
平成２７年度

町有地売払いのご案内

申込書の提出・お問い合わせ先

当麻町役場 建設水道課 管理係

TEL ０１６６－８４－２１１１ 内線１５４・１５６

FAX ０１６６－８４－４８８３
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土地売払い（一般競争入札）の流れ

入札参加申込み 平成２７年 ９月１６日（水）午後５時までに提出。

入札参加申込書を提出する前に、必ず現地を確認してくださ

い。

申込書の提出は、建設水道課管理係まで直接持参して下さ

い。郵送、電話、ＦＡＸ及び電子メール等によるものは、受

け付けません。

入札保証金納付 事前に予定価格の５％（505,000 円）を最寄りの金融機関か

ら町指定口座へ振り込んでいただきます。

入札保証金は入札後指定された口座へ振り込み致します。

ただし、落札者の入札保証金は契約保証金に充当します。

入札実施 平成２７年１０月 ２日(金)午後１時３０分

  (場所：当麻町役場２階 第２審議室)

予定価格以上で最高金額の入札者を落札者とします。

契約保証金納付 契約金額の１０％以上を契約締結の前に納めていただきま

す。

契約締結 落札日から７日以内に契約を締結していただきます。

契約書に貼付する収人印紙は、落札者の負担になります。

売買代金納付 契約締結日から６０日以内に納めていただきます。

所有権移転登記 所有権は、売買代金の支払いが完了したときに移転します。

登記の手続きは、売買代金の納付を確認後、町が行います。

所有権移転登記に必要な「登録免許税」は、落札者の負担に

なります。

土地の引渡し 現地において境界を確認後、現状のまま土地を引き渡しま

す。
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１ 売払い方法

一般競争入札による売払い。

この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。（１２ページ）

※一般競争入札による売払いとは、複数の申込者が価格を競い合い、町があらか

じめ定めた価格（予定価格）以上で最も高い価格で入札した方と契約する方法

です。

２ 入札参加資格

  個人、法人を問わず、どなたでも参加できますが、本物件を購入し、事務所又
は店舗（いずれも住宅併用も可とする）を建築して営業を行う予定のある者とし

ます。ただし、次のいずれかに該当する方は参加できません。

（1）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４第１項及び第２項各

号に掲げられた者

（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項に定める暴力団又はその暴力団員並びに暴力団関係事業者、同法第３条

及び第４条による指定を受けた指定暴力団並びにその暴力団員

（3）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）

に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員

（4）市町村民税等の滞納者

（5）転売目的、不動産投機、不動産取引等営利を目的とする者

地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）抜粋

第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいず

れかに該当する者を参加させることができない。

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一項各号に掲

げる者

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められる

ときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理

人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関し

て不正の行為をしたとき。

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不

正の利益を得るために連合したとき。

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げ

たとき。

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき

過大な額で行つたとき。

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は

契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
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３ 売払い物件

