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大阪市事業者の方へ ビジネス情報 不動産 不動産の売払 売払の入札等実施案件 

「大阪北港ヨットハーバー」条件付一般競争入札実施要領（建物等売却、土地賃貸） 

「大阪北港「大阪北港「大阪北港「大阪北港ヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバー」」」」条条条条件付一般競件付一般競件付一般競件付一般競争争争争入札入札入札入札実実実実施要領（建物等施要領（建物等施要領（建物等施要領（建物等売売売売却却却却、土地賃貸）、土地賃貸）、土地賃貸）、土地賃貸） 

[2014年1月31日]

「大阪北港「大阪北港「大阪北港「大阪北港ヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバー」」」」条条条条件付一般競件付一般競件付一般競件付一般競争争争争入札入札入札入札実実実実施要領（建物等施要領（建物等施要領（建物等施要領（建物等売売売売却却却却、土地賃貸）、土地賃貸）、土地賃貸）、土地賃貸） 

1．物件．物件．物件．物件概概概概要要要要 

物件番物件番物件番物件番号号号号1    大阪北港大阪北港大阪北港大阪北港ヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバー 

※1 延床面積（詳細は物件調書をご確認ください。） 

※2 予定価格には、消費税及び地方消費税相当額（以下「消費税等」という。）を含みません。契約の際は消費税等が加算されます。 

※1 借地借家法第23条第1項に基づく事業用定期借地権を公正証書により設定するもので、専ら事業の用に供する建物（居住の用に供す

るものは除く。）の所有を目的とすること。 

※2 土地賃貸料は鑑定価額より75％減免した額となっております。 

2．入札．入札．入札．入札参参参参加資格加資格加資格加資格 

個人及び法人。ただし、次に該当する方は申込み・入札の資格がありません。 

（1） 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4に規定する一般競争入札の参加者の資格を満たさない者 

（2） 大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者 

（3） 本実施要領6（2）①ウⅲに記載している納税証明において、滞納のある者。 

（4） 本実施要領6（2）①オに基づき、策定した航行安全計画書が、本市に承認されない者。 

■大阪市暴力団排除条例第2条  

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 暴力団 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。以下「法」という。）第2条第2号に規定する暴力団を

いう。 

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 

(3) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして 市規則で定める者をいう。 

■大阪市暴力団排除条例施行規則第3条 

条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 

(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者 

(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利

大阪北港大阪北港大阪北港大阪北港ヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバー（建物（建物（建物（建物概概概概要）要）要）要）

種別種別種別種別 契約契約契約契約内内内内容容容容 住居表示住居表示住居表示住居表示 
延床面積延床面積延床面積延床面積 

(m2)  
引渡日引渡日引渡日引渡日 

予定予定予定予定価価価価格（格（格（格（税税税税別）別）別）別） 
（（（（売売売売却却却却価価価価格）格）格）格） 

建物 売買契約 此花区常吉2丁目13番18号 5,404.76 ※1  平成26年4月1日 24,200,000円※2 

大阪北港大阪北港大阪北港大阪北港ヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバー（土地（土地（土地（土地概概概概要）要）要）要）

種別種別種別種別 契約契約契約契約内内内内容容容容 所在地所在地所在地所在地 
貸付面積貸付面積貸付面積貸付面積 

(m2)  
賃貸期間賃貸期間賃貸期間賃貸期間 

予定予定予定予定価価価価格格格格 

（月額賃貸料）（月額賃貸料）（月額賃貸料）（月額賃貸料） 

土地 
事業用定期借地権設定契

約 
此花区常吉2丁目20番内 26,637.57※1  

平成26年4月1日 

～平成56年3月31日 
313,000円※2  
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益又は役務の供与（次号において「利益の供与」という。）をした者 

(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償の

ない利益の供与をした者 

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

(5) 事業者で、次に掲げる者（アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。）のうちに暴力団員又は前各号のいずれ

かに該当する者のあるもの 

ア 事業者の役員（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い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であ

るかを問わず、当該事業者に対し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と同等以上の支配力を有するものと認めら

れる者を含む。） 

イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織（以下

「営業所等」という。）の業務を統括する者 

ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の

職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業

務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの 

エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者 

(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入

契約その他の契約を締結した事業者 

3．契約上．契約上．契約上．契約上のののの主主主主なななな特約特約特約特約 

（1） 土地の貸付条件 

① 専ら事業の用に供する建物等（居住の用に供するものは除く。）の所有を目的とし、その全部について自ら使用し、他の目的に使用しな

いこと（③のアからカの事由で本市の承認を得た場合はこの限りでない。） 

② 契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長はありません。また、建物の買取請求権はありません。 

