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町有財産売却に係る入札説明書
肝付町では、未利用地や遊休地となっている町有地を入札により売却いたします。
購入を希望の方は、下記条件を承諾のうえ、必要書類を期日までに提出していただき、入
札に参加してください。
１

入札に付する事項
町有財産の売却

２ 売却する町有財産
（土地）
物件
番号

1

所在地
肝付町前田 3973 番 2

地

目

地

積

見積価格

宅

地

282.42 ㎡

1,480,000 円

雑種地

334.00 ㎡

1,950,000 円

宅

112.41 ㎡

1,280,000 円

肝付町前田 4915 番 6
2
肝付町前田 4915 番 7
肝付町新富 123 番 6
3

肝付町新富 123 番 13

地

肝付町新富 159 番 7

３

４

売却条件
(１) 現状引渡しとなります。
(２) 落札者は、落札後、町発行の納入通知書により契約金を指定期日までに納付してく
ださい。
(３) 契約締結及び所有権移転登記に必要な諸費用（収入印紙、登録免許税、住民票等）
は全て落札者の負担になります。なお、所有権の移転登記の手続は、契約金が全額納
付されたことを確認後、町が行います。
(４) 名義変更後の所有者は、必ず当該入札参加者（申込者）とします。
(５) 当該物件に隠れた瑕疵があっても、町は一切責任を負いません。

契約に付する条件
契約に際し、次の条件を付しますので事前に確認してください。
（１） 当該物件は、自己の用に供するものとし、所有権移転登記後５年間は所有権を第三
者に移転してはならない。
(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号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれの
ある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するもの
の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転
し、又は当該物件を第三者に貸してはならないこと。
(３) 当該物件を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特殊営業そ

の他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、
所有権を第三者に移転し、又は当該物件を第三者に貸してはならないこと。
５ 欠格事項
次のいずれかに該当する方は、入札に参加することができません。
(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項の規定に該当する
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号又は第６号に該当する者及び警察当局から排除要請を受けている者
(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）
第５条に規定する観察処分の決定を受けた団体又は当該団体の役職員若しくは構成
員
(４) (２)又は(３)に掲げる者から委託を受けた者
(５) 町税等の未納がある者
(６) 肝付町に本件の入札参加申込書等を提出していない者
(７) 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の３第 1 項に規定する公有財産に関
する事務に従事する職員
６

現地説明会
物件について、町主催による現地説明会は実施しませんので、当該物件の境界、都市計
画上の規制等については、必ず各自で直接確認してください。
※ 現地確認の際は、周辺住民へ迷惑をかけないよう十分配慮願います。
（違法駐車、騒音、隣接地への無断立入、工作物類の損壊、ごみの投棄等）
なお、下記の物件について、あらかじめ注意事項を記載します。
（物件番号 1）建物を建築する場合、建築確認申請の前に建築許可の手続きが必要と
なります。また、この物件に入るための道路については、町有地であ
りますが、管理は落札者およびその周辺の関係者で行っていただきま
す。

７

入札参加方法等
入札に参加される方は、次の書類を用意の上、期限までに提出してください。書類は、
町ホームページからダウンロードするか、総務課まで直接取りに来てください。
期限までに必要書類を提出しない方及び提出書類に不備、記載漏れ等がある方は、この
入札に参加することができません。
(１) 提出書類
ア 入札参加申込書
イ 誓約書
ウ 印鑑証明書
エ 身分証明書の写し（※個人で申し込む場合、運転免許証、パスポート等）
※ 入札参加者（落札した場合に当該物件の所有者となる方）の住所及び氏名が
確認できるもの
オ 登記簿謄本の写し（※法人で申し込む場合）
カ 申込者及び課税されている世帯員に係る町税等の滞納がない証明書
(２) 受付期間
平成 29 年１月９日(月)から平成 29 年２月 24 日(金）まで(土・日・祝日を除く。)
※ 持参の場合…午前９時から午後５時まで(正午から午後１時を除く)
※ 郵送の場合…簡易書留郵便で平成 29 年２月 24 日午後５時までに必着

