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普通財産の一般競争入札による売却処分公告 

公 告 第 ８ 号 

令和５年２月２７日 

 

 下記の市有財産の売却処分について次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和22年政令第16号）第167条6およびみやま市普通財産売払事務取扱要綱第5条の規

定に基づき公告する。 
 

みやま市長  松嶋 盛人    

 

記 

 

1 一般競争入札に付する売払い物件（物件番号１） 

 

所 在 地 
地

目 

地 積 予定価格

(円) 公 簿 実 測 

みやま市瀬高町小川字樋口1232番1 宅地 3,993.33㎡ 3,993.33㎡ 

50,286,000円 

みやま市瀬高町小川字樋口1232番5（仮） 

※登記手続き中 
宅地 

実測で 

登記手続き中 
69.85㎡ 

みやま市瀬高町小川字樋口1232番2 宅地 
実測で 

登記手続き中 
821.10㎡ 

みやま市瀬高町小川字樋口1245番1 宅地 109.37㎡ 109.37㎡ 

みやま市瀬高町小川字土穴1248番1 宅地 891.54㎡ 891.54㎡ 

みやま市瀬高町小川字土穴1253番5 宅地 40.57㎡ 40.57㎡ 

みやま市瀬高町小川字土穴1253番6 宅地 46.45㎡ 46.45㎡ 

みやま市瀬高町下庄字樋口2418番1 宅地 161.34㎡ 161.34㎡ 

みやま市瀬高町下庄字樋口2418番10 宅地 567.77㎡ 567.77㎡ 

合計 6,701.32㎡ 6,701.32㎡ 
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※契約上の特約に記載のとおり、落札物件を宅地造成し、複数区画分譲し、居住用の住宅

用地として売却する以外の用途で使用することはできない。 

※「予定価格」とは最低売却価格であり、この金額以上の入札額を有効とする。 

 

2 参加資格に関する事項 

  一般競争入札に参加できる者は、宅地造成し、複数区画分譲し、居住用の住宅用地と

して売却できる者で宅地建物取引業法第 3条に規定する免許を持つ個人又は法人とする。 

ただし、次に掲げる者は、入札に参加することができない。 

また、代理人としても参加することができない。 

 (1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない

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

から第4号まで及び第6号に該当する者又は法人の役員等が法第2条第6号に規定する

暴力団員である者 

 (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

条による観察処分を受ける団体及びその関係者 

 (4) 市の行った普通財産の売払いに関し、一般競争入札の公正な競争を妨げた者又は公

正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために談合した者で、その事実が

あった日から2年間が経過していない者 

 (5) 市の行った普通財産の売払いに関し、落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を

履行することを妨げた者で、その事実があった日から2年間が経過していない者 

 (6) 市の行った普通財産の売払いに関し、正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

及び正当な理由がなくて契約の締結をしなかった者で、その事実があった日から2年

間が経過していない者 

 (7) 市町村税の滞納者 

 

3 「一般競争入札による普通財産(土地)売払実施説明書」の配布及び契約条項を示す場所 

  みやま市瀬高町小川5番地  みやま市役所 本庁舎3階 契約検査課 

 

4 入札参加申込書の受付 

  入札参加希望者は、次の書類を提出すること。 

 (1) 入札参加申込書兼同意書 

 (2) 個人の場合は身分証明書（本籍地の市町村役場で発行）及び住民票、法人の場合は

登記事項証明書（現在事項全部証明書） 

(3)  宅地建物取引業法第3条に規定する免許証の写し 

 (4) 市町村税の納税証明書 

（5） 印鑑登録証明書 

（6） 役員等調書及び照会承諾書 

（7） 上記(1)～(6)の書類のほか、必要な書類を求めることがある。 
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   受付期間 令和5年2月27日～令和5年4月6日(閉庁日を除く。) 

   受付時間 午前8時30分～午後5時 

   受付場所 みやま市役所 本庁舎3階 契約検査課 

  ※申請書は、持参又は郵送されたものを受付する。 

  ※(2)、(4)、(5)は発行後3箇月以内のもの 

 

5 現場説明について 

  現場説明会は行わない。 

 

6 入札及び開札の日時・場所 

 (1)入 札 日 令和5年4月24日    受 付 午前9時30分～午前10時00分 

                  入 札 午前10時30分～ 

開  札 入札書提出後 

（2）入札場所 みやま市役所 本庁舎4階 中会議室 

                      

