
入札予定日：令和４年１月 31日（月） 

海老名市 

財務部財産・車両課 

市有財産の一般競争入札説明書 

入札に参加を希望する方は、事前に入札参加申請書を提出してください。 

（参加申請受付期間） 

令和３年 12 月 14 日（火）から令和４年１月４日（火）まで 

入札に参加される際は、この説明書をよくお読みいただき、記載内容や事

前調整事項を十分把握したうえでご参加ください。 



目 次 

ページ 

1 入札物件（土地）・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

2 入札参加資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

3 入札参加申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

4 物件の現地確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

5 入札及び開札の日時・場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

6 入札日の受付等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

7 入札保証金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

8 入札書に係る注意事項  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

9 開札方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

10 入札の無効・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

11 落札者の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

12 暴力団の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

13 契約保証金と売買契約締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

14 売買代金の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

15 所有権の移転、費用負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

16 特約条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

17 その他の留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

18 入札結果の公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

19 問い合わせ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

（別紙１）「市有財産売買契約書（案）」 

（別紙２）「物件調書」 

（様式１）「市有財産一般競争入札参加申請書」 

（様式２）「入札書」 

（様式３）「委任状」 

（様式４）「入札保証金返還請求書」 

（様式５）「海老名市暴力団排除条例にかかる誓約書」 

（様式６）「納税状況調査同意書」 



1 

１ 入札物件（土地）  

物件番号 所在地(地番) 
公簿 

地目 

地 積（㎡） 
最低入札価格 

(円) 
公簿 実測 

３(一)１ 

上今泉一丁目６番 20 宅地 129.85 129.85

57,520,000 円

国分南四丁目 1284 番 雑種地 116 116.76

国分北一丁目 3112 番 22 
公衆用

道路 
77 77.65

国分北二丁目 3317 番 12 宅地 106.34 106.34

３(一)２ 

国分北一丁目 3073 番１ 畑 862 862.10

89,340,000 円

国分北一丁目 3073 番３ 宅地 55.17 55.29

※1 一般競争入札により売却します。 

※2 物件番号３(一)１は４か所一括、３(一)２は２筆一括での売却となりま

す。 

※3 物件の詳細については、本説明書記載の物件調書をご覧ください。 

※4 今後、上記の物件について、入札中止、内容変更をすることがあります。 

２ 入札参加資格  

  次に該当する者は入札に参加できません。 

（１）地方自治法施行令第 167 条の 4の規定に該当する者 

（２）地方自治法第 238 条の 3第１項の規定に該当する者 

（３）海老名市暴力団排除条例(平成 22 年海老名市条例第 43 号)第 2 条第 2 号

から第 5号までに該当する者（以下「暴力団等」という。）及びこれらの者

と密接な関係を有する者 

（４）国税、都道府県税及び市町村税を滞納している者 
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３ 入札参加申請  

入札に参加を希望する方は、事前に入札参加申請書を提出する必要があり

ます。 

電話、郵送では受付をいたしませんので、直接持参してください。 

（１）提出期間 

令和３年 12 月 14 日（火）から令和４年１月４日（火）まで（土日及び

12 月 29 日から１月３日までの間を除く。）の午前９時から正午まで及び、

午後 1時から午後 5時まで 

（２）提出場所 

  海老名市役所 財務部 財産・車両課 管財係（市役所３階） 

（３）提出書類（提出部数各 1部) 

 ※複数の物件に入札をする場合は、①、②は物件ごとに各１部作成し、③、

④は１部のみを提出してください。 

① 市有財産一般競争入札参加申請書（様式１） 

  ② 委任状（様式３） 

代理人により入札参加の申請を行う場合は、委任状を提出してくださ

い。 

     ※1 委任者及び代理者とも印鑑登録済の印（実印）で押印し、代理 

者の③と④（法人の場合）も提出してください。  

※2 法人がその社員に委任する場合は、委任状は不要とします。 

③ 印鑑証明書（発行後３ヶ月以内の原本) 

④ 法人の場合：商業登記簿謄本又は登記事項証明書（発行後３ヶ月以内の

原本） 

個人の場合：住民票の写し（発行後３ヶ月以内の市町村が発行するもの。

コピー不可） 

※1 入札申請書は記名・押印して提出してください。 

※2 共有名義で申請する場合は、共有者全員の②と③が必要です。 

（４）申請書の受付 

提出書類の確認後、入札参加申請書に受付印を押し、その写しを渡しま

すので、入札当日に持参してください。 

また、入札参加申請書受付後であっても、不正等が判明した場合は入札

に参加することができませんので、注意してください。 
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４ 物件の現地確認  

