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〇おいらせ町公有財産売却の流れ 

 

おいらせ町公有財産の売却は、一般競争入札方式により最低売却価格以上で最も高い価

格で入札された方に売却します。 

 

 公告日  令和２年１０月１日（木） 

 

 入札参加の申し込み ・・・入札案内書１２ページ 

    受付期間  令和２年１０月１日（木） 午前９時００分から 

          令和２年１１月１３日（金） 午後５時００分まで（必着） 

     ・必ず所定の様式を使用してください。 

     ・郵送の場合は、必ず『特定記録』『簡易書留』『一般書留』いずれかにより提

出してください。 

・持参の場合、受付場所は下記のとおりです。 

       受付場所：おいらせ町財政管財課(本庁舎２階) 

       受付時間：午前９時００分から午後５時００分まで 

            （土曜日・日曜日・祝日の閉庁日を除く） 

 入札保証金の納付  ・・・入札案内書１３ページ 

     ・各金融機関から指定口座に振り込んでください（インターネットバンキング

を除く。）。 

     ・入札保証金は入札金額の５％以上（円未満切上げ）の金額となります。 

 入札関係書類の作成  ・・・入札案内書１４ページ 

     ・必ず所定の様式を使用してください。 

     ・作成にあたっては、「入札書等記載例」をよくお読みください。 

入札(入札関係書類の提出)  ・・・入札案内書 １４ページ 

    受付期間  令和２年１０月１日（木） 午前９時００分から 

          令和２年１１月２０日（金） 午後５時００分まで（必着） 

・郵送する際は、必ず『特定記録』『簡易書留』『一般書留』いずれかにより提

出してください。 

     ・持参の場合、受付場所は下記のとおりです。 

       受付場所：おいらせ町財政管財課(本庁舎２階) 

       受付時間：午前９時００分から午後５時００分まで 

            （土曜日・日曜日・祝日の閉庁日を除く） 

 開札  ・・・入札案内書１６ページ 

    日時  令和２年１１月２５日（水） 午前９時から 

    場所  おいらせ町役場本庁舎２階 ２０３会議室 

     ・入札参加者の出席者はできません。 

     ・開札結果は、おいらせ町ホームページにおいて、開札当日の午後４時頃に公

表します。 
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     ・電話による結果照会は、開札日の翌日以降の対応となります。 

      （落札者名はお答えしません） 

 契約の締結  ・・・入札案内書１７ページ 

    契約期限  落札決定の日から１０日以内 

     ・落札者は期限までにおいらせ町と契約を締結します。 

なお、契約を締結しない場合は落札者としての地位を失うこととします。 

     ・契約締結の履行に関して必要な費用は、落札者の負担となります。 

 売買代金の支払い  ・・・入札案内書１７ページ 

     ・契約締結時に全額支払う方法と、契約の際に売買代金の５％以上の契約保証

金を納付し、指定期日までに残額を支払う方法があります。 

     ・売買代金の支払いまたは契約保証金の納付は、各金融機関から指定口座に振

り込んでください（インターネットバンキングを除く。）。 

 所有権の移転  ・・・入札案内書１８ページ 

     ・所有権移転登記の手続きは、おいらせ町が行います。 
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〇入札説明書 

 

１．売却物件  

  売却物件は次のとおりです。 

所 在 地 青森県上北郡おいらせ町向山三丁目３番３７３ 

区 分 土地・建物・工作物・立竹木【現況有姿】 

現況地目(登記地目) 宅地（宅地） 

数 量 

土 地：１,１２５.９０㎡ 

建 物：建築面積 ３３６.２９㎡ 

    延床面積 ３２９.６８㎡ 

工作物：プレハブ・遊具・ネットフェンス・門 他 一式 

立竹木：一式 

建 築 時 期 平成１０年１月７日 

用 途 地 域 都市計画区域外 

建ぺい率／容積率 －／－ 

最低売却価格(円) ２，８１０，０００円 

※ 上記売却物件については、入札中止となる場合があります。その場合、入札参加

に要した費用（調査費等）の補償はできませんのであらかじめご了承願います。 

 

２．入札参加者の資格  

  次に掲げるもの以外の方であれば、どなたでも参加できます。 

（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号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団

的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団

体をいう。 

 

（２） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当するもの。 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第１６７条の４ 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３年法律第７７号)
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第３２条第１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３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２３４条の２第１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。 

 

（３） おいらせ町競争入札参加資格業者指名停止要領（平成２９年告示第４９号）第

２条第１項、第３条、第４条第１項の規定に該当するもの。 

（指名停止） 

第２条 町長は、有資格業者が別表１及び別表２の各号（以下「別表各号」という。)

に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該有資格業者について、情状

に応じて当該各号に定めるところにより期間を定めて、指名停止を行うものとす

る。 

（下請負人に対する指名停止） 

第３条 町長は、前条第１項の規定により元請負人について指名停止を行う場合に

おいて、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人がある

ことが明らかになったときは、当該下請負人について、当該元請負人の指名停止

の期間の範囲内において情状に応じて期間を定めて、指名停止を併せ行うものと

する。 

（共同企業体に対する指名停止） 

第４条 町長は、共同企業体が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると

きは、当該共同企業体について、情状に応じて当該各号に定めるところにより期

間を定めて指名停止を行うほか、当該共同企業体の構成員である有資格業者（明

らかに当該共同企業体の指名停止について責めを負わないと認められる者を除

く。）について当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて

期間を定めて、指名停止を併せ行うものとする。 
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別表１（第２条、第４条―第９条、第１２条、第１４条関係） 

