
 

 

町有財産（土地）売却に係る 

一般競争入札案内書 
 

 

 

入札に参加される方は、この案内書をよくお読みのうえ、ご参加ください。 

 

 

一般競争入札の流れ（概要） 

１ 資料閲覧 令和４年２月25日（金）から令和４年３月25日（金）まで 

↓ 

２ 申込受付期間 令和４年３月１日（火）から令和４年３月25日（金）まで 

↓ 

３ 入札・落札 

入札実施日時は、別途連絡します。 

浦幌町の最低売却価格以上の金額で最高額を入札した方が落札

者となります。 

↓ 

４ 契約 

浦幌町が指定する日に売買契約を締結します。 

また、契約と同時に契約保証金（売買代金の10％）を納入して

いただきます。【代金一括払いも可能】 

※別途、契約に係る収入印紙の負担が発生します。 

↓ 

５ 
売買代金の納

付 

契約締結日から30日以内に、契約保証金を除く残額を納付して

いただきます。 

↓ 

６ 
所有権移転登

記及び引渡し 

売買代金の完納を確認後、所有権移転登記（※）の手続きを浦

幌町が行います。 

また、売買代金完納時に、売買物件の引渡しを行います。 

※別途、登記費用の負担が発生します。 

 

 

  



浦 幌 町 

町有財産（土地）売却に係る一般競争入札実施要項 

 

１ 入札物件 

物件 
番号 

所在地・最低売却価格等 

① 

【土地①】 
所 在 地：十勝郡浦幌町字幾千世241番２の内 
地  目：原野 
地  積：189㎡ 

【土地②】 
所 在 地：十勝郡浦幌町字幾千世243番１の内 
地  目：学校用地 
地  積：3,444㎡ 

【最低売却価格】 
 606,000円 

  ※ 入札物件は、現状有姿の引渡しです。敷地内に存在する工作物や樹木等（廃棄物

等残存物）は、そのままの引渡しとなります。 

２ 入札参加資格 

  入札に参加できる方は、日本国内に住所、事務所又は事業所を有する個人又は法人と

します。ただし、次に掲げる方は、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）167条の４第１項又は第２項各号に該

当すると認められる方。 

(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号及び第６号に規定する暴力団又は暴力団員に該当する方。 

