
　

　本要領については、平成31年１月31日開札執行する大滝区旧教職員住宅の売却に関し、必要な事項を

定めるものである。

１．売却物件

２．譲受者の決定

（1）譲受者の決定は譲受希望者による入札とし、市が定めた土地最低売却価格を超え、最低売却価格

　　以上の入札書を提出した者のうち、最高額を提示した者とする。

（2）開札後、同額の最高額を提示した者が２者以上いた場合、抽選により譲受者を決定する。

３．入札参加条件

　上記入札対象者のうち、次の条件をすべて備えている者（個人及び法人）とする。

（1）個人の場合

　ア．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６号に規定する

　　暴力団員及び伊達市暴力団の排除の推進に関する条例（平成26年条例第２号）第２条第３号に規定

　　する暴力団員等でない者

　　滞納していない者（審査基準日は平成30年11月30日とする。）

　ウ．契約諸費用及び土地売却代金を市が指定する期日までに納入できる者

（2）法人の場合

　ア．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

　　暴力団及び伊達市暴力団の排除の推進に関する条例（平成26年条例第２号）第２条第４号に規定す

　　る暴力団関係事業者でない法人

　イ．所在地に法人市町村民税について申告をしている法人

　イ．国税（申告所得税と消費税及び地方消費税）及び居住している市町村が課税する市町村民税を

建築年月日 平成9年11月1日

床面積 住宅：83.63㎡、車庫：20.78㎡

最低売却価格

接道状況 北東側　幅員5.1ｍの伊達市道に接道

構造 住宅：木造平家建、車庫：軽量鉄骨造

・貸付料は年額２７，０００円程度となります。

・敷地については伊達市所有の土地のため、有償での貸付を行います。特記事項

・車庫については鍵がついておりません。

市有物件等売却公募入札募集要領

所在 大滝区本町50番地2

入札参加
対象者

・日本国籍の者

・日本国内に住所を有する日本の商法その他商業関係法等により設立された法人

用途地域等 都市計画区域外

上下水道 伊達市の水道及び伊達市公共下水道接続済

１８５，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含まない金額）

名称 大滝区旧教職員住宅



　ウ．国税（申告所得税と消費税及び地方消費税）及び法人市町村民税を滞納していない法人

　　（審査基準日は平成30年11月30日とする。）

　エ．契約諸費用及び土地売却代金を市が指定する期日までに納入できる法人

４．入札書及び入札参加申込書等の交付及び受付

（1）申込書の交付方法

　　担当窓口での配布または伊達市ホームページからのダウンロード

（2）受付期間

　　平成30年12月26日（水）から平成31年１月30日（水）まで（土日祝日等の閉庁日を除く）

　　※受付時間：午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く）

（3）受付方法

　　担当窓口へ持参または郵送

　　※郵送の場合、82円切手を添付した返信用封筒を同封の上、一般書留又は簡易書留を利用して

　　 　ください。

（4）担当窓口

　　伊達市役所本庁舎２階企画財政部財政課契約管財係

    　　　　　　　 大滝総合支所地域振興課地域住民係

　　※郵送の場合は契約管財係へ送付（〒052-0024　伊達市鹿島町20番地1）

（5）注意事項

　ア．入札書の様式は市で提示する統一様式とする。

　イ．入札書の提出については、入札書に所定の事項を記入し封筒に入れ、封印して提出する。

　ウ．入札書への金額の記入は、算用数字を使用し最初の数字の前に￥を記入する。また、金額の