工事請負契約及び建設関連業務委託契約に係る措置基準 

措置要件 期間 

(虚偽記載) 

1 町の発注する建設工事、建設関連業務委託(以下「工事等」という。)

の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資

格審査申請書その他の入札前の提出資料に虚偽の記載をし、契約の

相手方として不適当であると認められるとき。 

(過失による粗雑工事) 

2 町と締結した請負契約に係る工事(以下「町発注工事」という。)の

施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵

が軽微であると認められるときを除く。)。 

3 町内における工事で町発注工事以外のもの(以下「一般工事」とい

う。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、

瑕疵が重大であると認められるとき。 

(契約違反等) 

4 第 2 号に掲げる場合のほか、工事等の履行に当たり、契約に違反

し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 

5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったた

め、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なもの

を除く。)を与えたと認められるとき。 

6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、

公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合に

おいて、当該事故が重大であると認められるとき。 

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 

7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適当であったた

め、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 

8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、

工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事

故が重大であると認められるとき。 

(贈賄) 

9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の

容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を

有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含

む。以下「代表役員等」という。) 

(2) 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営

業所(常時工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表す

る者で(1)に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) 

(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」

という。) 

10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が他の公共機関の職員に対して

行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起

されたとき。 

(1) 代表役員等 

(2) 一般役員等 

(3) 使用人 

(独占禁止法違反行為) 

11 業務に関し独占禁止法第 3条又は第 8条第 1号に違反し、公正取

 

当該認定をした日から

1箇月以上 6箇月以内 

 

 

 

当該認定をした日から

1箇月以上 6箇月以内 

 

当該認定をした日から

1箇月以上 3箇月以内 

 

 

当該認定をした日から

2週間以上12箇月以内 

 

当該認定をした日から

1箇月以上 6箇月以内 

 

当該認定をした日から

1箇月以上 3箇月以内 

 

 

当該認定をした日から

2週間以上 4箇月以内 

当該認定をした日から

2週間以上 2箇月以内 

 

 

当該認定をした日から 

 

12箇月 

 

 

9箇月 

 

 

6箇月 

 

当該認定をした日から 

 

 

9箇月 

6箇月 

3箇月 

 

当該認定をした日から
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引委員会による刑事告発、排除措置命令若しくは課徴金納付命令が

なされたとき、又は代表役員等、一般役員等若しくは使用人(以下「有

資格者関係者」という。)が逮捕されたとき(次号に掲げる場合を除

く。)。 

12 工事等に関し、独占禁止法第 3条又は第 8条第 1号に違反し、公

正取引委員会による刑事告発、排除措置命令若しくは課徴金納付命

令がなされたとき、又は有資格者関係者が逮捕されたとき。 

(競売入札妨害又は談合) 

13 有資格者関係者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、

又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除

く。)。 

14 工事等に関し、有資格者関係者が競売入札妨害又は談合の容疑に

より逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

(不当な情報提供要求等) 

15 工事等に関し、町の職員に対して、不当な情報提供要求等を行っ

たと認められるとき 

(建設業法違反行為) 

16 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の規定に違反し、工事の請負

契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる

場合を除く。)。 

17 町発注工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の

相手方として不適当であると認められるとき。 

(不正又は不誠実な行為) 

18 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為を

し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

19 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる

犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法

(明治 40 年法律第 45 号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相

手方として不適当であると認められるとき。 

(暴力団の関与) 

20 有資格業者又は有資格者関係者が、暴力団関係者であるとき又は

暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上関与しているとき。 

 

 

21 有資格業者又は有資格者関係者が、自社、自己若しくは第三者の

不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団

の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 

 

22 有資格業者又は有資格者関係者が、暴力団又は暴力団関係者に対

して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維

持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

 

23 有資格業者又は有資格者関係者が、暴力団又は暴力団関係者と社

会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

 

 

24 有資格業者又は有資格者関係者が、暴力団関係者であることを知

りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 

 

 

25 工事等に関し、請負人又は下請負人に対して暴力団又は暴力団関

12 箇月以上 16 箇月以

内 

 

 

当該認定をした日から

18 箇月以上 36 箇月以

内 

 

当該認定をした日から

12 箇月以上 16 箇月以

内 

当該認定をした日から

24 箇月以上 36 箇月以

内 

当該認定をした日から

4箇月以上 9箇月以内 

 

当該認定をした日から

1箇月以上 9箇月以内 

 

当該認定をした日から

2箇月以上 9箇月以内 

 

当該認定をした日から

1箇月以上 9箇月以内 

当該認定をした日から

1箇月以上 9箇月以内 

 

 

 