所在地（登記簿地番） 地目 面積（㎡） 予定価格 備考

当麻町

3条東3丁目

1660 番地 8

1660 番地 13

1660 番地 26

宅地 813.13 10,082,000 円

※１筆毎の売買は行いません。

※物件の引渡しは現状のままで行ないます。

４ 入札参加申込方法

（1）提出書類

  ① 入札参加申込書（町ＨＰから印刷又は､１２ページを使用ください。）

  ② 誓約書（町ＨＰから印刷又は､１３ページを使用ください。）

  ③ 町内の個人・法人の場合 → 個人情報目的外使用に関する同意書

    町外の個人・法人の場合 → 市町村民税の納税証明書

  ④ 身分を証する書類（発行後３ヶ月以内のもの）

    ・個人の場合：住民票の写し

           印鑑登録証明書

    ・法人の場合：登記事項証明書又は履歴事項全部証明書

           役員名簿（役職・氏名・生年月日・住所のわかるもの）

           法人代表者の印鑑登録証明書（法務局発行のもの）

（2）申込書提出場所

当麻町役場 建設水道課 管理係（本庁舎１階）

申込書の提出は、提出場所に直接持参して下さい。

郵送、電話、ファックス及び電子メール等によるものは、受け付けません。

※ 入札参加申込書を提出する前に、必ず現地を確認してください。

（3）申込書提出期限

   平成２７年 ９月 ２日（水）～ 平成２７年 ９月１６日（水）

    午前９時～午後５時まで（ただし、土・日曜日・祝日を除く）

    ※ 期限までに入札参加申込書を提出しない方又は競争入札参加資格がな

いと認められた方は、この競争入札に参加することができません。

（4）その他

① 入札申込書受理後に、入札参加申込書受理書、入札保証金振込証明書兼還

付請求書、入札書及び委任状等をお渡し致します。

② ２名以上の共有名義で申込むこともできます。（持分割合を明記して下さ

い。）
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５ 入札保証金の納付

（1）入札に参加される方は、入札日の前日までに入札保証金（予定価格の５％の

金額※下記参照）を最寄りの金融機関から下記の町指定口座へ振り込んでいただ

きます（千円末満切り上げ）。なお、振込手数料は振込人のご負担となります。

（2）入札保証金は、落札者以外の方には、入札終了後、指定された口座へ振り込

み（返金）致します。

（3）落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当するものとします。

（4）入札保証金には利息を付しません。

６ 入札実施日時・場所

（1）入札実施日時

    平成２７年１０月 ２日（金）  午後１時３０分

    ※入札当日の受付は、入札開始時刻の３０分前から行います。

（2）入札実施場所

    当麻町役場 本庁舎２階 第２審議室 （当麻町３条東２丁目１１番１号）

７ 入札当日に持参するもの

① 入札参加申込書受理書（申込み時にお渡ししたもの。）

  ② 入札書（入札用封筒に入れて持参してください。）

  ③ 実印（共有名義の場合は全員の実印）

   （代理人が入札する場合は、代理人が使用する印鑑）

④ 入札保証金振込証明書兼支払請求書（口座振込の領収書の写し（コピー）を

貼付したもの）

⑤ 委任状（代理人の方が入札される場合のみ）

⑥ 筆記用具（黒万年筆又は黒ボールペン）

⑦ 本書（「町有地売払いのご案内」）

●指定口座   金融機関名  北洋銀行当麻支店

口座種目   普通口座
         口座番号   １３９１

         口座名義人  当麻町会計管理者（ﾄｳﾏﾁｮｳｶｲｹｲｶﾝﾘｼｬ）

●振り込み期日  平成２７年１０月 １日（木）

●入札保証金   ５０５，０００円



- 6 -

８ 入札方法等

（1）代理人による入札

① 代理人により入札する場合は、委任状を提出していただきます。

  ② 共有名義で申し込む場合で代表者が入札を行う場合は、代表者への委任が必

要となります。入札の際に委任状を提出してください。

（2）入札保証金振込証明書兼還付請求書の提出

    入札保証金を納付した証明として口座振込みした領収書の写し（コピー）を

入札保証金振込証明書兼還付請求書の裏面に貼付するとともに、落札者以外の

方には、入札終了後、入札保証金を指定された口座へ振り込みしますので、必

要事項を記人のうえ入札当日に提出していただきます。

（3）無効な入札

次のいずれかに該当する入札は、無効とします。

① 入札に参加する資格のない者がした入札

② 同一の入札において同一人がした２つ以上の入札（代理の場合も含む。）

③ 委任状を提出しない代理人のした入札

④ 指定した入札保証金に達しない者の入札

⑤ 不正行為による入札

⑥ 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確な入札

⑦ 記名押印を欠く入札及び金額を訂正した入札

⑧ 入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱した者の入札

⑨ 本書の条件に違反した入札

⑩ 予定価格に満たなかった額での入札

（4）失格

   入札の開始時に入札会場に本人又は代理人が出席していない場合は失格とし

ます。

（5）開札

   開札は、入札会場において、入札の終了後直ちに、入札者又はその代理人の立

会いのもとで行います。

   開札の際には入札者の氏名（法人の場合は名称）及び入札者ごとの入札金額を

読み上げます。

   開札の結果、落札者があるときは、落札者の氏名（法人の場合は名称）及び落

札金額を、入札会場において宣告します。

（6）落札者の決定

   落札者は、次の方法により決定します。

  ① 有効な入札を行った方のうち、町が定める予定価格以上で、最高の金額で入

札された方を落札者とします。

  ② ①に該当する方が２人以上いる場合は、直ちにくじ引きによって落札者を決

定します。この場合、入札者はくじ引きを辞退することはできません。
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（7）その他注意事項