　　訂正は認めない。

　エ．入札書を譲受希望者本人に代わり代理人が提出する場合、所定の委任状を提出する。

　オ．譲受希望者は、同時に他の代理人になることはできない。

　カ．代理人は、同時に２者以上の代理人になることはできない。

　キ．共有名義により購入を予定している場合には、代表申込人による入札とする。

　ク．提出した入札書は、その事由のいかんに係わらず、引き替え、変更または取消を行うことは

　　できない。

５．現地確認（希望者のみ）

　　現地確認を希望する場合は事前に担当まで連絡すること。 

（1）現地確認期間

　　平成31年1月7日（月）から平成31年１月25日（金）まで（土日祝日等の閉庁日を除く）

　　※現地確認時間：午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く）

（2）担当

　　大滝総合支所地域振興課地域住民係

　　電話番号：0142-68-6111（内線724）



６．入札参加資格審査

（1）市は入札参加申し込みがあったときは、その者が入札参加資格を備えているか審査し、その結果を

　通知する。

（2）入札参加資格を有している者については、結果通知の他に入札に必要な書類についても交付する。

（3）審査結果については申込人に対して通知するが、その審査結果に対する不服申し立ては受け付け

　ない。

７．開札執行日時及び場所

（1）日時：平成31年１月31日（木）午前１0時00分から

（2）場所：伊達市役所本庁舎２階Ａ会議室

　　

８．開札の執行方法

 開札は入札参加者又は代理人による立会の上行う。ただし、入札参加者及び代理人が開札場所に

いない場合、公売事務を担当していない職員が立ち会う。

９．契約の締結

（1）契約の締結日は平成31年２月28日までとし、市と協議の上、決定する。

（2）契約書は市が作成する。

（3）契約締結に要する費用は、譲受者の負担とする。

10.代金の納入

　譲受者は本契約締結後20日以内に、市が発行する納付書によって代金を支払わなければならない。

11.契約の解除

　次のいずれかに該当する場合は、契約を締結しないまたは契約を解除する。

　（1）入札参加条件を備えていないことが判明した場合

　（2）指定された期日までに代金を納入しなかった場合

12.違約金

　譲受者の責めに帰する理由により契約解除となった場合、市は譲受人より契約金額の10％以内の

違約金を徴収することができる。

13.所有権移転登記及び引渡

（1）市は、代金が納入されたことを確認後、所有権移転登記を行う。

（2）譲受者は、代金を納入後、所有権移転登記に必要な書類を市へ提出しなければならない。

（3）所有権移転登記に必要な登録免許税は、譲受者の負担とする。

　　 ※登録免許税予定額：３５，０００円（譲受者が自ら居住する場合、減税されることがあります）

（4）所有権移転登記後に課税される不動産取得税は、譲受者の負担とする。

　　 ※不動産取得税予定額：５２，５００円（譲受者が自ら居住する場合、減税されることがあります）

（5）売買物件は、所有権が移転したときに、現状有姿のまま引渡しとなります。



15.その他

（1）敷地については、伊達市と賃貸借契約を締結する必要があるので、別紙土地賃貸借契約書を必ず

　確認すること。

（2）住宅及び車庫を使用しなくなったときは、必ず解体すること。

（3）本要領に定めのない事項及び疑義については、規則その他関係法令の定めるところによるものと

　する。



【注意】庁舎外持ち出し厳禁！

貸付地：400㎡（予定）

大滝区旧教職員住宅

車庫：20.78㎡

住宅：83.63㎡



 

  賃貸人 伊達市 を甲、賃借人 ○○○○○○○○ を乙とし、甲乙との間において、次のとおり土地

賃貸借契約を締結する。 

 