③ 賃借人はあらかじめ書面による承認を得なければ、次のいずれかに該当する行為をすることができません。 

ア 使用目的を変更しようとするとき 

イ 本件土地及び本件土地上に賃借人が建設した建物や本件売却建物等を増改築等により現状を変更しようとするとき 

ウ 本件土地及び本件土地上に賃借人が建設した建物や本件売却建物等の余裕部分を第三者に貸付け若しくは使用収益を目的とする権

利を設定しようとするとき 

エ 本件土地の転貸若しくは賃借権を譲渡し並びに抵当権若しくは質権の設定をしようとするとき 

オ 本件土地の原形を変更しようとするとき 

カ 本件土地上の建物等の貸付又は抵当権の設定をしようとするとき 

④ 賃貸借期間満了のときはその満了と同時に、また契約解除の通知を受けたときは、本市の指定する日までに、全ての建物等を撤去

し、原状回復していただきますが、本市が認める現状の建物等と同等のものについては、本市に無償譲渡することができます。但し増築等

により、現状より撤去費用が増額された部分及び本市による契約解除の場合は、この限りではありません。 

（2） 土地・建物の契約に係る使用条件 

① 本市の定める「大阪北港ヨットハーバー安全管理要綱」を遵守すること。（付属資料2） 

② 次の事業を実施すること。（従来からの事業の継続）（料金表については閲覧できますのでお申し込みください。） 

ア レンタルヨット事業 

  ◇ヨット（シカーラ12艇、トッパー12艇、アクセスディンギー6艇）を活用し、レンタルヨット事業を実施すること。 

  ◇なお、レンタル料金は現状と同程度となるよう配慮し、料金を変更する場合は本市と協議すること。 

イ 市民ヨット教室 

・ヨット教室（講習会） 

  ◇市民を対象としたヨット講習会を年1回以上開催すること。 

  ◇なお、料金については現状と同程度となるよう配慮し、料金を変更する場合は本市と協議すること。 

・ヨット教室（個人ヨット教室） 

  ◇市民を対象とし、個人ヨット教室を開催すること。 
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  ◇なお、開催は随時とし、料金については、現状と同程度となるよう配慮し、料金を変更する場合は本市と協議すること。 

③ 次の事業その他これまで行ってきた事業については、申請があった時に施設を提供すること。 

・障がい者ヨット教室 

  ◇障がい者を対象としたヨット教室の開催の申請があった場合、現状と同程度（年2回程度）、施設を使用させること。 

  ◇教室開催にあたり、アミティ舞洲のアクセスディンギー使用に係る料金は現状と同程度となるよう配慮すること。 

  ◇なお、教室の開催のため、レスキュー艇を常備すること。 

・市長杯ヨットレース 

  ◇ディンギーヨットを対象とした、ヨットレースの開催の申請があった場合、現状と同程度（年1回程度）施設を使用させること。 

  ◇レースの開催にあたり、施設の使用に関して、現状の条件と同条件となるよう特段の配慮をすること。 

  ◇なお、レースの開催のため、レスキュー艇を常備すること。 

・メルボルン・大阪ダブルハンドヨットレース 

  ◇クルーザーヨットを対象とした、メルボルン港と本施設間でのヨットレースの開催の申請があった場合、現状と同程度（4年に1回程度）

施設を使用させること。 

  ◇レースの開催にあたり、施設の使用に関して、現状の条件と同条件となるよう特段の配慮をすること。 

  ◇なお、レースの開催のため、レスキュー艇を常備すること。 

・天神祭ヨットレース 

  ◇クルーザーヨットを対象とした舞洲沖でのヨットレースの開催の申請があった場合、現状と同程度（年に1回程度）施設を使用させるこ

と。 

  ◇レースの開催にあたり、施設の使用に関して、現状の条件と同条件となるよう特段の配慮をすること。 

  ◇なお、レースの開催のため、レスキュー艇を常備すること。 

・ドラゴンボートレース 

  ◇ドラゴンボートによるレースの開催の申請があった場合、現状と同程度（年に1～2回程度）施設を使用させること。 

  ◇レースの開催にあたり、施設の使用に関して、現状の条件と同条件となるよう特段の配慮をすること。 

  ◇なお、レースの開催のため、レスキュー艇を常備すること。 

④ 現在の利用者との契約及び使用許可等は、利用者の希望があれば現状の条件において原則継続すること。但し、契約及び使用許可

等の条件を変更する場合又は契約及び使用許可等を継続しない場合は、本市と協議すること。 

⑤ 本市が承認した航行安全計画を遵守すること。 

⑥ その他、詳細は本市及び現在の指定管理者と協議すること。 

（3） 禁止する用途等 

① 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に供することはできません。 

② 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号に定める暴力団又は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など、公序良俗に反する用途に使用することはできません。 

③ 政治的用途又は宗教的用途に使用することはできません。 

④ 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供することはできません。 

⑤ 悪臭、騒音、粉塵、振動又は土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に使用することはできません。 

⑥ 大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例（昭和40年大阪市条例第32号）に規定する構築物の用途に合致する土地

利用以外の利用はできません。 

（4） 調査・報告義務 

（1）～（3）に定める義務の履行状況を確認するため、本市が実地調査し、又は所要の報告を求めることがありますが、その場合は協力する

義務があります。 

（5） 違約金 

① 土地賃貸借契約 

  （1）①、③（ただしイを除く。）又は（2）（3）の特約に違反した場合には月額賃貸借料の12ヵ月分、（1）③イ又は（4）の特約に違反した場合

3/13 ページ大阪市事業者の方へ 「大阪北港ヨットハーバー」条件付一般競争入札実施要領（...