(３) 町税等を滞納していること。 

３ 入札の参加申込 

 (１) 申込受付期間 

    令和４年３月１日（火）から令和４年３月25日（金）まで 

※土・日曜日、祝祭日を除く午前９時から午後５時まで 

 (２) 申込に必要な書類 

ア 一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

    イ 浦幌町以外に、住所、事務所又は事業所を有する場合は、入札参加者の住所

地又は法人の所在地における納税証明書（市町村民税） 

    ※１）上記以外の書類の提出を求める場合があります。 

※２）必要書類が揃っていない場合は、受付できません。 

 (３) 受付方法 

    受付期間内に、申込書その他必要書類を添えて、受付先へ直接持参してください

（郵送やメール、ファクス送信など、持参以外の提出は受付いたしません）。 

 (４) 受付場所 

    浦幌町役場総務課管財防災係（浦幌町役場２階） ℡015-576-2111 



 (５) 申込書の受理・不受理 

    町は、申込書が提出されたときは、応募資格を満たしているか審査し、申込書の

受理・不受理を決定の上、その結果を申込者に通知します。 

    なお、申込書を受理した場合には、次の書類を交付します。 

    ア 一般競争入札参加申込書（写し） 

    イ 入札書及び入札封筒 

    ウ 委任状（代理人により入札する場合は、委任状を提出してください。） 

４ 入札及び開札 

(１) 日時・場所 

別途ご連絡します。 

 (２) 入札方法 

入札は、本町指定の入札書を使用し、入札用封筒に入札書のみを入れて封をし、

入札箱に投入していただきます。入札書の投入後、入札を取り消すことや入札書の

記載を変更することはできません。 

 (３) 入札の無効 

    次のいずれかに該当する入札は無効とします。 

    ア 参加資格のない者が行った入札 

イ 所定の入札書以外の用紙を使用して行った入札 

ウ 最低売却価格に達しない入札をしたもの 

エ 同一の物件に２通以上の入札をしたもの 

    オ その他入札要領において無効とするもの 

 (４) 落札者の決定方法 

ア 入札書投入完了後、直ちに開札を行います。開札の結果、浦幌町の最低売却

価格以上の最高額の入札をした者をもって落札者と決定します。 

イ 落札となるべき最高額の入札をした者が２者以上あるときは、「くじ」によ

り落札者を決定します。 

ウ 入札結果は、最高額のみその場で公表します。 

５ 契約・代金の納入等 

 (１) 契約の締結 

落札者は、町長が定める日までに、契約保証金（売買代金の10％）を納入すると

ともに、町と売買契約を締結するものとします。契約は申込者名義で締結しますの

で、共有名義で申込みをした場合は、共有者全員の名義で締結することとなります。 

なお、売買契約書に貼付けする収入印紙は、落札者の負担とします。 

 (２) 代金の納入 

落札者は、契約締結日から30日以内に、残りの売買代金を納入します。 

６ 所有権移転・売買物件の引渡し 

 (１) 所有権の移転 

町は、売買代金の完納を確認後、落札者（共有名義の場合を含む）に対して、所



有権移転登記を行います。 

なお、登録免許税その他登記に要する経費は、落札者の負担とします。 

(２) 売買物件の引渡し 

売買代金完納時に、売買物件の引渡しを行います。なお、売買物件の管理責任は

売買物件の引渡しを行ったときから落札者（譲受人）に移りますので、管理上の一

切の費用及び災害その他の損害は、落札者（譲受人）の負担となります。売買物件

の引渡し後は、売買物件を常に良好に管理し、快適な住宅環境の維持に努めてくだ

さい。 

７ 特約条件等 

別添「町有財産売買契約書（案）」を参照願います。 

８ お問合せ先 

浦幌町役場総務課管財防災係 担当：本間・菅野 

  〒089-5692 十勝郡浦幌町字桜町15番地６ 

  TEL 015-576-2111 ／ FAX 015-576-2519 ／ E-mail soumu@urahoro.jp 

 

  



入  札  要  領 

 

１ 入札希望者は、町有財産（土地・建物）売却に係る一般競争入札実施要項、町有財産

売買契約書（案）及び本要領をご覧いただき、入札してください。 

２ 現物と公示数量が符合しない場合でもこれを理由として契約の締結を拒むことはでき

ません。 

３ 代理人により入札する場合は、入札前に必ず委任状を提出してください。 

４ 入札は所定の入札書により、封書にして入札日時に提出しなければなりません。 

５ 入札書には、入札者の住所・氏名を記入のうえ、押印するものとします。また、金額

の記入は算用数字を使用し、最初の数字の前に「￥」又は「金」を記入してください。 

６ 提出済みの入札書は、その事由の如何にかかわらず、引換、変更又は取消を行うこと

はできません。 

７ 次の各号の一に該当する入札は、無効とします。 

(１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４、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号及び第６号の規定

に該当する者がした入札 

 (２) 北海道暴力団の排除の推進に関する条例（平成22年条例第57号）第15条第１項に

違反する事実がある者がした入札 

(３) 一般競争入札参加申込書を提出していない者がした入札 

 (４) 郵送をもって、入札書を送付してきた入札 

(５) 所定の入札書以外の用紙を使用して行った入札 

 (６) 最低売却価格に達しない入札 

 (７) 同一の物件に対して１人で２通以上の入札をした入札 

(８) 入札書に入札者の住所、氏名の記入及び押印のない入札 

(９) 代理人による入札において、入札書に代理人の住所、氏名の記入及び押印のな

い入札 

(10) 入札書に金額の記載がないか、金額を訂正した入札 

(11) 浦幌町財務規則（平成17年規則第10号）第108条に該当する入札 

(12) その他浦幌町が入札書不完全と認めた入札 

８ 開札は入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその代理人が開札場所に出席し

ない場合には町の指定した者を立会させて開札します。この場合、異議の申し立ては

できません。 

９ 落札者は、浦幌町の最低売却価格以上で最高額の入札をした者をもって決定します。

ただし、落札者となる同価の入札者が２人以上あるときは直ちにくじによって落札者

を決定します。 

この場合入札者がくじを引かないときは、浦幌町の指定した者にくじを引かせ落札

者を決定します。この場合、異議の申し立てはできません。 

10 落札者は、契約締結の際、契約保証金として契約金額の100分の10以上（円未満切上）

に相当する金額を納付してください。 

11 落札者は、契約締結の日から30日以内に、契約保証金を除いた売払代金を納付してく



ださい。なお、落札者が契約締結の日から30日以内に売買代金を納付しない場合には、

契約保証金は浦幌町に帰属することになります。 

12 本要領に定めのない事項は、地方自治法（昭和22年法律第67）、地方自治法施行令、

浦幌町暴力団排除条例（平成25年条例第１号）、浦幌町財務規則の定めるところにより

処理します。 

【参考】 

■地方自治法施行令 

(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。  

(１) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者  

  (２) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

  (３) 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。 

  (１) 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。  

  (２) 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。  

  (３) 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。  

  (４) 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。  

  (５) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。  

  (６) 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。  

  (７) 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。 

 ■暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 

(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。 

  (１) 略 

(２) 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。  

(３)～(５) 略 



(６) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 

(７)～(８) 略 

■北海道暴力団の排除の推進に関する条例 

(利益供与の禁止) 

第15条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した 

者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 暴力団の威力を利用する目的で、財産上の利益の供与をすること。 

(２) 暴力団の威力を利用したことに関し、財産上の利益の供与をすること。 

(３) 暴力団の活動又は運営に協力する目的で、相当の対償を受けることなく財産上

の利益の供与をすること。 

■浦幌町財務規則 

(無効入札) 

第108条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

  (１) 入札に参加する資格のない者のなした入札 

  (２) 入札保証金を納付しない者のなした入札（第103条の規定により免除されたも

のは除く。） 

  (３) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札 

  (４) 入札書に記載する金額に加除訂正した箇所があるもの若しくは氏名の下に押印

のないもの又はその記載が確認できないもの 

 (５) 同一事項に対して２通以上の入札をなした者の入札 

  (６) 他人の代理を兼ね又は２人以上の代理をなした者の入札 

  (７) 入札価格を総額で記載すべきであることを示してあるときに単価で入札したも

の又は単価で記載すべきであることを示してあるときに総額で入札したもの 

  (８) 不正行為による入札 

  (９) 入札金額、氏名その他入札要件の記載等が確認できないもの 

  (10) その他入札条件に違反した入札 