当該認定をした日から

12月を経過し、かつ改

善されたと認められる

まで 

当該認定をした日から

12月を経過し、かつ改

善されたと認められる

まで 

当該認定をした日から

12月を経過し、かつ改

善されたと認められる

まで 

当該認定をした日から

12月を経過し、かつ改

善されたと認められる

まで 

当該認定をした日から

12月を経過し、かつ改

善されたと認められる

まで 

当該認定をした日から
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係者による不当介入を受けたにもかかわらず、警察及び発注者への通

報・報告を怠ったと認められるとき。 

1箇月 

 

別表２(第２条、第４条―第９条、第１２条、第１４条関係) 

物品の売買又は修繕、製造の請負、役務の提供、賃貸借等の契約に係る措置基準 

措置要件 期間 

(虚偽記載) 

1 町の発注する物品の売買又は修繕、製造の請負、役務の提供、賃貸

借等(以下「町発注契約」という。)の契約に係る一般競争入札及び指

名競争入札において、入札参加資格審査申請書その他の入札前の提

出資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認め

られるとき。 

(過失による粗雑な契約履行) 

2 町発注契約の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑に行

ったと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除

く。)。 

3 町内における町発注契約以外のもの(以下「一般契約」という。)の

履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合におい

て、瑕疵が重大であると認められるとき。 

(契約違反等) 

4 第 2号に掲げる場合のほか、町発注契約の履行に当たり、契約に違

反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 

5 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったた

め、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なもの

を除く。)を与えたと認められるとき。 

6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、

公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合に

おいて、当該事故が重大であると認められるとき。 

(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) 

7 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったた

め、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 

8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、

契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事

故が重大であると認められるとき。 

(贈賄) 

9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の

容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を

有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含

む。以下「代表役員等」という。) 

(2) 有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営

業所(常時発注契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で

(1)に掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) 

(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」

という。) 

10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が他の公共機関の職員に対して

行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起

されたとき。 

 

当該認定をした日から

1箇月以上 6箇月以内 

 

 

 

 

当該認定をした日から

1箇月以上 6箇月以内 

 

当該認定をした日から

1箇月以上 3箇月以内 

 

 

当該認定をした日から

2週間以上12箇月以内 

 

当該認定をした日から

1箇月以上 6箇月以内 

 

当該認定をした日から

1箇月以上 3箇月以内 

 

 

当該認定をした日から

2週間以上 4箇月以内 

当該認定をした日から

2週間以上 4箇月以内 

 

 

当該認定をした日から 

 

12箇月 

 

 

9箇月 

 

 

6箇月 

 

当該認定をした日から 
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(1) 代表役員等 

(2) 一般役員等 

(3) 使用人 

(独占禁止法違反行為) 

11 業務に関し独占禁止法第 3条又は第 8条第 1号に違反し、公正取

引委員会による刑事告発、排除措置命令若しくは課徴金納付命令が

なされたとき、又は代表役員等、一般役員等若しくは使用人(以下「有

資格者関係者」という。)が逮捕されたとき(次号に掲げる場合を除

く。)。 

12 町発注契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号に違反

し、公正取引委員会による刑事告発、排除措置命令若しくは課徴金納

付命令がなされたとき、又は有資格者関係者が逮捕されたとき。 

(競売入札妨害又は談合) 

13 有資格者関係者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、

又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除

く。)。 

14 町発注契約に関し、有資格者関係者が競売入札妨害又は談合の容

疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

 

(不当な情報提供要求等) 

15 町発注契約に関し、町の職員に対して、不当な情報提供要求等を

行ったと認められるとき 

(営業等に関し必要な許可法律等の違反行為) 

16 営業等に関し必要な許可法律等の規定に違反し、製造の請負、物

品の購入、その他の契約の相手方として不適当であると認められる

とき(次号に掲げる場合を除く。)。 

17 町発注契約に関し、営業等に関し必要な許可法律等の規定に違反

し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

(不正又は不誠実な行為) 

18 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為を

し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

19 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる

犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法

(明治 40 年法律第 45 号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相

手方として不適当であると認められるとき。 

(暴力団の関与) 

20 有資格業者又は有資格関係者等が、暴力団関係者であるとき又は

暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上関与しているとき。 

 

 

21 有資格業者又は有資格者関係者が、自社、自己若しくは第三者の

不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団

の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 

 

22 有資格業者又は有資格者関係者が、暴力団又は暴力団関係者に対

して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維

持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

 

23 有資格業者又は有資格者関係者が、暴力団又は暴力団関係者と社

会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

 

9箇月 

6箇月 

3箇月 

 

当該認定をした日から

12 箇月以上 16 箇月以

内 

 

 

当該認定をした日から

18 箇月以上 36 箇月以

内 

 

当該認定をした日から

12 箇月以上 16 箇月以

内 

当該認定をした日から

24 箇月以上 36 箇月以

内 

 

当該認定をした日から

4箇月以上 9箇月以内 

 

当該認定をした日から

1箇月以上 9箇月以内 

 

当該認定をした日から

2箇月以上 9箇月以内 

 

当該認定をした日から

1箇月以上 9箇月以内 

当該認定をした日から

1箇月以上 9箇月以内 

 

 

 