2014/03/10mhtml:file://C:\Users\Owner\Desktop\北港民営化 2 フォルダ\大阪市事業者の方へ...



には月額賃貸借料の4ヵ月分を本市に対して違約金として支払っていただきます。 

② 建物売買契約 

（2）（3）の特約に違反した場合には、売買代金の100分の30に相当する金額、（4）の特約に違反した場合には売買代金の100分の10に相当

する金額を本市に対して違約金として支払っていただきます。 

（6） 引き渡し 

建物及び付属設備、外溝、本市所有物品の引き渡し、土地の貸付けにあたっては、現状有姿のまま引き渡します。 

なお、本物件に残置されている利用者の備品等についても全て引き継いでいただき、利用者と十分協議の上、処分の必要があれば落札者

の負担でお願いいたします。 

現在の指定管理者が所有している備品等について、引継ぎのご希望があれば、別途、指定管理者と協議してください。 

（7） 瑕疵担保責任 

本物件敷地内には、地中埋設物が埋存している可能性及び土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）に規定する基準値を超える土壌の存

在の可能性がありますが、引き渡しはすべて現状有姿で行い、本市は瑕疵担保責任を負いません。 

（8） 土地賃借人が連合体である場合、賃貸料は連合体の全構成員による連帯債務とし、支払い方法は本市が代表事業者あてに発行す

る納入通知書によるものとします。また、構成員の変更は本市の承認を必要とします。 

4．．．．関関関関係資料係資料係資料係資料のののの閲覧閲覧閲覧閲覧 

本物件の詳細について、物件調書及び特記事項を必ず参照してください。 

① 予約受付期間 

  平成26年1月31日（金）～平成26年2月20日（木） 

  午前9時30分～正午、午後1時30分から午後5時 

  なお、土曜日・日曜日、祝日は受付を行いません。 

② 閲覧期間 

平成26年2月3日（月）～平成26年2月21日（金） 

  午前9時30分～正午、午後1時30分から午後5時 

  なお、土曜日・日曜日、祝日は受付を行いません。 

③ 閲覧場所 

  大阪市住之江区南港北2丁目1番10号（ATCビルITM棟10階） 

  大阪市港湾局総務部監理調整担当（集客施設） 

④ 閲覧資料 

ⅰ）現在の利用者との契約一覧 

ⅱ）本市所有備品一覧表 

ⅲ）指定管理者所有備品一覧表 

ⅳ）利用者等の残置物品一覧表 

ⅴ）大阪北港ヨットハーバー利用料金表 

ⅵ）大阪北港ヨットハーバー護岸関係資料 

ⅶ）現状の使用における水域占用区域図 

ⅷ）水深図（平成20年測量） 

ⅸ）建物建築関係資料 

ⅹ）電気・機械設備関係資料 

ⅺ）その他設備関係資料 

   （予約の際に閲覧希望資料を本市担当者と調整してください。） 

   ※ⅸ）～ⅺ）の資料については、港湾局事務所にはなく、売却対象施設内にありますので、日程の調整に時間を要する場合がありま

す。 

   ※ここに記載の無い資料でも本市が所有しているものについては、可能な限り閲覧に供しますので、港湾局監理調整担当（集客施設）
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（電話：06-6615-7754）にお問い合わせください。 

