
平成 29 年１月 16 日

独立行政法人都市再生機構

東日本賃貸住宅本部

「UR 賃貸住宅（神奈川エリア）におけるカーシェアリング事業運営者の募集」について

独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部では、団地内駐車場の一部を賃借してカー

シェアリング事業を実施する事業者（運営事業者）を次の要領により募集します。

１ 募集対象物件

神奈川エリアにおいて機構が管理する団地（一部団地を除く）内駐車場を対象とし、運

営期間中は、団地、設置位置、台数及び時期について、事業者と機構の協議により設置し

ていただくことが可能になります。ただし、いずれも機構が空区画を提供できる場合に限

ります。

なお、【別表１】「機構指定団地一覧」に示す団地（以下「指定団地」という）について

は、平成 29 年度中に本事業の運営を開始していただく必要があります。また、当初契約期

間中において【別表２】「機構対象団地一覧」より指定団地を含む７団地以上に導入するも

のとします。

２ 運営事業者決定方法

本募集につきましては、提供していただく内容に係る確実性、優位性等において優れて

いる事業者を選定するために、同内容について提案を募る企画提案競技を実施いたします。

３ 契約期間

   使用開始可能日から平成 32 年 3月 31 日まで

（契約期間が満了する６か月前までに当機構又は賃借人から申し出がない場合は、同

一条件で１年間更新されるものとする。）

４ 参加資格

（１）入札参加申込時点において、カーシェアリング事業の車輛ステーションを 10 か所以

上で運営している実績があること。

（２）経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。

（３）会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、破産法（平成 16 年法律第 75 号）、若しくは

民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用を受けていない者又は会社法(平成 17 年法

律第 85 号)による特別清算を行っていないものであること。



（４）道路運送法第 80 条及び同法施行規則第 52 条の規定等に係る自家用自動車有償貸渡許

可を受けている者であること。

（５）暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。

５ 参加申込の受付

（１）受付日時  平成 29 年１月 16日（月）から平成 29 年１月 24 日(火)

          ※午前 10 時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

（２）申込方法  募集要領に添付された申込書等に必要事項を記入のうえ、所定の資料及

び書類を添付し、あらかじめ提出日時を調整のうえ、当機構まで持参す

ること(郵送、電送等の持参以外の方法による申込みは受付けない)。

６ 申込書類提出先及び本募集に関する問合せ先

   東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 新宿アイランドタワー16階

   独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 経営チーム

    電話 03-5323-4644

以 上



【別表１】機構指定団地一覧（平成29年度中にCS事業の運営を開始する団地）

１　ＵＲ賃貸住宅団地等
駐車場利用料金

/台/月

注1) 各団地における設置台数や駐車場の位置等は、事業者決定後に機構と事業者との間で協議の

上で決定します。この場合、駐車場の空き状況等によっては確保が困難な場合や確保に期間

を要する場合があります。

注2）駐車場の一部区画では幅や高さに制限があります。

注3）駐車場利用料金（平成28年12月現在）は、平面式、自走式等の形態・位置によって金額が

異なります。

注4）都合により指定団地は変更になる場合があります。

以　上

NO. ＵＲ賃貸住宅団地 所在地
(消費税及び地方消費税

相当額を含む。)