7 入札日の持参品等 

(1)入札参加資格審査結果通知書 

(2)入札書 

(3)入札保証金（現金、小切手、口座振込にて納付済を証するもの） 

(4)入札保証金等納付書 

(5)筆記用具 

(6)委任状（委任する場合） 

(7)入札参加者の本人確認ができるもの（運転免許証等） 

 

《落札者以外が入札終了後提出するもの》 

(8)入札保証金還付請求書（入札保証金払戻用） 

(9)領収書（入札保証金払戻用。現金及び小切手で納付された場合） 

 

8 入札の無効 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 (1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札 

 (2) 委任状を持参しない代理人のした入札 

 (3) 所定の入札保証金を納付又は入札保証金の納付に代わる担保を提供しない者のし

た入札 

 (4) 記名押印を欠く又は必要事項の記載のない入札 

 (5) 金額の記載がない又は金額を訂正した入札 

 (6) 入札書に金額の記載がないとき又は必要事項の記載がないとき 

 (7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

 (8) 明らかに談合によると認められる入札 

  (9)  同一事項の入札について、２通以上の入札書を提出したとき 

 (10) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 
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9 入札保証金 

 (1)現金及び小切手の場合  

   入札者は、入札の際、入札保証金として入札価格の 100分の 5以上の現金又は銀行

が振出し若しくは支払保証をした小切手を提出する。 

落札者以外の入札保証金は、直ちに本人に返還する。落札者には、契約締結後返還

する。ただし、入札保証金は契約保証金に充当することができる。なお、入札保証金

には利息を付さないものとする。 

(2)口座振込の場合 

入札者は、入札参加申込受付後、令和 5年 4月 21日（金）までに、入札保証金とし

て入札価格の 100分の 5以上をみやま市の指定口座へ口座振込にて納付する。指定口

座は入札参加申込受付後に案内し、振込手数料は、入札者の負担とする。 

入札保証金は、落札者以外は入札終了後、落札者には契約締結後、指定する金融機

関の預金口座へ振り込む方法により返還する。なお、返還には１月程度時間を要する。 

ただし、落札者は、入札保証金は契約保証金に充当することができる。なお、入札

保証金には利息を付さないものとする。 

 

10 落札者の決定方法 

  入札価格が市の予定価格以上で、かつ、最高価格による入札者を落札者とする。ただ

し、落札者となる同価格の入札者が2以上あるときは、直ちに当該入札者らによるくじに

よって落札者を決定する。なお、くじは辞退できない。 

 

11 売買契約の締結 

 (1)売買契約の締結にあたってはみやま市議会の議決を要するため、仮契約を締結し、議

決による承認を経て本契約の締結となる。この際、別に契約書は作成せず、仮契約書を

もって本契約書とする。 

みやま市議会において可決が得られないときは、仮契約は無効とする。この場合、契

約保証金は返還する。また、みやま市は契約に係る入札者の一切の損害の賠償を行わな

い。 

落札者は、令和5年5月11日（木）までに、仮契約書を提出しなければならない。 

 (2)仮契約は、入札書に記載された名義で行う。 

(3)仮契約の締結に必要な費用は落札者の負担とする。 

(4)期間内に仮契約書の提出がない場合は、落札は無効となり、入札保証金の返還は行わ

ない。 

 

12 契約保証金 

  落札者は、契約確定の日から10日以内に契約金額の100分の10以上の現金又は銀行が振

出し若しくは支払保証をした小切手、みやま市の指定した口座へ口座振込のいずれかの

方法により納付する。契約保証金を、小切手以外の方法で納付した場合は、売買代金の

一部に充当することができる。なお、契約保証金には、利息を付さないものとする。 
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13 売買代金の納入及び所有権の移転 

  落札者は、本契約締結後30日以内に売買代金を一括して納入する。所有権移転の登記

は、代金の納入後みやま市が行い、所有権の移転及び買戻し特約の登記の費用（登録免

許税等）及びその他契約に係る費用は、すべて落札者の負担とする。 

  ただし、落札者が期日までに売買代金を完納しないとき、又は落札者が契約を破棄し

たときは、契約を解除し、契約保証金の返還は行わない。 

 

14  契約上の特約等  

  売買契約書において次の特約を付す。 

 (1)公序良俗に反する使用用途の制限 

① 落札者は、売買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項に定める風俗営業及び同条第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施設の用に供することはできない。 