5．現地見．現地見．現地見．現地見学学学学（物件（物件（物件（物件概概概概要要要要説説説説明）明）明）明） 

次のとおり現地見学を実施いたします。希望者は事前に電話（06-6615-7754）でご連絡ください。 

  日時・・平成26年2月17日（月）～平成26年2月21日（金）の本市が指定する時間 

      ※詳細は後日連絡いたします。 

  場所・・大阪北港ヨットハーバー 大阪市此花区常吉2丁目13番18号の本物件 

      ※詳細は後日連絡いたします。 

      ※現地見学は申込条件にしておりませんが、出来る限り現地見学をしてください。 

6．入札．入札．入札．入札参参参参加申加申加申加申込込込込みみみみ 

（1） 申込受付 

① 申込受付期間 

平成26年2月24日（月）～平成26年2月28日（金） 

午前9時30分～正午、午後1時30分～午後5時 

なお、土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。 

② 申込受付場所 

大阪市住之江区南港北2丁目1番10号（ATCビルITM棟10階） 

大阪市港湾局総務部監理調整担当（集客施設） 

③ 注意事項 

・申込書類の提出は、申込受付場所まで直接持参してください（送付による提出は認めません）。 

・申込書類の提出を行う方は、事前に電話（06－6615－7754）により予約を行ってください。 

（2） 申込書類の提出方法 

① 申込に必要な書類 

ア 入札参加申込書（本市所定様式）（様式1） 

・連合体で申込みされる場合は、代表事業者を定め、代表事業者が申込みをしてください。 

イ 誓約書（本市所定様式）（様式2） 

・連合体で申込みされる場合は、申込者全員分を用意してください。 

ウ 申込者に関する資料 

・連合体で申込みされる場合は、構成員全員分を用意してください。 

ⅰ）印鑑証明書又は印鑑登録証明書 

ⅱ）現在事項証明書、履歴事項証明書又は住民票の写し 

ⅲ）直近1年間の納税証明書 

※個人の場合：所得税、都道府県民税、市町村民税（東京都23区の場合は特別区民税）、固定資産税・都市計画税、自営業の方はさらに

消費税及び地方消費税、事業所税 

※法人の場合：法人税、消費税及び地方消費税、都道府県民税、事業所税、市町村民税（東京都23区の場合は特別区民税）、固定資産

税・都市計画税 

ⅳ）直近1年間の決算報告書 

ⅴ）会社等の定款 

ⅵ）会社等の概要パンフレット（ない場合は省略可） 

※ⅰ～ⅲについては、発行後3カ月以内のものに限ります。 

※ⅲ・ⅳについては、設立時期等により提出することができない場合は、提出可能な分を提出してください。 

※本市が申込の受付に際し取得する個人情報は、本市不動産の契約関係事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用又は

保有については、大阪市個人情報保護条例により制限されています。 
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エ 事業計画書（様式3） 

・土地利用計画図（土地の利用にあたっての計画図（各種レイアウト（工作物を含む。））を図示してください。）及び事業開始スケジュールを

添付してください。 

・本件建物購入後の用途もしくは敷地の用途の変更、又は土地賃貸後、即時に建物の新築や増築を予定している場合は、土地利用計画

図に図示してください。 

オ 航行安全計画書 

・項目ごとにおける航行安全対策について、詳細に明記（必要であれば図示）してください。なお、提出された航行安全計画について、有識

者による「大阪北港ヨットハーバーにおける航行安全検討会議」において審議した後、本市が承認の可否を検討しますので、計画の内容等

に関する事前のご相談及びお問合せについてはお答えしかねます。 

◆安全管理 

1．組織体制（ハーバーマスター等安全管理者の権限・義務、経歴等） 

2．運用規程 

◆救助・監視体制（船舶ごと・水域ごと） 

◆緊急連絡体制 

◆ハーバー内及びセーリングゾーン（詳細は付属資料2別図）の運用中止基準（気象海象、地震・津波の注意報及び警報が発令された場

合の基準・対処（どのように利用者の安全を担保するのか）） 

◆ヨット等の安全航行の確保方法（各水域での航行安全対策について） 

1．セーリングゾーンのうち防波堤内水域における航行安全対策（必要に応じ船舶の種類ごとに） 

例えば、 

・最徐行の徹底方法（最徐行の定義について考え方を補足してください） 

・ブイ等による区域明示 

・その他 

2．セーリングゾーンのうちハーバー出入口付近水域における航行安全対策（必要に応じ船舶の種類ごとに） 

例えば、 

・最徐行の徹底方法 

・出入港時の優先順位 

・航行の水域区分など 

・その他 

3．セーリングゾーンのうち防波堤外水域における航行安全対策（必要に応じ船舶の種類ごとに） 

 例えば、 

・航行方法（優先順位など） 

・ブイ等による区域明示 

・その他 

4．ヨットとエンジン等の動力によって航行する船舶（動力船）との競合に係る安全確保方法（水域ごと） 

例えば、 

・動力船の最徐行の徹底方法 

・航行方法（優先順位など） 

・航行の水域区分 

・付近を航行する水域利用者や他のマリーナ等からの各船舶（ローカルルールを知らない船舶）と、ハーバー利用者が競合した場合の安全

確保方法 

・その他 

◆利用者に対する安全対策の周知方法 

◆利用者に対する安全航行に係る講習・啓蒙・啓発等 
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（3） 申込時に交付する書類 