(３) 提出先
肝付町役場（本庁） ２階 総務課 管財係
※ 電話、ＦＡＸ及びインターネットによる申込みは受け付けません。
８

入札の日時及び場所
(１) 日時
平成 29 年３月１日（水） 午前 10 時から（時間厳守）
※ 郵送による入札は認めません。
(２) 場所
肝付町役場 第２会議室（２階）

９

入札当日に必要な書類等
入札当日は、次の書類等を用意の上、会場まで持参してください。
(１) 入札書（※町指定様式）
(２) 委任状（※町指定様式。本人以外の方が代理で参加される場合のみ必要）
(３) 入札書に押印した印鑑及び筆記用具
(４) 契約保証金
※ 落札した場合は、契約金額の 10％以上の額を入札終了後、契約日までに納付
していただきます。ただし、契約金全額を契約日までに納入する場合は不要です。
契約保証金は、売買代金の残代金を納付した時に、売買代金の一部に充当します。

10

入札方法
(１) 入札は、物件番号順に１件ずつ行います。
(２) 入札書は町指定の様式を使用してください。
(３) 入札書には見積もった金額を記載してください。
(４) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出してください。
なお、委任状は入札ごとに必要です。（複数の入札に参加する場合、委任状もそれ
ぞれ作成する必要があります。）
(５) 入札書を入札箱に投かんした後は、変更及び取消しはできません。
(６) 入札保証金は不要です。

11

落札者の決定
(１) 開札を行い、見積価格以上で、かつ、最高額で入札された方を落札者とします。
なお、同じ価格が２人以上いる場合は、くじにより落札者を決定いたします。
(２) 落札者が決定しない場合は、再々入札まで行います。

12

入札の無効
次のいずれかに該当する入札は無効となりますので、注意してください。
(１) 入札参加資格がない者による入札
(２) ２以上の入札書による入札
(３) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札
(４) 入札金額以外の記載事項が押印を付さずに加除訂正されている入札書による入札
(５) 入札書の記載事項が明確でない入札書による入札
(６) 入札者の住所、氏名及び押印がない入札書による入札
(７) 記載した文字を容易に消字することができる筆記用具を用いて記載した入札書に
よる入札

(８) その他入札条件に違反したと認められる者による入札
13

14

15

16

異議申立て等の禁止
入札参加者又はその代理人は、落札者決定後はこの説明書、入札説明等の内容の不明確
を理由として異議申立てを行うことはできません。
契約書の締結
平成 29 年３月 10 日（金）までに町作成の契約書により契約を締結していただきます。
契約金の納付
入札終了後、契約日までに契約保証金（契約金額の 10％以上）を納付していただき、
平成 29 年３月 17 日（金）までに町発行の納入通知書により契約金を全額納付してくださ
い。指定期日までに納付しなかった場合は、契約は無効となり、契約保証金は肝付町に帰
属します。
なお、契約日までに契約金全額を即納することも可能です。この場合、契約保証金は不
要です。
引渡し
契約金の納入を確認後、現状のまま引き渡します。

17

所有権移転登記
契約金の納入を確認後、町において所有権移転登記の手続を行います。なお、当該手続
に必要な諸費用（収入印紙、登録免許税、住民票等）は、全て落札者の負担となります。

18

その他
(１) 入札参加のために提出された書類等に記載された個人情報は、入札事務のみに使用
し、その他の目的には一切使用いたしません。ただし、入札参加資格確認のため、必
要に応じて警察当局へ情報提供する場合があります。
(２) 入札参加のために提出された書類等は、いかなる理由を問わず返却しません。
(３) この入札に関し、質問、不明な点等がありましたら、平成 29 年２月 17 日（金）午
後５時までに下記まで問合せください。

【問合せ先】 肝付町役場

総務課

管財係

（電話）0994-65-2511