②売買物件は、暴力団関係施設その他周辺住民に不安及び不快感等生活環境に著しく

影響を与える施設の用に供することはできない。 

(2)土地の用途に関する制限 

    落札物件を宅地造成し、複数区画分譲し、居住用の住宅用地として売却する以外の用

途で使用することはできない。ただし、定住促進に寄与する用途で市長が特に認めた

場合は，この限りでない。 

また、所有権移転の日から5年以内に住宅用地として売却を開始しなければならな

い。なお、賃貸住宅としての用途での使用は不可とする。 

 (3) 落札者がやむを得ない事情により売買物件を処分する必要が生じた場合は、事前に

市と協議を行い、市の許可を得た後、前各項の条件を付して処分しなければならない。 

(4) 落札者が、上記（1）～（3）の前各項の条件に違反した場合は、みやま市は無条件

で売買物件を買い戻しできることとし、所有権移転の日から5年間（以下「指定期間」

という）買い戻し特約を設定する。買戻し特約の登記は、所有権移転登記時に付記する。 

   なお、市が買い戻した場合は、落札者の費用負担において、原形復旧のうえ、みやま

市へ返還を行う。ただし、みやま市が原状に復すことが適当でないと認めたときは、こ

の限りでない。また、売買代金には利息等は付さない。 

  所有権移転の日から5年間が経過し、落札者が前各項の条件に違反した事実がないと

みやま市が認めたとき買戻し特約を抹消する。この抹消の登記は落札者が行い、登記に

要する費用は落札者の負担とする。なお、契約締結の日から5年を経過しないうちに落

札者からみやま市に買戻し特約の抹消にかかる申し出があり、その理由を正当と認める

ときは買戻し特約を抹消することができる。 

売買物件の買い戻しについて、みやま市がやむ得ないと認める場合や、落札者の責に

帰さない事由による場合は、この限りではない。 

 (5) 落札者が上記（1）～（3）の条件に違反したときは、売買代金の100分の30の違約

金を支払わなければならない。また、契約を解除する場合がある。 

 

15 実地調査条件 

  指定期間中、契約条件の履行状況を把握するため、市は随時実地調査を行い、又は買
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受者に必要な報告を求めることができる。 

  実地調査条件に違反した場合は、買受者は1回につき売買代金の100分の10の違約金を

支払わなければならない。また、契約を解除する場合がある。 

 

16 その他の注意事項 

(1)物件の引渡しは現状有姿のままで行うため、必ず事前に現地の状況等を確認し、都市

計画法・建築基準法等、法令に基づく制限等も調査確認を行うこと。敷地内に存在する

工作物等においてもそのままの引渡しとなる。土地の利用制限等についても、あらかじ

め各自で関係機関に確認すること。物件調書等の資料と現況が相違する場合、現況優先

とする。 

（2）物件の敷地内（地中を含む）にごみ、ガラ、砕石、樹木、切株、雑草及び埋設物等が

存在していた場合、これらの撤去、伐採及びその費用負担等について、みやま市は対応

しない。 

（3）物件の敷地内にある電柱及び上空の電線等の移設等が必要な場合、落札者において各

設置者と協議を行う。また、各設置者との協議の結果、移設等にかかる費用が生じる場

合は落札者の負担となる。 

（4）物件の土地利用に関し、隣接地権者及び周辺住民等との協議については、市は対応し

ない。 

（5）落札者は、売買契約締結後、落札物件に種類・品質、数量、その他に関して売買契約

書の内容に適合しない状態であることを発見しても、追完の請求、売買代金の減額若し

くは損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 

（6）落札者が、売買契約書に定める義務を履行しないために、市に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。 

（7）地盤調査、地質調査、土壌汚染調査、地下埋設物及び越境物等の調査は実施していな

い。必要な場合は、所有権移転後に買受者が行うこと。また、所有権移転後の調査の結

果、地盤改良の必要性、土壌汚染、地下埋設物及び越境物等が発見された場合でも、み

やま市は一切の責任を負わない。 

（8）物件の利用にあっては、地元自治会等周辺住民への積極的な情報提供に努めるととも

に、周辺住民には誠意をもって対応すること。 

（9）「予定価格」は、売却条件を考慮して算出しているため固定資産税の評価額とは異な

る。 