物件の現地説明会は、行いません。 

入札物件については、各自の責任において事前に確認する事を妨げるもの

ではありません。 

職員立ち合いのうえ、現地確認を希望される方は、９ページのメールアド

レスへお問い合わせください。 

また、現地確認以外にも関係公簿等を閲覧するほか、十分な調査、確認を

行ったうえで入札に参加してください。 

５ 入札及び開札の日時・場所  

（１）日時 令和４年１月 31 日(月) 

物件番号 所在地(地番) 

入札時間 

受付時間 入札開始時刻 

３(一)１ 

上今泉一丁目６番 20 

午前 11 時～11時 30 分 午前 11 時 40 分 
国分南四丁目 1284 番 

国分北一丁目 3112 番 22 

国分北二丁目 3317 番 12 

３(一)２ 
国分北一丁目 3073 番１ 

午後１時 30 分～２時 午後２時 10 分 
国分北一丁目 3073 番３ 

※1 個人の参加で本人以外の者が入札書を提出する場合は、委任状が必要

です。 

※2 入札開始時刻は、進行状況により遅れることがありますので、ご承知

おきください。 

（２）場所 海老名市役所 ７階 ７０８会議室 

※1 受付締切時刻に遅れると入札に参加できませんので、ご注意ください。 

※2 １者のみ参加の場合でも入札を実施します。      
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６ 入札日の受付等  

（１）受付 

  受付の際には、到着した順番で次の書類等の確認を行います。これらの中

で確認できない物があった場合には、入札に参加できませんのでご了承く

ださい。 

  ①～③は受付にて提示していただき、④～⑦は受付に提出していただきま

す。 

① 入札参加申請書の写し 

② 入札書が入っている封筒 

③ 入札当日に出席する申請者又はその代理人の身分を確認できるものの

原本 

※1 法人の社員の場合は社員証 

※2 ※1 以外の方は、運転免許証等の行政機関が発行する写真付きの

身分証明書 

④ 入札当日に出席する申請者又はその代理人の身分を確認できるものの

写し 

⑤ 入札保証金返還請求書（様式４） 

⑥ 海老名市暴力団排除条例に係る誓約書（様式５) 

  ⑦ 納税状況調査同意書（申請者が、海老名市内に本社又は営業所等を有す

る法人又は市内在住の個人の場合は提出してください。該当しない場合

は提出不要です。）（様式６） 

（２）会場への入室 

   入札会場への入室は、申請者又はその代理人の方のみとさせていただきま

す｡ 

７ 入札保証金  

（１）納入方法 

市が指定する銀行口座に、入札金額の 100 分の 5 以上の入札保証金を入

札前日までに振込をしてください。 

入札保証金の金額及び振込日が決まりましたら、振込口座をお伝えしま

すので、窓口へ来られるか、電話にて市へ連絡をください。 

恐れ入りますが、振込の際の手数料についてはご負担ください。 

（２）還付方法 

入札保証金の還付請求は、「入札保証金返還請求書」を入札当日の受付の

際に提出してください。（用紙は必ず本説明書に掲載のものを印刷して使用

してください。） 

落札者以外の者が納入した入札保証金は、落札決定後、市が所定の手続

きを行った後に指定された口座へ振込みます（１ヶ月程度を予定）。 

※１ 落札者が納入した入札保証金は、契約保証金に充当いたします。 

※２ 落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札者が納入した

入札保証金は還付せず、市に帰属することになります。 

※３ 入札保証金は、その受入期間について利子をつけません。 
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８ 入札書に係る注意事項  

（１）入札には所定の入札書（様式２）に必要な事項を記載し、入札書を長３

封筒に入れ、物件番号、入札者の住所及び氏名（法人にあっては所在地、

名称及び代表者名）を封筒に表記（入札書（様式２）２ページのラベルを

切り取って、これに記入し、封筒に貼付してください。）して、封緘印を押

印してください。 

（２）入札書には黒又は青色のボールペン又は万年筆等を使用して明確かつ明

瞭に記入し、鮮明に押印してください（鉛筆や消せるボールペンは使用で

きません。）。 

（３）代理人が入札される場合は、委任状に使用した印により押印してくださ

い。 

（４）入札金額は、入札書に右詰めで物件の金額を算用数字で表示し、最初の

数字の前に「\」を記入してください。 

また、金額については、訂正はできません。 

（５）事由のいかんにかかわらず提出した入札書の引換え、変更又は取消しを

することはできません。 

９ 開札方法  

（１）開札は、入札書投入後直ちに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に立会わない場合には、市が指定した者を立会いさ