1 すすき野 横浜市青葉区すすき野3-6-1 11,772円

2 サンスクエア川崎 川崎市川崎区日進町1 24,624～27,864円

3 新山下ベイシティ 横浜市中区新山3-15 15,660～22,140円

4 木月住吉 川崎市中原区木月住吉町23-3 17,064～19,008円

5 ｱｰﾊﾞﾝﾊｲﾂみぞのくち 川崎市高津区下作延4-22-12 13,392～14,904円

6 サンヴァリエ日吉 横浜市港北区下田町4-1 9,828～12,312円

7 コンフォール高島台 横浜市神奈川区高島台8-1 18,036～22,572円



【別表２】機構対象団地一覧（企画提案における事業実施計画の対象団地）
…指定団地

（神奈川エリア）

1 蒔田 横浜市南区蒔田町伊勢山841-1 36 グリーンスクエア大野台 相模原市南区大野台六丁目5

2 公田町 横浜市栄区公田町740 37 川崎旭町ハイツ 川崎市川崎区旭町一丁目2-5

3 辻堂 藤沢市辻堂西海岸二丁目 38 磯子杉田台 横浜市磯子区杉田坪呑2

4 善行 藤沢市善行団地 39 港北ニュータウンメゾンふじのき台 横浜市都筑区茅ヶ崎南四丁目12

5 相模台 相模原市南区相模台団地 40 新山下ベイシティ 横浜市中区新山下三丁目15

6 睦町 横浜市南区睦町1-15-15 41 ビューコート仏向 横浜市保土ヶ谷区仏向町1037-1

7 鶴が台 茅ヶ崎市鶴ヶ台 42 プラザシティ相模大野 相模原市南区相模大野六丁目23

8 飯島 横浜市栄区飯島町527 43 木月住吉 川崎市中原区木月住吉町23-3

9 左近山 横浜市旭区左近山16-8 44 アーバンハイツみぞのくち 川崎市高津区下作延558

10 上和田 大和市上和田2412 45 コンフォール上倉田 横浜市戸塚区上倉田町259

11 西ひかりが丘 横浜市旭区上白根町891 46 サンヴァリエ日吉 横浜市港北区下田町四丁目1

12 奈良北 横浜市青葉区奈良町2913 47 サンラフレ百合ヶ丘 川崎市麻生区百合丘一丁目17

13 くぬぎ台 横浜市保土ヶ谷区川島町1404 48 ヴェルディール奈良 横浜市青葉区奈良四丁目4-1

14 西菅田 横浜市神奈川区菅田町488 49 コンフォール高島台 横浜市神奈川区高島台8-1

15 下大槻 秦野市下大槻410 50 プロムナード矢部 横浜市戸塚区矢部町321

16 南神大寺 横浜市神奈川区神大寺2-9 51 コンフォール平塚 平塚市浅間町11-1

17 南永田 横浜市南区永田みなみ台2 52 コンフォール生田菅生ヶ丘 川崎市宮前区菅生ヶ丘24

18 すすき野 横浜市青葉区すすき野3-6-1 53 コンフォール鶴間ライラック通り 大和市下鶴間2777-5

19 洋光台西 横浜市磯子区洋光台5-19 54 コンフォールさがみ南 相模原市南区相南一丁目24

20 前田町 横浜市戸塚区前田町67-3 55 コンフォール北原 横浜市神奈川区六角橋6-24

21 天王町 横浜市保土ヶ谷区天王町2-42-2 56 ビーコンヒル能見台イーストプラザ 横浜市金沢区能見台東1-1

22 平塚高村 平塚市高村203 57 コンフォール藤沢 藤沢市藤が岡一丁目1

23 鳶尾 厚木市鳶尾三丁目 58 十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場十四番街 横浜市緑区十日市場町1501-1

24 橋本四丁目 相模原市緑区橋本四丁目11 59 コンフォール小松ヶ丘 横浜市戸塚区下倉田町615-1他

25 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一 横浜市金沢区並木一丁目 60 コンフォール鴨池公園 横浜市都筑区大丸15

26 南永田第二 横浜市南区永田みなみ台3 61 コンフォール相模上原 相模原市南区文京二丁目８番

27 えびな 海老名市中新田二丁目7 62 百合ヶ丘みずき街 川崎市麻生区百合ヶ丘3-21他

28 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二 横浜市金沢区並木一丁目 63 十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場十一番街 横浜市緑区十日市場町1501

29 金沢シーサイドタウン並木三丁目 横浜市金沢区並木三丁目 64 コンフォール茅ヶ崎浜見平 茅ヶ崎市浜見平422-1

30 サニーメゾン平塚 平塚市田村2-9

31 サンスクエア川崎 川崎市川崎区日進町1

32 ロビーシティ相模大野五番街 相模原市南区相模大野四丁目5

33 金沢シーサイドタウン柴 横浜市金沢区柴町367-1

34 星が丘パークランドひよどり台 川崎市多摩区菅北浦五丁目7

35 さがみ野さくら 座間市東原五丁目1

注1) 各団地における設置台数や駐車場の位置等は、事業者決定後に機構と事業者との間で協議の上で決定します。

この場合、駐車場の空き状況等によっては確保が困難な場合や確保に期間を要する場合があります。

注2）駐車場の一部区画では幅や高さに制限があります。

注3）駐車場利用料金は平面式、自走式等の形態・位置によって金額が異なります。

注4）都合により対象団地は変更になる場合があります。

所在地NO. ＵＲ賃貸住宅団地 所在地 NO. ＵＲ賃貸住宅団地
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平成28年度カーシェア資料（神奈川）

平成28年12月
経営チーム
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＜１.＞すすき野
住所：横浜市青葉区すすき野3-6-1

3

●月額利用料金（税込）
・11,772円

●交通
・東急田園都市線・横浜市営地下鉄
「あざみ野」駅バス18分徒歩1分
・東急田園都市線「たまプラーザ」駅
バス16分徒歩1分



4



＜２.サンスクエア川崎＞
住所：川崎市川崎区日進町1

5

●月額利用料金（税込）
・24,624円（屋根無し）
・27,864円（屋根有り）

●交通
JR「川崎」駅徒歩３分



6



＜３.新山下ベイシティ＞
住所：横浜市中区新山下3-15

7

●月額利用料金（税込）
・19,548円（平面式）

●交通
・みなとみらい線「元町・中華街」駅徒歩15分
またはバス9分徒歩1分
・JR・横浜市営地下鉄「桜木町」駅バス18分徒
歩1分



8



＜４.木月住吉＞
住所：川崎市中原区木月住吉町23-3他

9

●月額利用料金（税込）
・19,008円（平面式）

●交通
東急東横線「元住吉」駅徒歩7分



10



＜５.アーバンハイツみぞのくち＞
住所：川崎市高津区下作延4-22-12

11

●月額利用料金（税込）
・14,904円（平面式）

●交通
東急田園都市線「溝の口」駅徒歩12分
JR線「武蔵溝ノ口」徒歩13分



12



＜６.サンヴァリエ日吉＞
住所：横浜市港北区下田町4-1ほか

13

●月額利用料金（税込）
・12,312円（平面式）

●交通
東急東横線「日吉」駅徒歩16分またはバス10
分徒歩1分
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＜7.コンフォール高島台＞
住所：横浜市神奈川区高島台8-1

15

●月額利用料金（税込）
・22,572円（平面式）

●交通
・JRほか「横浜」駅徒歩12分
・東急東横線「反町」徒歩10分
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