当該認定をした日から

12月を経過し、かつ改

善されたと認められる

まで 

当該認定をした日から

12月を経過し、かつ改

善されたと認められる

まで 

当該認定をした日から

12月を経過し、かつ改

善されたと認められる

まで 

当該認定をした日から

12月を経過し、かつ改

善されたと認められる
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24 有資格業者又は有資格者関係者が、暴力団関係者であることを知

りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 

 

 

25 町発注契約に関し、受注者又は下請負人に対して暴力団又は暴力

団関係者による不当介入を受けたにもかかわらず、警察及び発注者

への通報・報告を怠ったと認められるとき。 

まで 

当該認定をした日から

12月を経過し、かつ改

善されたと認められる

まで 

当該認定をした日から

1箇月 

 

３．入札参加の留意事項  

（１） 物件調書は入札参加者が物件の概要を把握するための資料ですから、入札に当

たっては内容をよく確認してください。 

また、本案内書も熟読のうえ、参加してください。 

 

（２） 物件は、現況有姿（あるがままのすがた）の引渡しです。当該土地に存在する

工作物、樹木及びフェンス等はそのままの引渡しとなります。 

工作物や樹木の越境等については、物件調書と現況が相違している場合には現

況が優先し、契約後も現況のままの引渡しとなります。 

入札参加者は本入札案内書の物件調書等により、必ず現地を確認していただき、

諸規制の状況等についても調査を行ってください。 

（注）現地確認にあたっては、ご近所の迷惑とならないようご配慮願います。 

 

（３） おいらせ町は越境関係の解消や道路使用についての同意等のための折衝や手続

きは行いませんので、買受人において、相隣関係にある当事者間で話し合ってく

ださい。 

また、契約後に越境関係が判明した場合も同様です 

 

４．現地説明  

  現地説明は行いません。 

売却物件の公開を希望する方は、下記により申込書（記載例は本説明書３０～３３ペ

ージを参照してください）を郵送または電子メールにより提出してください（下記の期

間であれば、午前９時から午後５時までの間は、おいらせ町財政管財課に持参すること

もできます（ただし、土曜日、日曜日、祝日の閉庁日を除く）。）。 

なお、公開する期日は、土曜日・日曜日・祝日の閉庁日を除きます。 

    申出期限  令和２年１１月２日（月）まで 

    提 出 先  〒０３９－２１９２ 青森県上北郡おいらせ町中下田１３５－２ 

おいらせ町財政管財課管財係（おいらせ町役場本庁舎２階） 

電子メール zaisei@town.oirase.aomori.jp 

 

５．入札にあたって付す条件  

  売却物件の売買契約には、以下の条件が付されます。以下の（１）、（２）及び（３）
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の条件に違反した場合は、おいらせ町が定める金額を違約金として支払わなければなり

ません。 

さらに、おいらせ町は以下の（１）、（２）及び（４）に違反していることが判明した

場合、速やかに契約を解除します。 

 

（１）公序良俗に反する使用等の禁止 

落札者は、おいらせ町公有財産売買契約締結の日から１０年間(民法第 579 条

で定める買戻しの特約及び同法第 580 条で定める買戻しの期間)、暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力

団」という。）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

又は売買物件を第三者に貸してはなりません。 

 

 （２）風俗営業等の使用等の禁止 

     風俗営業もしくは性風俗特殊営業その他これ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または売買物

件を第三者に貸してはなりません。 

 

（３）実地調査等 

① おいらせ町は、上記（１）及び（２）風俗営業等の履行状況を把握し、条件違

反を未然に防止するため、必要があると認めるときには実地調査を実施し、また

は報告若しくは資料の提出を求めることがあります。 

 

② 落札者は①の実地調査を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは忌避し、または

報告若しくは資料の提出を怠ってはなりません。 

 

（４）落札者の適格条件 

     落札者は、上記２．の入札参加者の資格がある方でなければなりません。 

 

 （５）特約条項 

     本物件の建物は、アスベスト調査を実施していません。 

このため、アスベスト含有建材が使用されている可能性があることから、次に

記載するアスベストに関する特約条項を契約書に追加します。 

     別冊、本説明書に添付の竣工図・建築物定期報告書を確認し、状況を判断のう

え、入札してください。 

 

（特約条項） 

第 条 乙（買受人）は売買物件に別途入札案内書記載のアスベスト等の瑕疵が

存在していることを了承したうえで、売買物件を買い受けるものとする。 
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６．入札参加申し込み受付期間または入札書提出期間及び開札の日時・場所  

 （１）入札参加申し込み受付期間・提出先 

 

 

 

 

 

 

   （注）上記受付期間を過ぎた申し込みは無効となります。 

 

 （２）入札書受付期間・提出先 

 

 

 

 

 

 

（注）上記受付期間を過ぎた入札は無効となります。 

 

 （２）開札の日時・場所 

 

 

 