せて開札します。この場合、異議の申立てはできません。 

（２）開札の結果、有効な入札書について、個人の場合は「個人」であること

（法人の場合はその名称）及び入札金額をその場で公表します。また、開

札時に明らかに無効な入札書については、申請者の氏名（法人の場合はそ

の名称）のみを読み上げ、無効である旨を伝えます。 

１０ 入札の無効  

次の各号に該当する入札は、無効とします。 

（１）入札に参加する資格のない者が行った入札 

（２）入札の前に入札保証金を納入していない者の入札 

（３）所定の入札書以外の用紙を使用して行った入札 

（４）入札書の記載事項が不明な入札、入札書に申請者又はその代理人の記名、

押印のない入札 

（５）金額欄に金額のないもの、金額が読みとれないもの等、入札金額が不明

な入札書を提出した入札 

（６）条件を付した入札書を提出した入札 

（７）委任状を提出しない代理人のした入札 

（８）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益

を得るために連合した者の入札 

（９）申請者、代理人及び法人役員が暴力団等に該当する者の入札 

（10）前各号に定めるもののほか、この説明書に規定する入札に関する条項に

違反した者の入札 
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１１ 落札者の決定  

（１）市の最低入札価格以上の最高額の有効な入札をした者をもって落札候補

者とします。 

（２）落札となるべき最高額が同価の申請者が２人以上あるときは、直ちに「く

じ」によって決定します。この場合において、「くじ」を引かない者がある

ときは、これに代えて当該入札に関係のない本市職員にくじを引かせます。 

（３）落札候補者、落札候補者の代理人及び法人役員が、暴力団等に該当しな

い場合に、落札候補者を落札者として決定します。 

（４）落札候補者の入札無効が確定した場合は、改めて、市の最低入札価格以

上の価格で有効な入札をした申請者のうち、高額で入札した者から、順次、

同様の落札者決定の手続きを進めますのでご承知おきください。 

１２ 暴力団の排除   

市は、神奈川県警察本部に落札候補者、落札候補者の代理人及び法人役員 

が暴力団等に該当するかを照会し、落札候補者、落札候補者の代理人及び法

人役員が暴力団等に該当する場合は、落札候補者の入札を無効とし、書面に

てその者に通知します。 

１３ 契約保証金と売買契約締結  

（１）落札者は、「１１ 落札者の決定 （３）」により市が契約の相手方とし

た際には、その旨の通知をしますので、通知を受けた日から７日以内に別

紙１の市有財産売買契約書（案）により契約を締結しなければなりません。 

（２）落札者は、売買契約締結より前に、「契約保証金」として売買代金の 100

分の 10に相当する金額以上の額を市が指定する銀行口座に振込してくださ

い。恐れ入りますが、振込の際の手数料についてはご負担ください。 

※1 入札保証金は契約保証金に充当しますので、契約締結日まで 

に契約保証金との差額をご用意ください。 

（３）落札者が、契約期限までに契約を締結しない場合は、落札はその効力を

失い、落札者が納入した入札保証金は市に帰属することになります。 

１４ 売買代金の支払方法  

（１）売買代金 

落札者は、契約日から 30 日以内に、市の発行する納入通知書又は振込に

より売買代金と契約保証金との差額を納入していただきます。 

※1 契約保証金は、契約者が売買代金の支払いを行わないなど、契 

約者の義務を履行しない場合には、市に帰属することになります。 

    ※2 契約保証金は、その受入期間について利子をつけません。 

    ※3 振込とした際の手数料についてはご負担ください。 
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１５ 所有権の移転、費用負担  

（１）売買代金を完納したときに所有権の移転があったものとし、直ちに物件

及び関係書類の写し等を現状のまま引き渡します。 

（２）所有権の移転登記手続は、物件の引き渡し後、落札者が指定する司法書

士等へ所有権移転登記嘱託に関する処理等を委任します。 

（３）落札者は、所有権移転登記前にその物件に係る一切の権利義務を第三者

に譲渡することはできません。 

（４）売買契約書に貼付する収入印紙、所有権の移転登記に必要な登録免許税

や嘱託登記に係る費用等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費

用は、落札者の負担となります。なお、支払方法等については、別途ご説

明します。 

物件番号 所在地(地番) 