（賃貸借物件） 

第１条 甲は、その所有する次の土地（以下「賃貸借物件」という。）を乙に賃貸し、乙はこれを賃

借する。 

 土地の表示 

所      在   地 地 目 面 積 等 

伊達市大滝区本町５０番２  宅 地   １００㎡ 

伊達市大滝区本町１２３番  宅 地   ３００㎡ 

（用途） 

第２条  乙は、賃貸借物件を次の用途として使用し、その他の用途として使用してはならない。 

 用    途 住宅敷地として 

（賃貸借期間） 

第３条  賃貸借物件の賃貸借期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとす

る。 

（賃料の額、支払方法及び納入期限） 

第４条  乙は、賃貸借物件の賃料として、甲の発行する納入通知書により、その指定する場所におい

て、その指定する期日までに甲に支払わなければならない。 

区  分 賃   料 納 入 期 限 

平成○○年度 ○○○○○円 平成○○年○○月○○日 

２ 前項の賃料は、当該賃貸借期間が１年に満たないか又は１年に満たない期間があるときは当該 

期間については月割計算により、その期間が１月に満たないか又は１月に満たない期間があるとき 

は当該期間については日割計算により算定した額とし、未経過期間に係る支払済の賃料があるとき 

は、甲は乙にこれを返還するものとする。 

（賃料の改定） 

第５条  甲は、前条第１項の賃料が経済事情の変動、近隣の賃料との比較等により不相当となったと

き又は特に必要があると認めたときは、賃料を改定することができる。 

（遅延利息） 

第６条  乙は、第４条第１項の賃料をその納入期限までに支払わないときは、その翌日から支払いの 

日までの日数に応じ、当該賃料に年１４．６％を乗じて計算した金額に相当する遅延利息を支 払わ

なければならない。ただし、甲が特に認めたときは、この限りでない。 

（かし担保等） 

第７条  乙は、この契約の締結後、賃貸借物件に面積の不足その他かくれたかし
．．

のあることを発見し 

ても、甲に対し第４条第１項の賃料の減額又は損害賠償の請求をすることができないものとする。 

２  乙は、賃貸借物件がその責めに帰することができない理由により滅失し、又は損傷したときは、

滅失し、又は損傷した割合に応じて、第４条第１項の賃料の減額又は還付を請求することができる。 

（転貸等の禁止） 

第８条  乙は、この契約により生ずる権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は賃貸借物件

土 地 賃 貸 借 契 約 書 

 

                                   （見本） 

 



を転貸してはならない。 

（使用上の制限） 

第９条  乙は、賃貸借物件を常に良好な状態で維持管理することに努めなければならない。 

２  乙は、賃貸借物件の原状を変更し、新たに建物若しくは工作物を建築し、又は既存の建物若しく

は工作物の増改築を行おうとするときは、あらかじめ書面により甲に申請し、その承認を得なけれ

ばならない。 

３ 乙は、賃貸借物件の使用にあたり、次に掲げる行為を行ってはならない。 

(1) 鉄砲、刀剣類又は爆発性若しくは発火性を有する危険な物品等を製造し、又は保管すること。 

 (2) 騒音等の迷惑行為を行うこと。 

（賃貸借期間の更新方法） 

第 10 条  乙は、賃貸借期間満了後も引き続いて当該賃貸借物件を賃借しようとするときは、賃貸借期 

間満了日の６０日前までに、甲に普通財産継続借受申請書を提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、乙に引き続き当該賃貸借物件を賃借する権利又は地位を与えるものではなく、甲