    (注)１ 入札参加者の開札への出席はできません。 

２ 開札結果は、おいらせ町ホームページにおいて、開札当日の午後４時ご

ろに公表します。 

  【 ＵＲＬ https://www.town.oirase.aomori.jp/soshiki/1240/ 】 

３ 電話による結果照会は、開札日の翌日以降の対応となります。また、電

話をかけてこられた方が入札者参加者本人であるかどうかを確実に確認す

ることが困難であるため、落札者名についてはお答えできませんので、ご

了承ください。 

照会先：おいらせ町財政管財課管財係 

電話０１７８－５６－４２７８（直通） 

 

７．入札案内書の配布及び物件詳細のお問合せ先  

入札案内書はおいらせ町ホームページから取得できます。 

  【 ＵＲＬ https://www.town.oirase.aomori.jp/soshiki/1240/ 】 

また、公告の日から令和２年１１月１３日（金）までの間、下記の場所において配布

します（おいらせ町役場(本庁舎)の場所については、本案内書５６ページをご確認くだ

さい）。 

期 間  令和２年１０月１日（木）午前９時から 

令和２年１１月２０日（金）午後５時（必着）まで 

（ただし、土曜日・日曜日・祝日の閉庁日を除く） 

提出先  〒０３９－２１９２ 青森県上北郡おいらせ町中下田１３５－２ 

     おいらせ町財政管財課管財係（おいらせ町役場本庁舎２階） 

日 時  令和２年１１月２５日（水）午前９時から 

場 所  おいらせ町役場本庁舎２階 ２０３会議室 

期 間  令和２年１０月１日（木）午前９時から 

令和２年１１月１３日（金）午後５時（必着）まで 

（ただし、土曜日・日曜日・祝日の閉庁日を除く） 

提出先  〒０３９－２１９２ 青森県上北郡おいらせ町中下田１３５－２ 

     おいらせ町財政管財課管財係（おいらせ町役場本庁舎２階） 
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   〒０３９－２１９２ 青森県上北郡おいらせ町中下田１３５－２ 

   おいらせ町財政管財課管財係（おいらせ町役場本庁舎２階） 

電話０１７８－５６－４２７８（直通） 

電子メール zaisei@town.oirase.aomori.jp 

 

８．入札の方法等  

 （１）入札参加に必要となる書類 

     入札参加に必要となる書類は以下のとおりです。 

     上記７．で取得または配布された入札参加申し込み関係書類の用紙を使用し、

必要事項を記載のうえ、下記（２）の方法により提出してください（記載例は本

案内書３３～４２ページを参照してください）。 

必要書類 注意事項 

①入札参加申込書 ・必要事項を記載し、「入札参加申し込み関係書類

提出用封筒」に入れて封をしてください。 

②住民票(抄本)の写し 

（個人が入札する場合） 

・上記２．及び５．（３）の確認に使用します。 

③法人登記事項証明書「現

在事項全部証明書」の写

し 

（法人が入札する場合） 

・上記２．及び５．（３）の確認に使用します。 

④役員一覧 

（法人が入札する場合） 

・法人の現在事項全部証明書に記載されている役

員全てを記載してください。 

・上記２．及び５．（３）の確認に使用します。 

⑤印鑑(登録)証明書の写し ・入札参加申し込み関係書類は印鑑登録を受けて

いる印鑑を使用します。登録を受けている印鑑

であるか確認するために使用します。 

⑥現在の住所地の納税証明

書の写し 

・上記２．及び５．（３）の確認に使用します。 

・住所変更により、現在の住所地で納税証明書が

交付されない場合は、直前の住所地の納税証明

書の写し。 

⑦誓約書 ・上記２．及び５．（３）の確認に使用します。 

⑧入札保証金返還請求書兼

口座振替依頼書 

・落札とならなかったとき、その他返還事由が生

じた場合の、入札保証金返還の振込先の確認に

使用します。 

 

 （２）入札参加申し込み関係書類の提出方法 

     上記（１）の必要書類を「郵送用封筒」に入れて、おいらせ町財政管財課管財

係あて、『特定記録』、『簡易書留』または『一般書留』のいずれかにより提出して

ください。 
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     また、上記６．（１）の期間であれば、午前９時から午後５時までの間は、おい

らせ町財政管財課に持参することもできます（ただし、土曜日・日曜日・祝日の

閉庁日を除く）。 

 

 （２）入札保証金の納付等 

① 入札保証金の金額 

入札するにあたり事前に入札保証金を納付する必要があります。 

入札保証金は、入札金額の１００分の５以上（円未満切上げ）に相当する金額

となります。 

 

 

 

 

 

 

   ② 入札保証金の納付 

  入札保証金は、各自入札書に記載する金額の１００分の５以上（円未満切上）

に相当する金額とし、各金融機関（インターネットバンキングを除く）から、お

いらせ町の指定する口座に、現金により振り込みをしてください。 

     この際に金融機関で使用した「振込依頼書控えの写し」または、「ＡＴＭご利用

控えの写し」を「入札保証金振込証明書」に貼り付けし提出する必要があります

ので、紛失しないようにご注意ください（記載例は本案内書５１～５４ページを

参照してください）。 

 

 

 

 

 

 