ア 入札参加申込受付証（受付印を押印したもの） 

イ 入札保証金納付書 

ウ 入札の手引き 

※入札書は、入札当日受付時に交付します。 

（4） 申込みにあたっての留意事項 

① 落札後の契約は入札参加申込書に記載された名義以外では行いません。 

② 提出された入札参加申込書の内容が本実施要領3（1）～（3）に反する場合は受付を取り消します。 

③ 提出された航行安全計画の内容について「大阪北港ヨットハーバーに係る航行安全検討会議」を踏まえ、本市が承認しない場合は入

札参加できません。 

④ 申込受付以降に入札参加資格がないことが判明した場合は、入札参加申込みの受付を取消し、以降の入札には参加できません。 

（5） 入札参加承認の通知 

提出された航行安全計画の内容について「大阪北港ヨットハーバーに係る航行安全検討会議」を踏まえ、本市が承認した場合は、平成26

年3月5日（水）付けで承認の通知をします。 

7．入札及．入札及．入札及．入札及びびびび開札開札開札開札 

（1） 入札及び開札の日時 

入札日  平成26年3月7日（金） 

受付時刻  午後1時15分から午後1時45分まで 

入札書提出期限  午後2時 

開札時間  入札締切り後即時 

※上記受付時に港湾局総務部監理調整担当（ATCビルITM棟10階）にて入札保証金の納付をしていただき、その後、港湾局入札室に移

動してください。 

 開札は、入札室に設置している時計が午後2時になると同時に開始し、開札開始後の入札はできません。 

（2） 入札及び開札の執行場所 

大阪市住之江区南港北2丁目1番10号（ATCビルITM棟10階） 

大阪市港湾局入札室 

（3） 提出書類等（当日持参するもの） 

① 入札参加申込受付証 

② 委任状（本市所定様式）（代理人により入札しようとする場合のみ） 

③ 実印（代理人により入札しようとする場合は委任状に押印した印鑑） 

④ 入札保証金納付書（代理人により入札しようとする場合であっても、「入札人」欄には入札参加申込書に申請者として押印した実印が必

要です。ただし、「受取人」欄は受任者の印鑑となります。） 

⑤ 金融機関振出小切手（自己宛小切手）（下記（4）参照） 

（4） 入札保証金 

入札参加者は、入札書に記入する建物購入価格の100分分分分のののの10以上以上以上以上と賃貸借料（月額）の6ヵヵヵヵ月分以上月分以上月分以上月分以上の各入札保証金を、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ入札当

日受付時間内に港湾局総務部監理調整担当（ATCビルITM棟10階）で納付してください。 

なお、入札保証金の納付は、本市の発行する入札保証金納付書により、金融機関振出小切手で建物購入代、土地賃貸料建物購入代、土地賃貸料建物購入代、土地賃貸料建物購入代、土地賃貸料のののの2枚枚枚枚にににに分分分分けてけてけてけて

行ってください。 
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（注） 

① 振出人、支払人とも同一金融機関になります。 

② 持参人払式としてください。 

③ 「振出日」欄は、平成26年2月28日（金）以降のものとしてください。 

④ 「大阪手形交換所に加盟する金融機関の本・支店」が振り出した小切手に限ります。 

⑤ 金融機関振出小切手以外は受領できません。 

（5） 入札 

① 入札参加者は、入札当日の受付時に交付する入札書に必要な事項を記入し、記名押印の上、入札箱に投函してください。 

② 入札は、代理人に行わせることができます。この場合は、委任状を入札受付時に提示し、入札書と一緒に入札箱に投函してください。 

（6） 入札金額表示 

入札金額は、建物購入代建物購入代建物購入代建物購入代のののの総総総総額（額（額（額（税税税税別）別）別）別）と1ヵヵヵヵ月分月分月分月分のののの土地賃貸料土地賃貸料土地賃貸料土地賃貸料のののの額額額額を表示してください。 

（7） 入札書の書換え等の禁止 

入札者は、入札箱に投函した入札書の書換え、引換え又は撤回することはできません。 

（8） 開札 

① 開札は、入札締切り後直ちに入札者立会いのもとで行います。 

② 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせます。 

③ 開札に立ち会わなかった場合は、開札の結果について異議を申し立てることはできません。なお、入札の当日出席しなかった者又は入

札書提出期限に遅刻した者は、棄権とみなします。 

（9） 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

① 予定価格を下回る価格による入札。 

② 入札参加資格がない者のした入札又は権限を証する書面の確認を受けない代理人がした入札。 

③ 指定の日時までに入札に必要となる書類を提出しなかった者の入札。 

④ 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が所定の額に達しない者がした入札。 

⑤ 入札者の記名押印がない入札。 

⑥ 本市が交付した入札書を用いないでした入札。 

⑦ 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札。 
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⑧ 同一入札について入札者又はその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札。 

⑨ 同一入札について他の入札者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札したときはその全部の入札。 

⑩ 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札。 

⑪ 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による入札。 

⑫ 入札に関し不正な行為を行った者がした入札。 

⑬ その他入札に関する条件に違反した入札。 

（10）落札者 

落札者は本市本市本市本市のののの予定予定予定予定価価価価格以上格以上格以上格以上でででで、、、、かつかつかつかつ、最高金額、最高金額、最高金額、最高金額をもってをもってをもってをもって入札入札入札入札したしたしたした者者者者とします。 

注）この最高金額とは、建物購入代と土地賃貸料を合算したものとします。 

具体的には、建物購入代は入札額とし、土地賃貸料については、入札額（月額）に12カ月と賃貸借期間である30年を乗じた額を総額とし、

建物の購入代と土地賃貸料の総額を合算したものを競うこととし、最も高額のものを最高金額とします。 

なお、落札者には入札終了後、引き続き契約手続きの説明を行います。 

（11）くじによる落札者の決定 

落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決定します。 

当該入札者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者（入札事務に関係のない職員）が入札者にかわってくじを引き、落札