はその裁量により、乙に引き続き当該賃貸借物件を賃借させるかどうかの決定をすることができる。 

（賃借人の届出事項） 

第 11 条  乙は、天災その他事故により賃貸借物件に異常が生じたときは、速やかにその概要を書面に 

より甲に報告しなければならない。 

２  乙は、次に定める行為を行おうとするときは、あらかじめ甲の定める書式により甲に申請し、そ

の承認を得なければならない。 

 (1) 賃貸借物件の借受目的の変更 

 (2) 賃貸借物件の現状の変更 

 (3) 賃貸借物件の借受目的である建物の改築、増築又は大規模な修繕 

 (4) 賃借人又は連帯保証人の住所又は氏名の変更 

 (5) 相続又は会社の合併等による借受権利の承継 

 （契約の解除） 

第 12 条  甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、この契約を解除することができる。 

 (1) 甲、国、他の地方公共団体その他公共団体において、賃貸借物件を公用又は公共用に供する必

要が生じたとき。 

 (2) 乙が、賃貸借物件を第２条で定める用途に使用しないとき、又はその用途に使用するのを止め 

たとき。 

 (3) 乙が長期不在等により、賃借権の行使を継続する意思がないと認められたとき。 

 (4) 乙が、その他この契約上の義務を履行しないとき。 

 (5) 乙について、銀行取引の停止、破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始又

は特別清算手続の開始がなされたこと等により、本契約を継続することが困難であると認められ

るに至ったとき。 

２ 当該賃貸借物件が水害その他の災害で滅失したときは、本契約は、催告その他の手続を要しな

いで、当然に終了する。 

（有益費及び必要経費の請求権の放棄） 

第 13 条  乙は、賃貸借物件について支出した有益費及び修繕費等の必要経費を甲に請求することがで 

きない。ただし、甲が特に認めたときは、この限りでない。 

（貸付物件の返還） 

第 14 条 乙は、乙の事由により賃貸借物件を返還しようとするときは、６０日前までに甲の定める書

式により甲に届け出をしなければならない。 

（原状回復の義務） 

第 15 条  乙は、賃貸借期間が満了したとき又は契約を終了したときは、直ちにこれを原状に回復し 

て甲に返還しなければならない。ただし、甲が特に認めたときは、この限りでない。 

（移転料等の不請求） 

第 16 条 乙は、当該賃貸借物件の明渡しに際し、甲に対し、移転料その他名目のいかんを問わず、

一切の金銭上の請求をしない。 

（損害賠償の義務） 

第 17 条  乙は、その責めに帰する理由により賃貸借物件を減失し、若しくは損傷させたとき、又は契



約条項に違反し、甲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。 

（反社会的勢力の排除等） 

第 18 条 乙は、乙及びその代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者（以下「乙等」と総称

する。）が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力（以

下「反社会的勢力」と総称する。）のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与

している者ではないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 

２ 甲は、乙等が次の各号のいずれかに該当する場合、催告その他の手続を要しないで、本契約を解

除することができる。 

(1) 反社会的勢力に属すると認められるとき。 

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき。 

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる

とき。 

(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

(6) 自ら又は第三者を利用して、甲又は甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用

いたとき。 

３ 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、催告その他の手続を要しないで、本契約を解除する

ことができる。 

(1) 本契約の継続が反社会的勢力の活動を助長し、又は反社会的勢力の運営に資することとなるもの

である疑いがあると認めるとき。 

(2) 当該賃貸借物件が反社会的勢力の活動のために使用されたとき。 

４ 前２項の規定による解除は、甲から乙に対する損害賠償の請求を妨げない。 

５ 甲は、乙等が第２項各号又は第３項各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに乙に

書面によりその旨を通知しなければならない。 

（実地調査等） 

第 19 条  甲は、必要があると認めるときは、賃貸借物件の使用状況等について調査し、又は乙に対し 

資料の提出若しくは報告を求めることができる。 

２  乙は、正当な理由がない限り、前項の調査、資料の提出又は報告を拒んではならない。 

（契約の費用） 

第 20 条  この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

（管轄裁判所） 

第 21 条  この契約について訴訟等が生じたときは、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所と 

する。 

（その他この契約に定めのない事項） 

第 22 条  この契約の締結後、定めのない事項について疑義が生じたときは、必要に応じて甲乙間で 

協議して定めるものとする。 

 

  この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙各自記名押印のうえ、各１通を保有するものとす

る。 

 

  平成○○年○○月○○日 

 

                                        住所  伊達市鹿島町２０番地１ 

                          甲(賃  貸  人) 

                                        氏名  伊達市長  菊 谷 秀 吉    ㊞ 

 

 
                                        住所   

                          乙(賃  借  人) 
                                        氏名                                      ㊞ 

 



土地賃貸借 特記事項 
 
 
１ 建物及び車庫について 

   建物及び車庫を使用しなくなったときは、必ず解体し、更地にした上で伊達市に土地を 

返還すること。 