    （注）・インターネットバンキングによる振り込みは受け入れできません。 

        ・振込手数料は入札参加者の負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③ 入札保証金の返還 

【入札保証金の計算方法】 

（入札金額）                  （入札保証金） 

 2,222,222円 × 5％ ＝ 111,111.1円  ⇒  111,112円以上 

                         ※円未満切上げ 

【入札保証金の納付期限】 

   令和２年１１月１８日（水）まで 

なお、入札保証金の納付にあたり、「振込依頼書控えの写し」または、「ＡＴ

Ｍご利用控えの写し」を「入札保証金振込証明書」に貼り付けし、入札書類と

して提出する必要があるため、入札書類提出期限に間に合うように納付をして

ください。 

【入札保証金振込先口座】 

  金融機関名  青い森信用金庫 おいらせ支店 

  預金の種類  普通     口座番号  ０００００１３ 

  口座名義  おいらせ町会計管理者 佐々木 拓仁 

         オイラセチヨウカイケイカンリシヤ ササキ タクヒト 
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     次の場合は、「入札保証金提出書」に記載の金融機関の預金口座へ振り込む方法

により、入札保証金を返還します（記載例は本案内書４１～４２ページを参照し

てください）。 

 

    １）落札者以外の方 

    ２）落札決定前に入札の辞退を申し出た方 

    ３）入札保証金納付後に入札書を提出しなかった方（ただし、入札保証金の返還

は開札終了後となります） 

 

     なお、落札者の決定を留保した場合は、落札者を決定するまでの間、当該物件

に入札した入札保証金は返還することができません。 

 

   ④ 入札保証金の売買代金への充当（落札者の場合） 

     落札者の納付した入札保証金は売買代金に充当します。 

 

   ⑤ その他 

入札保証金には利息を付しません。 

 

（３）入札に必要となる書類 

入札に必要となる書類は以下のとおりです。 

上記７．で取得または配布された入札関係書類の用紙を使用し、必要事項を記

載のうえ、下記（４）により提出してください（記載例は本案内書４７～５４ペ

ージを参照してください）。 

必要書類 注意事項 

①入札書 ・必要事項を記載し、「入札書提出用封筒」に入れ

て封をしてください。 

※法人の場合には、名称又は商号及び代表者の氏

名の記載がない場合は無効となりますので、ご

注意ください。 

② 入札保証金振込証明書 ・入札するにあたり、事前に入札保証金を納付す

る必要があります。 

・「入札保証金振込証明書」用紙の指定箇所に、「振

込依頼書控えの写し」または、「ＡＴＭご利用控

えの写し」を貼り付けしてください。 

・なお、上記の添付がない場合は、入札保証金提出

書として受付できません。 

 

（４）入札関係書類の提出方法 

上記（３）の必要書類を郵送用封筒に入れて、おいらせ町財政管財課管財係あ
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て、『特定記録』、『簡易書留』または『一般書留』のいずれかにより送付し提出し

てください。 

また、上記６．（２）の期間であれば、午前９時から午後５時までの間は、持参

することもできます（ただし、土曜日・日曜日・祝日の閉庁日を除く）。 

なお、理由の如何にかかわらず、入札書の記載内容を変更することはできませ

ん。 

 

（５）その他ご注意いただきたいこと 

① 「入札書提出用封筒」には、入札書のみを入れて封をし「公告番号」、「入札者

名」を記載してください。 

（注）法人の場合には、入札書に名称又は商号のほか、代表者氏名を必ず記載して

ください。 

 

② 「郵送用封筒」には、必要書類を入れて封をし、裏面に「住所」、「氏名」を記

載してください。 

 

③ 建物及び工作物付の物件は、原則として建物及び工作物に消費税及び地方消費

税がかかりますので、入札金額はこれらを含めた金額を記載してください。 

 

９．入札の辞退 

  入札参加者の都合により、入札参加申込書提出後から落札決定前までに、入札を辞退

することができます。入札を辞退するときは「入札辞退届」を提出してください（記載

例は本案内書４３～４６ページを参照してください）。 

  なお、この場合の入札参加に要した費用（調査費等）の補償はできませんので、予め

ご了承願います。 

 

１０．入札の無効  

  次の各号の一つに該当する入札は無効とします。 

  （１）本案内書に基づいていないもの。 

  （２）入札参加申込書が入札参加申し込み受付期間の最終日［令和２年１１月１３日

（金）］午後５時までに提出していないものが行った入札。 

  （３）競争参加に必要な資格のない者が行った入札。 

（４）入札書が入札受付期間の最終日［令和２年１１月２０日（金）］午後５時までに 

到達しない入札。 

  （５）入札書に入札者の住所、氏名（法人にあっては、その名称又は商号及び代表者

の氏名。）の記載および押印がないもの。 

  （６）入札書の金額を訂正したもの、金額の記載が明確でないもの。 

  （７）一人で複数の入札をしたもの。 

  （８）最低売却価格に達しない入札をしたもの。 

  （９）入札関係提出書類の提出のないもの 
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  （10）入札関係提出書類に虚偽の記載があるもの 

 

１１．落札者の決定方法  

開札の結果、最低売却価格以上で、かつ、最高の価格をもって入札した者を落札者と

決定します。 

なお、落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、おいらせ町が指

定する期日・場所において「くじ引き」によって落札者を決定します（おいらせ町財政

管財課管財係の担当者から、文書により通知します。）。 

当該入札者が開札会場にいない場合には、おいらせ町が指定した者が代理でくじを引

きます。 

 

