法で落札者を決定する。

なお、開札に立ち会わない入札者がある場合には、当該入札事務に関係のない公社職員

が代理として立ち会う。

（１）資格審査選抜者の中で有効な入札書を提出した者で、最低売却価格以上で、かつ、最

高の価格の者を落札者と決定する。

（２）落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、くじにより落札者を決定

する。

（３）資格審査選抜者が１者の場合、当該書類審査選抜者の譲受希望額が、最低売却価格以

上であれば、その者を落札者と決定する。

12 入札保証金及び契約保証金

  入札保証金及び契約保証金はいずれも免除する。

ただし、本件土地の所有者である横浜市との定期借地契約の締結時に、横浜市が定める

貸付料の12か月分を、横浜市の発行する納入通知書により納付しなければならない。

13 契約の締結及び代金の支払

（１）建物譲渡契約の締結

   落札者は、本物件の建物譲渡契約を、平成 29 年 12 月 22 日までに公益財団法人横浜

市建築助成公社との間で締結する。この期日までに締結しない場合は、落札者としての

資格を失う。

（２）売却代金の支払

落札者は、売却代金の全額を、建物譲渡契約において別途定める譲渡実行日までに、

公益財団法人横浜市建築助成公社に対し、別途指定する銀行口座への振込により支払う。

なお、譲渡実行日は、平成30年１月 31日を予定している。

14 その他

（１）必要と認めるときは入札を中止することがある。

（２）開札後、落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除いて、落札者となるこ

とを辞退することはできないものとする。

（３）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条又は同条例第７

条に規定する者及び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であることが判明した者は契約を締

結しないものとする。



発注情報詳細（スケジュールほか）

第００１－２号 平成２９年７月５日発行

１ 契約番号

  ２９００１

２ 件名

  山下町公共駐車場売却

３ スケジュール

募集開始日 平成 29年７月５日（水）

入札募集要領の配布期間 平成 29年７月５日（水）から

平成 29年７月 31日（月）まで

秘密保持に関する誓約書及び入札参加申

込書の提出期間

平成 29年７月 10日（月）から

平成 29年７月 31日（月）まで

入札参加資格の審査結果の通知 平成 29年８月９日（水）

本物件の内覧日（予定） 平成 29年８月 17日（木）から

平成 29年８月 24日（木）までの間で、

事前に公社と調整した日時

質問書の受付期間 平成 29年８月 17日（木）から

平成 29年８月 31日（木）まで

質問書に対する回答送付（予定） 平成 29年９月 11日（月） までの間

入札書提出日時 平成 29年９月 22日（金）

午後２時から午後３時まで

開札日時 平成 29年９月 22日（金）入札終了後

公社との建物譲渡契約締結日並びに横浜

市との事業用定期借地権設定契約締結及

び保証金納付日

平成 29年９月 25日（月）から

平成 29年 12 月 22 日（金）までの間

代金決済期限、引渡日（予定） 平成 30年１月 31日（水）

４ 最低売却価格

  ２億 1,400 万円（消費税及び地方消費税相当額を除く）

５ 入札及び開札場所

横浜市神奈川区栄町８番地１ ヨコハマポートサイドビル７階

  公益財団法人横浜市建築助成公社７階会議室

６ 契約担当課

  総務部施設課（事業調整担当）

  電話 ０４５－４６１－３９２４