者を決定します。 

（12）入札結果の公表 

落札者があるときは、その者の受付番号及び金額を、落札者がないときは、その旨を開札に立ち会った入札者に公表します。 

入札後の問い合わせに対しては、落札者名及び落札金額を回答するとともに、ホームページに落札金額及び落札者の法人・個人の区分を

掲載します。 

また、落札者があった物件について、その賃貸借契約後、入札者の「入札金額」及び「入札者名」（個人の場合は落札者名のみ）を記載した

入札経過調書を作成し、港湾局総務部監理調整担当（集客施設）において、閲覧方式により公表します。 

（13）入札の中止 

不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止、又は入札期日を延期する

ことがあります。 

8．入札保証金．入札保証金．入札保証金．入札保証金のののの還付等還付等還付等還付等 

（1） 落札者以外の者が納付した入札保証金(小切手)は開札後返還しますので、所定の場所に入札保証金納付書を提出してください。 

（2） 入札保証金は、その受入期間について利息をつけません。 

9．契約．契約．契約．契約説説説説明明明明会会会会 

（1） 落札者に対しては、契約手続きの説明会を入札終了後、引き続き港湾局会議室で行います。 

（2） 契約説明会には、落札者本人又は代理人が必ず出席してください。 

（3） 正当な理由がなく、契約説明会に出席されない場合は、落札者の資格を取り消します。 

10．利用者．利用者．利用者．利用者説説説説明明明明会会会会 

落札者は利用者に対し、事業計画等の説明会を平成26年3月20日（木）までに行ってください。 

11．契約．契約．契約．契約のののの締結等締結等締結等締結等 

（1） 建物売買契約 

① 建物売買契約の締結 

建物売買契約の締結は、平成26年4月1日（火）に行います。同売買契約は、入札参加申込書に記載された名義で行います。また、落札以

降に入札資格がないことが判明した場合は、契約の締結を行わず、契約締結以降に入札参加資格がないことが判明した場合は、その契

約を解除することがあります。なお、売買契約に係る、費用（印紙税）等は、落札者の負担とします。 

② 入札保証金の充当 

建物売買契約に係る入札保証金を、平成26年4月1日に売買代金に充当します。 

③ 売買代金 
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本市の発行する納入通知書により、平成26年4月1日に残額をお支払いください。残額のお支払いがないなどの理由により、建物売買契約

を解除したときは、既納の入札保証金は本市に帰属し返還出来ません。 

④ 違約金 

落札者が、前記2（2）に該当しないことを証するため関係機関に照会し、その結果、契約が解除された場合においては、落札者は、売買代

金の100分の30に相当する金額（円未満切り捨て）の金額の違約金を本市に対して支払うものとします。 

（2） 土地賃貸借契約 

① 土地賃貸借契約の締結 

落札者と本市は、平成26年3月28日（金）までに「事業用定期借地権設定契約」を締結します。なお、契約は公正証書によるものとし、借地

権設定契約に係る公正証書の作成に必要な一切の経費は落札者の負担とします。 

※公正証書については、別途、公証役場等に提出が必要な書類があります。必要な書類については、「9 契約説明会」でご説明いたしま

す。 

② 賃貸期間 

平成26年4月1日から平成56年3月31日までの30年間とします。 

なお、賃貸借期間終了後の契約更新は行いません。 

③ 契約保証金 

賃貸借契約締結時に、契約保証金として、契約金額の6ヵ月分以上を納付していただきます。（既納の入札保証金を賃貸借契約締結時の

契約保証金に充当します。） 

④ 連帯保証人 

連帯保証人は、借受人と連帯して本契約から生ずる一切の債務履行の責任を負わなければなりません。 

連帯保証人は、次の各号の資格を有し、かつ本市が承認するものでなければなりません。 

ⅰ） 大阪市内又は近隣市町村に住所又は事務所を有すること 

ⅱ） 賃料年額の5倍以上の年間所得又は固定資産を有すること 

また、連帯保証人が前項に掲げる資格を失ったとき、又は死亡、解散したとき、若しくは本市が変更の必要があると認めたときは、落札者

は速やかに本市の承認する連帯保証人を新たに立てなければなりません。 

なお、契約保証金として契約金額の5カ年分を提供したときは、連帯保証人は不要です。 

⑤ 賃貸借料の納付 

賃貸借料については半年払いとし、次の納入期限までに本市発行の納入通知書により納付していただきます。 

期 間           納入期限 

毎年  4月1日から9月30日    毎年 7月20日 

毎年 10月1日から3月31日    毎年12月20日 

⑥ 賃貸借料の改定 

賃貸借料は、法令、大阪市財産条例の改定若しくは経済情勢の変動又は近隣賃料に比較して不相当となったことにより、本市が必要と認

めるときは、改定するものとします。 

⑦ 違約金 

落札者が、前記2（2）に該当しないことを証するため関係機関に照会し、その結果、契約が解除された場合においては、落札者は、月額賃

貸借料の12カ月分の金額の違約金を本市に対して支払うものとします。 

12．入札保証金．入札保証金．入札保証金．入札保証金のののの帰属帰属帰属帰属 

落札者が、正当な理由がなく指定する期限までに契約を締結しないときは、落札の効力を失い、既納の入札保証金は、本市に帰属しお返

しすることはできません。 

13．建物等．建物等．建物等．建物等のののの所有所有所有所有権権権権のののの移移移移転転転転等等等等 

（1） 所有権の移転時期 

売買物件の所有権は、売買代金全額の支払があった場合、平成26年4月1日に買受人に移転します。所有権移転と同時に物件を引き渡し

たものとします。現地での物件の引き渡しは行いません。 

なお、物件は、現状有姿のまま引き渡すものとします。 
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（2） 登記手続き 