  ただし、入札参加申込書により入札参加資格及び落札者の適格条件の確認のため、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

に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者であるか否かについて警察当局

に照会しますが、開札日時点で確定していない場合は落札者の決定を留保し、次のとお

りとなりますのでご注意ください。 

【落札者の決定を留保する場合】 

最低売却価格以上で最高の価格をもって入札した者が警察当局から排除要請のある者

であるか否かについて確定していない場合は、当該入札者を落札候補者とし、落札者

の決定を留保するとともに、当該物件に係る全ての入札参加者へその旨通知します。 

 

排除要請の有無の確定後、警察当局から排除要請が行われなかった場合は、落札候補

者を落札者と決定するものとし、排除要請が行われた場合は、落札候補者の入札を無

効とするとともに、最低売却価格以上で入札した他の者（警察当局から排除要請が行

われなかった者に限る。）のうち最高の価格をもって入札した者を落札者として決定

します。 

 

落札となるべき同価格の入札をした者が警察当局から排除要請のある者であるか否か

について確定していない場合は、くじ引きについても留保します。 

 

排除要請の有無の確定後、警察当局から排除要請が行われなかった入札者で、くじ引

きにより落札者を決定します。 

 

排除要請が行われた場合は、当該落札候補者の入札を無効とし、排除要請が行われな

かった者でくじ引きにより落札者を決定します。落札候補者全てに排除要請が行われ

た場合は、当該落札候補者の入札を無効とするとともに、最低売却価格以上で入札し

た他の者（警察当局から排除要請が行われなかった者に限る。）のうち最高の価格をも

って入札した者を落札者として決定します。 
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１２．契約の締結等  

（１） 落札者との売買契約の締結は、落札決定の日から１０日以内に、おいらせ町財政

管財課において行います。 

なお、落札者へは、おいらせ町財政管財課管財係の担当者から別途契約手続き等

についてご連絡を行うとともに、契約に関するご案内を文書により通知します。 

 

（２） 売買契約書（案）は、２１～２８ページを参照してください。 

 

 （３） 売買代金以外に、売買契約書（おいらせ町保管用１部）に貼付する収入印紙、

本契約の締結及び履行に関して必要な費用は落札者の負担となります（下記１９.

を参照してください）。 

 

１３．売買代金の支払い方法  

（１）売買契約と同時に全額を納付する方法 

    落札決定の日から１０日以内に、落札金額と入札保証金の差額を各金融機関

（インターネットバンキングを除く）から、おいらせ町の指定する口座に、現金

により振り込みをしてください。 

    この際に金融機関で使用した「振込依頼書控えの写し」または、「ＡＴＭ」ご利

用控えの写し」を売買契約書とともに提出し、売買契約締結となります。 

上記の期限までに、売買代金と入札保証金との差額が納付されない場合は、落

札者としての地位を失うものとします。 

 

（２）契約保証金を納付し２０日以内に納付する方法 

落札決定の日から１０日以内に、売買代金の１００分の５以上（円未満切上）

の契約保証金を各金融機関（インターネットバンキングを除く）から、おいらせ

町の指定する口座に、現金により振り込みをしてください。 

この際に金融機関で使用した「振込依頼書控えの写し」または、「ＡＴＭご利用

控えの写し」を張り付けた「契約保証金振込証明書」を売買契約書とともに提出

し、売買契約締結となります。 

また、入札にあたり納付した入札保証金を契約保証金に充当する場合は、入札

保証金充当依頼書を売買契約書とともに提出し、売買契約締結となります。 

上記の期限までに、契約保証金が納付されず売買契約の契約締結ができない場

合は、落札者としての地位を失うもとします。 

売買契約締結後、売買契約締結の日から２０日以内に落札金額と入札保証金及

び契約保証金との差額（入札保証金を契約保証金に充当した場合は、落札金額と

契約保証金の差額。）を、各金融機関（インターネットバンキングを除く）におい

て、おいらせ町が指定する口座に、現金により振り込みをしてください。 

上記の期限までに、売買代金の納付が行われなかった場合には、契約不履行と

なり、契約保証金はおいらせ町に帰属します。 
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   （注）売買代金の分割納付はできません。 

 

１４．所有権の移転等  

 （１） 売買代金全額の納付が行われたときに所有権の移転があったものとし、物件を

引渡したものとします（現地での引渡しは行いません）。 

なお、落札後であっても所有権の移転までの間、使用又は収益することはでき

ません。 

 

 （２） 所有権移転登記の手続きは、おいらせ町が行います。 

 

１５．契約内容等の公表  

（１） 入札の実施結果に係る次に掲げる情報については、開札当日の午後４時ごろに

おいらせ町のホームページにおいて公表します。 

   【 ＵＲＬ https://www.town.oirase.aomori.jp/soshiki/1240/ 】 

    ・物件概要（上記１） 

・応札者数 

・開札結果 

 