契約に必要な書類 

契約保証金 
契約書貼付 

(収入印紙） 

登録免許税 

（参考） 

３(一)１ 

上今泉一丁目６番 20 

契約金額の

100 分の 10

以上 

30,000 円 793,700 円
国分南四丁目 1284 番 

国分北一丁目 3112 番 22 

国分北二丁目 3317 番 12 

３(一)２ 
国分北一丁目 3073 番１ 

30,000 円 1,663,200 円
国分北一丁目 3073 番３ 

※契約書貼付収入印紙は、契約金額によって変更となる場合があります。 

※売買代金の支払時期等により登録免許税額は変更になる可能性があります。 

１６ 特約条件  

１ 売買契約については、次の条件を付します。また、個別の条件が付されて

いる物件もありますので、必ず別紙１ 市有財産売買契約書（案）及び別紙

２ 物件調書で詳細を確認してください。 

（１）用途指定 

  ① 落札者は、売買物件において所有権移転の日から５年間（以下「指定

期間」という。）は居住用建物の敷地に供するものとする。なお、落札者

は、居住用建物の建築工事を開始するまでの間、敷地を適正に管理しな

ければならない。 

（２）譲渡禁止等 

① 落札者は、指定期間が満了するまでの間は、売買物件の所有権を第三

者へ移転してはならない。ただし、次の場合はこの限りではない 

（ア）落札者が居住用建物を建築して分譲又は販売する場合 

（イ）落札者が居住用建物の敷地として分譲又は販売する場合 

② 落札者が上記ただし書きにより売買物件の所有権を移転する場合は、

指定期間満了までの残存期間について、所有権を得る者に前記用途指定

にある条件を承継させなければならない。 
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１７ その他の留意事項  

（１）物件の引渡しは、物件調書に特段の記載のない限り、現状のままで行い

ますので、物件調書をご参照のうえ、必ず事前に現地の確認をしてくださ

い。なお、物件調書と現状が異なる場合には現状を優先します。 

（２）土地利用及び建物を建築するにあたっては、建築基準法、県、市の条例

のほか、関係法令等により指導がなされる場合がありますので、関係機関

にご確認ください。 

（３）敷地内に残置する建築物、工作物、立木、建築物内外の物品、地下埋設

物等の補修、改修、撤去及び再築造並びにこれらの費用負担等については、

市は対応いたしません。 

（４）地中埋設物調査は実施いたしておりません。物件調書に記載されている

地中埋設物以外の地中埋設物が発見されたとしても市は履行の追完の請求、

代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることはできませ

ん。 

（５）物件の敷地内及び敷地上空等に電柱（電柱・電柱付属物・電線等を含む)・

支線等がある場合の移設・撤去等の可否等の取扱いについては、設置者又

は管理者等にお問い合わせください。物件調書に特段の記載のない限り、

市ではこれらについて対応いたしません。 

（６）物件の敷地内（地中を含む）にゴミ、ガラ、砕石、廃材、切り株等が存

在する場合、撤去及びその費用負担等については、市は対応いたしません。 

（７）現状有姿での引き渡しにつき、現地の除草等及びその費用負担等につい

ては、市は対応いたしません。 

（８）物件調書に特段の記載のない限り、土壌汚染及び地盤に関する調査は行

っていません。 

（９）現状有姿での引き渡しにつき、必ず事前に現地及び諸規則について調査

確認を行ってください。 

（10）土地利用に際しての、関係地権者や地域住民等との調整、説明、越境物

等に関する関係地権者との協議はすべて落札者において行ってください。 

（11）この説明書に定めのない事項については、本市契約規則その他関係法令

等の定めるところによります。 

１８ 入札結果の公表  

入札結果の確定後、落札者名、落札金額及び入札者数を市ホームページに

て公開しますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。 

なお落札者が個人の場合は、個人名を非公開とし、落札金額のみを公開し

ます。 
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１９ 問い合わせ先  

（１）問い合わせ 

本入札について、質問がある場合は、下記メール宛てにお問い合わせく

ださい。（質問はメールでのみ受け付けます。） 

 財産・車両課 

zaisan@city.ebina.kanagawa.jp 

    ※1 メールには、質問者の住所、氏名（名称）、電話番号等質問

者が確認できる事項も記載してください。  

    ※2 問い合わせは、原則１社（者）１回とします。 

① 質問受付期間 

    令和３年 12 月 20 日（月）～令和４年１月 24 日（月） 

② 回答 

    受け付けから、原則中４日程度でメールにて回答いたします。なお、

入札に関する質問と回答につきましては、市のホームページでも質問者

名を伏せて公表いたします。  