所有権移転登記手続きは、本市において行います。 

但し、登録免許税等の所有権移転に係る一切の費用は落札者の負担とします。 

14．落札．落札．落札．落札にににに至至至至らなかったらなかったらなかったらなかった場合場合場合場合 

（1） 平成26年3月14日（金）午前9時30分から、入札予定価格での本物件の建物売買契約及び土地賃貸借契約の申し込みを先着順で受

付、随意契約により契約いたします。 

   なお、本件、随意契約について、借受資格は「2 入札参加資格」と同様とし、契約上の主な特約についても「3 契約上の主な特約」と

同様とします。 

   詳しくは、大阪市港湾局総務部監理調整担当（集客施設） 

（電話06-6615-7754）までお問い合わせください。 

（2） 申込受付期間 

   午前9時30分から正午、午後1時30分から午後5時 

   （土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。） 

    受付開始時刻より早く受付場所に到着した場合でも、その到着時刻による先後は設けず、一律に受付開始時刻に到着したものとみ

なします。同時に複数の申込みがあった場合は、抽選により貸付相手方を決定します。 

（3） 申込受付場所 

   大阪市住之江区南港北2丁目1番10号（ATCビルITM棟10階） 

   大阪市港湾局総務部監理調整担当（集客施設） 

   （送付、電話、FAX、インターネットによる受付は行いません。） 

15．．．．そのそのそのその他他他他 

（1） 落札者に次の事項を守っていただきます。 

① 建物を建築するにあたっては、都市計画法、建築基準法、消防法、港湾法等の法令及びこれらに基づく大阪府及び大阪市の条例、指

導要綱等を遵守すること。 

② 事業運営にあたっては、関係法令等を遵守のうえ、自己責任において実施すること。また、地域利用者との円滑な関係が確保できるよ

う事業者側で責任をもって調整すること。 

③ その他事項については、契約書の各条項を遵守してください 

（2） 契約の締結及び履行に関する一切の費用については、落札者の負担となります。 

  （公正証書締結費用、登録免許税、印紙税、その他契約及び履行に係る一切の費用） 

（3） 契約に際して、物件調書に記載のとおり条件がありますので必ずご確認ください。 

（4） 本実施要領に定めのない事項は、土地利用に関連した法令、地方自治法、同施行令、大阪市契約規則等の関連諸法令に定めるとこ

ろによって処理します。 

（5） クルーザー桟橋、その他桟橋、上架設備の設置を継続する場合、本市の水域占用許可を受ける必要があります。（参考：現状と同様

の設置の場合の水域占用料 年間約450万円） 

（6） 隣接する緑地等と共用する電気設備、上下水道設備その他設備において、管理・補修区分について、一定の按分比率によって、維持

管理費用を負担していただく必要があります。区分・按分比率等について、別途本市と協議してください。 

（7） 休憩所棟に付随する歩廊橋について、緑地に越境する部分があるため、上空の占用に係る取扱いについて、別途本市と協議してくだ

さい。 

（8） 大阪市港湾環境整備負担金条例に基づき、負担金の納付が必要となる可能性があります。（参考：平成25年度実績6.41円／㎡） 

  

  

  

※※※※物件物件物件物件・・・・契約契約契約契約にににに関関関関するするするする問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先：大阪市港湾局総務部監理調整担当（集客施設） 

                  大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 

                  ATCビルITM棟10階 
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                  電話06-6615-7754 

大阪北港大阪北港大阪北港大阪北港ヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバー条条条条件付一般競件付一般競件付一般競件付一般競争争争争入札入札入札入札実実実実施要領（建物等施要領（建物等施要領（建物等施要領（建物等売売売売却却却却、土地賃貸）、土地賃貸）、土地賃貸）、土地賃貸） 

1．．．．条条条条件付一般競件付一般競件付一般競件付一般競争争争争入札入札入札入札実実実実施要領施要領施要領施要領    (pdf, 461.50KB) 

大阪北港ヨットハーバーの条件付一般競争入札実施要領です。 

2－－－－1．付．付．付．付属属属属資料資料資料資料1    物件調書（大阪北港物件調書（大阪北港物件調書（大阪北港物件調書（大阪北港ヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバー）文書編）文書編）文書編）文書編    (pdf, 284.83KB) 