（２） 契約締結したものについては、その契約内容に係る次に掲げる情報を契約締結

の翌日においらせ町のホームページにおいて公表します｡ 

   【 ＵＲＬ https://www.town.oirase.aomori.jp/soshiki/1240/ 】 

・物件概要（上記１） 

・応札者数 

・開札結果 

・不落等随契の有無 

・契約年月日 

・契約金額 

・契約相手方の法人・個人の別 

・契約相手方の業種（契約相手方が法人の場合のみ） 

・価格形成上の減価要因（予定価格の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の

瑕疵又は建物解体撤去などを減価要因とした場合のその要因） 

 

（３） 落札者は、上記（１）及び（２）に掲げる情報の公表に対する同意が契約締結

の要件となります。 

 

１６．個人情報について  

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、原則、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、入札参加資格の確認のため、警察当局へ情報の提供を行います。 
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１７．目的物の種類または品質に関する担保の取り扱いについて  

（１） 売買契約締結後、引渡しの日から２年以内(宅地建物取引業法第４０条（昭和２

７年法律第１７６号）) に、契約不適合を発見した場合は、速やかに契約手続き

を行ったおいらせ町財政管財課管財係までお申し出ください。 

 

（２） 上記（１）の申し出を受け、おいらせ町が民法（明治２９年法律第８９号）第

５６２条第１項に規定する、契約不適合であると判断した場合には、おいらせ町

（原因者を含む）と買受人が契約不適合の是正のための工事内容について、事前

に協議を行ったうえで、おいらせ町（原因者を含む）又は買受人において契約不

適合の是正を行います。ただし、おいらせ町は契約不適合が買受人の利用計画に

支障を及ぼさないと認めた場合には、責任を負いません。 

なお、５．（５）については、契約不適合には該当しません。 

また、おいらせ町（原因者を含む）と買受人との協議の結果、買受人において

是正することとなった場合には、是正に要するとおいらせ町が認める費用（注）

をおいらせ町が支払うこととします。 

(注) 費用の支払いについては、以下のとおりとなりますのでご留意願います。 

１ 費用の根拠となる検証資料の提出が必要となります。 

※検証資料とは、以下の資料をいいます。 

① 契約不適合の是正範囲を特定するための資料（土地利用計画図、建物

設計図等） 

② 工事内容を確認する資料（工事見積書、工事請負契約書等） 

③ その他おいらせ町が指定する資料（工程写真、産業廃棄物管理票(マニ

フェスト)、作業日報等） 

２ 費用の支払額は、おいらせ町が必要と認める是正措置を実施することとし

た場合の額が基準となり、提出資料（挙証資料）に基づく請求額には至らな

い場合があります。（費用算定の基準としては、おいらせ町が公共事業等を行

う際の積算資料、建設物価等により算定しますので、算定に当たり相応の時

間を要することにあらかじめご了承願います。） 

３ さらに、費用の支払額は売買代金が限度となり、当該売買代金を上回る費

用の支払いには応じられません（おいらせ町公有財産売買契約書（案）の目

的物の種類または品質に関する担保に関する契約条項を参照）。 

４ 費用の支払いに当たっては、おいらせ町の会計制度上、別途予算措置が必

要となり、時間を要しますので、あらかじめご了承願います。 

 

 （３） 是正等に要する費用が多額の場合で、売買代金に相当する場合や、売買代金を

上回る場合などには、売買契約解除を含めて、対応方法を協議させていただく場

合がありますので、あらかじめご了承願います。 

 

１８．その他  

（１）印紙税額については、次の表のとおりです。 
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なお、「租税特別措置法」の一部改正により、令和４年３月３１日までに作成さ

れる「不動産売買契約書」のうち、契約書に記載された契約金額が１０万円を超

えるものについては印紙税の軽減措置が適用されています。 

 

契約金額（売買代金） 印紙税額 契約金額（売買代金） 印紙税額 

1万円以上      50万円以下 2百円 5千万円を超え     1億円以下 3万円 

50万円を超え   100万円以下 5百円 1億円を超え      5億円以下 6万円 

100万円を超え   500万円以下 1千円  5億円を超え     10億円以下 16万円 

500万円を超え   1千万円以下 5千円 10億円を超え     50億円以下 32万円 

1千万円を超え   5千万円以下 1万円 50億円を超えるもの 48万円 

 

 （２）登録免許税 

土地に関する「売買による所有権移転の登記」に係る登録免許税については、

その税率を軽減する特例（改正後の租税特別措置法第７２条）が創設されており、

本来２.０％である税率が１.５％に軽減（令和３年３月３１日までに行う登記に

係る登録免許税について適用）されています。 

 

       ●登録免許税額＝課税標準価格(※)×１.５％ 

 

    ※ 課税標準価格とは、固定資産税課税台帳価格(入札物件の近傍地の固定資産

税課税台帳価格に比準して算定された額)です。 

 

 （３）不動産取得税課税等 

おいらせ町公有地を取得し又は維持するために必要となる不動産取得税課税

等については、買受人の責任において確認してください。 

 

 （４）固定資産税課税 

     おいらせ町公有地を取得し所有権移転後に課税される固定資産税額については、

次のとおりです。 

 

      固定資産税年額＝固定資産評価額×１．４％ 