   提出した入札書は､いかなる理由があっても､書換え､引換え又は撤回すること

はできません。

   入札を公平に執行することができないなど、特別の事情があると認めるときは、

入札の執行を延期し、又は取り止めることがあります。

９ 契約に当たって付する条件

本物件は、現状有姿で引渡しを行いますが、当麻町の中心市街地に位置するた

め商業地区としてさらなる発展を期して、売買契約には次の特約を付しますので買

受人にはこれらの定めに従っていただきます。（買戻し特約有）

（1） 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項に定める暴力団その他反社会的団体並びにその構成員がその

活動のために利用するなど、公序良俗に反する使用はできません。

（2） 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１

２２号）第２条に定める風俗営業等及びその他これらに類する業への使用は

できません。

（3） 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）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員による使用

はできません。

（4） 転売若しくは第３者への貸付けを目的とした使用はできません。

（5） 売買物件を、事務所又は店舗（いずれも住宅併用も可とする）の用に供さ

なければなりません。

また、売買契約を締結した日から起算して３年を経過するまでの間に、事

務所又は店舗の用に供するための工事に着手し、売買契約を締結した日から

起算して５年を経過するまでの間に事務所又は店舗の用に供さなければな

りません。

10 売買契約の締結

（1） 契約書は１０～１１ページのとおりです。充分に内容をご確認ください。

（2） 落札者に契約書をお渡しします。落札日から７日以内に記名、押印、印紙

貼付のうえ、当麻町役場建設水道課に提出してください。

   ※ 必ず「落札者」名義で契約締結してください。

     契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担となります。

（3） 落札日から７日以内に落札者が契約を締結しない場合、当該落札は効力を

失います。また、その際には入札保証金は町に帰属することになりますので、

ご注意ください。
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11 契約保証金

（1） 契約締結の前に、契約金額の１０％以上の金額（円末満切り上げ）を契約

保証金として納めていただきます。ただし、売買契約締結時までに売買代金

を全額納める場合は必要ありません。

（2） 落札者が納めた入札保証金は契約保証金に充当します。

12 売買代金の納入

（1） 売買代金の納入は、次のいずれかの方法となりますので、落札後に申し出

て下さい。

① 契約の締結時までに、売買代金の全額を納める方法

     入札前に納められた入札保証金は、売買代金の一部に充て、売買代金との

差額を納めていただきます。

② 契約保証金を納め、その後売買代金を納める方法

    売買契約の締結（平成２７年１０月 ８日（木）期限）までに契約保証金

を納め、契約締結日から６０日以内に残金（売買代金から入札保証金及び契

約保証金を除いた差額）を納めていただきます。

（2） （1）のいずれの方法による場合も町指定金融機関の口座へ振り込みしてい

ただきます。

（3） 売買代金の分割納付はできません。

（4） （1）－②の方法を選択し、期限までに売買代金が納められない場合は、当

該契約を解除の上、契約保証金は違約金として町に帰属することになります

ので、ご注意ください。

13 所有権の移転等

（1）売払物件の所有権は、購入者が残金を完納したときに移転します。

（2）所有権移転登記の手続きは、残金の納付を確認後、町が行います。

（3）登記に必要な「登録免許税」は、落札者の負担となります。

（4）売払物件は、所有権移転後、現地で境界を確認して引き渡します。

（5）売払物件の引渡しは、現状有姿のまま行います。

14 その他

本書に定めのない事項は、地方自治法、地方自治法施行令、当麻町財務規則の定め

るところによって処理します。
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15 売払い日程

項目 期間 時間 場所等

案内書配布
平成２７年９月２日（水）～

但し、土日祝日は除く

午前９時～

午後５時

申込期間

平成２７年９月２日（水）

～平成２７年９月１６日（水）

但し、土日祝日は除く

午前９時～

午後５時

入札保証金

納入期限
平成２７年１０月 １日（木）

当麻町指定金融

機関

入札日 平成２７年１０月 ２日（金） 午後1時30分
当麻町役場２階

第２審議室

売買契約

締結期限

（契約保証金期限）

平成２７年１０月 ８日（木） 午後 5時まで
当麻町役場

建設水道課

売買代金

納付期限
契約締結日から 60日以内

当麻町指定金融

機関