物件番号1（大阪北港ヨットハーバー）の物件調書（文書編）です。 

2－－－－2．付．付．付．付属属属属資料資料資料資料1    物件調書（大阪北港物件調書（大阪北港物件調書（大阪北港物件調書（大阪北港ヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバー））））図図図図面編面編面編面編    (pdf, 881.02KB) 

物件番号1（大阪北港ヨットハーバー）の物件調書（図面編）です。 

3．設備．設備．設備．設備リストリストリストリスト（大阪北港（大阪北港（大阪北港（大阪北港ヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバー））））    (pdf, 454.19KB) 

物件番号1（大阪北港ヨットハーバー）の設備リストです。 

4．設備等．設備等．設備等．設備等のののの不具合不具合不具合不具合についてについてについてについて    (pdf, 162.67KB) 

物件番号1（大阪北港ヨットハーバー）において、現状不具合の生じている設備等のリストです。 

5．大阪北港．大阪北港．大阪北港．大阪北港ヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバー安全管理要綱安全管理要綱安全管理要綱安全管理要綱    (pdf, 379.26KB) 

大阪北港ヨットハーバーにおける安全管理要綱です。 

6．付．付．付．付属属属属資料資料資料資料2    事業用定期借地事業用定期借地事業用定期借地事業用定期借地権権権権設定契約設定契約設定契約設定契約条条条条項（案）項（案）項（案）項（案）    (pdf, 290.79KB) 

土地の賃貸借契約にかかる契約書案です。実際の契約は公正証書により作成します。 

7．付．付．付．付属属属属資料資料資料資料3    建物等建物等建物等建物等売売売売買契約書（案）買契約書（案）買契約書（案）買契約書（案）    (pdf, 227.21KB) 

建物等の売買契約書案です。本市所有の建物及び付属設備、外溝、本市所有物品等全て現状有姿で引き継いでいただきます。 

8．付．付．付．付属属属属資料資料資料資料3    建物等建物等建物等建物等売売売売買契約書（案）（特記事項）買契約書（案）（特記事項）買契約書（案）（特記事項）買契約書（案）（特記事項）    (pdf, 105.27KB) 

暴力団等に関する特記事項です。建物等売買契約書に添付されます。 

9．．．．様様様様式式式式1    入札入札入札入札参参参参加申加申加申加申込込込込書（書（書（書（PDF版）版）版）版）    (pdf, 115.06KB) 

入札参加申込書です。（PDF版） 

9．．．．様様様様式式式式1    入札入札入札入札参参参参加申加申加申加申込込込込書（書（書（書（ワードワードワードワード版）版）版）版）    (doc, 49.00KB) 

入札参加申込書です。（ワード版） 

10．．．．様様様様式式式式2    誓約書（誓約書（誓約書（誓約書（PDF版）版）版）版）    (pdf, 157.61KB) 

入札参加申込に係る誓約書です。（PDF版） 

10．．．．様様様様式式式式2    誓約書（誓約書（誓約書（誓約書（ワードワードワードワード版）版）版）版）    (doc, 54.00KB) 

入札参加申込に係る誓約書です。（ワード版） 

11．．．．様様様様式式式式3    事業計事業計事業計事業計画画画画書（書（書（書（PDF版）版）版）版）    (pdf, 89.71KB) 

事業計画書です。土地利用計画図を必ず添付してください。（PDF版） 

11．事業計．事業計．事業計．事業計画画画画書（書（書（書（ワードワードワードワード版）版）版）版）    (doc, 32.50KB) 

事業計画書です。土地利用計画図を必ず添付してください。（ワード版） 

11．．．．様様様様式式式式3    事業計事業計事業計事業計画画画画書（見本）書（見本）書（見本）書（見本）    (pdf, 108.70KB) 

事業計画書の見本です。 

PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社の
サイトから Adobe Reader をダウンロード（無償）してください。

このページのこのページのこのページのこのページの作成者作成者作成者作成者・・・・問合問合問合問合せせせせ先先先先 

大阪市港湾局総務部監理調整担当集客施設グループ 

住所: 〒559-0034 住之江区南港北2－1－10 ATCビル ITM棟10階 

電話: 06-6615-7754 ファックス: 06-6615-7719 
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サイトの使い方 サイトの考え方 個人情報の取り扱い 著作権・免責 地図 ホームページ管理者 市やホームページへのご意見  

大阪市役所（本大阪市役所（本大阪市役所（本大阪市役所（本庁庁庁庁）））） 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 

電話: 06-6208-8181（代表） 地図・庁舎案内 

開庁時間: 月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで（土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く） 

Copyright (C) City of Osaka All rights reserved. 

メール送信フォーム 

「大阪北港「大阪北港「大阪北港「大阪北港ヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバーヨットハーバー」」」」条条条条件付一般競件付一般競件付一般競件付一般競争争争争入札入札入札入札実実実実施要領（建物等施要領（建物等施要領（建物等施要領（建物等売売売売却却却却、土地賃貸）、土地賃貸）、土地賃貸）、土地賃貸）へのへのへのへの別別別別ルートルートルートルート 

大阪市事業者の方へ ビジネス情報 大阪港関係 
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