
公告第２号 

不動産売却【一般競争入札】 

件名：日宇医師公宅敷地等売却 

不動産売却（一般競争入札）について次のとおりお知らせします。 

（この情報は、地方独立行政法人佐世保市総合医療センター契約規程第６条の規定に基づき公告しています。） 
 

平成３０年１２月２０日 

             地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター 

 理事長   澄 川  耕 二 

１ 入札に付する事項 

次に掲げる物件を現状有姿（建物付き）のまま一般競争入札の方法により売却する。 

物件 所在地（地番） 地目 地積 建ぺい率 容積率 区域区分 用途地域 参考価格(税込) 入札保証金 

土地 

日宇町522番4 宅地 915.74㎡ 

60％ 100％ 市街化区域 
第一種低層 

住居専用地域 

16,500万円 825万円 

大和町454番4 宅地 3,939.12㎡ 

大和町454番6 公衆用道路 15.00㎡ 

物件 家屋番号 戸数 種類 構造 床面積 原因及びその日付 

家屋 

大和町454番4 

（Ａ棟） 
12戸 共同住宅 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

陸屋根2階建 

1階 460.80㎡ 

2階 460.80㎡ 
昭和55年3月新築 

大和町454番4の2 

（Ｅ棟） 
2戸 共同住宅 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞぶき2階建 

1階 89.43㎡ 

2階 89.43㎡ 
昭和55年3月新築 

大和町454番4の3 

（Ｄ棟） 
2戸 共同住宅 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞぶき2階建 

1階 89.43㎡ 

2階 89.43㎡ 
昭和55年3月新築 

大和町454番4の4 

（Ｃ棟） 
2戸 共同住宅 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞぶき2階建 

1階 89.43㎡ 

2階 89.43㎡ 
昭和55年3月新築 

大和町454番4の5 

（Ｆ棟） 
2戸 共同住宅 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞぶき2階建 

1階 89.43㎡ 

2階 89.43㎡ 
昭和55年3月新築 

日宇町522番4 

（Ｂ棟） 
2戸 共同住宅 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞぶき2階建 

1階 89.43㎡ 

2階 89.43㎡ 
昭和55年3月新築 

 

２ 物件に関する特記事項 

① この物件は、日宇町522番4（915.74㎡）、大和町454番4（3,939.12㎡）、大和町454番6（15.00㎡）の3筆及び建物6棟を一括して 

入札に付する。 

② この物件は、建築基準法第22条区域内になっているため、屋根・外壁の性能について制限がある。 

③ この物件は、建築基準法42条および長崎県建築基準条例第4章の規定に留意する箇所がある。 

④ この物件は、建築基準法48条第1項に揚げる第一種低層住居専用地域に属している。 

  ※敷地の一部に近隣商業地域が含まれている可能性がある。詳しくは、都市政策課で確認を行うこと。 

⑤ 当該地域は、建築基準法55条にて建物の高さが10ｍを超えてはならない地域である。 

⑥ この物件は、1,000 ㎡以上の土地利用で開発行為を行う場合には、都市計画法に基づく許可が必要となる。 

⑦ この物件は、建築基準法56条の規定に留意する箇所がある。 

⑧ この物件は、宅地造成法等規制区域であり宅地造成行為に該当する行為がある場合は、宅地造成等規制法に基づく許可が必要と 

なる。 

⑨ この物件は、佐世保市中高層建築物等建築指導要綱により建物を建てる際は、建物用途・規模により届出が必要となる。 

⑩ この物件は、長崎県福祉のまちづくり条例により建物を建てる際は、建物用途・規模により届出が必要となる。 

⑪ この物件は、建物のエネルギー消費性能の向上に関する法律により、一定規模の建築物（床面積300㎡以上）について、省エネ措 

置の届出が必要となる。 

⑫ この物件は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）により、床面積80㎡以上の解体、床面積500㎡ 

以上の建築物の新築・増築、一億円以上の建築物に係る工事（修繕・模様替・設備単独）、500万円以上の土木その他の工作物に関 

する工事（土木工事等）は、工事着工7日前までに届出が必要となる。 

 ⑬ この物件は、建築基準法86条による一団地認定がなされているため、売買の際に手続きが必要となる。 

⑭ 購入の検討を行うにあたり、当該土地の建築要件等については佐世保市建築指導課並びに関係機関で確認すること。 

⑮ 当該地における建物等の建設に関し、周辺の景観や環境への調和に配慮するとともに、計画内容について事前に佐世保市まち整 

備課と協議を行うこと。 

 ⑯ その他物件に関しては、申込者自身において、地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター(以下、法人という)財務課備え付け 

の「付帯設備及び物件状況報告書（告知書）」、「登記簿謄本」、「公図」、「地積測量図」及び「平面図」等にて確認を行うこ 

と。また、現地確認についても申込者自身において、調査を行うこと。建物内への立ち入りを希望する者は、財務課担当まで、電 

話にて連絡すること。建物内への立ち入りは、財務課担当立ち合いのもと、平成31年1月8日(火曜日)・平成31年1月11日(金曜日)の 



13時から現地集合にて行う。物件に関する資料のコピー料については、申込者の負担とする。料金については、1枚につき、白黒コ 

ピー10円(日本工業規格Ａ3以内･両面複写の場合20円)・カラーコピー100円。 

 

３ 入札参加条件に関する事項 

次のいずれか事項に該当する者は、入札に参加することができない。なお、（２）に揚げる事項については、法人から法人の設 

立団体である佐世保市に依頼し警察当局へ照会する。 

（１）法人契約規程第４条第１項の規定に該当する者。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同 

意を得ている者は、同項の規定に該当しない者である。 

（２）次のいずれかに該当する者。 

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。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に

規定する暴力団（以下「暴力団」という。）。 

② 暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）。 

③ 正当な理由がなく暴力団の活動又は暴力団の活動を助長する活動に参加し、関与し、又は協力した者。 

④ 暴力団員が役員（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９条第２１号ロに規定する役 

員をいう。）となっている事業者又は暴力団員により実質的にその運営を支配されている事業者。 

⑤ 自己若しくは特定の者の利益を図る目的又は特定の者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力を利用した者。 

⑥ 法令上の義務としてする場合、情を知らないでする場合その他の正当な理由がある場合を除き、暴力団等に対して金品その他 

の財産上の利益の供与をした者。 

⑦ 暴力団と友人又は知人として会食、遊戯、旅行、スポーツその他の行為を共にする等社会的に非難される関係を有し、又は有 

していた者。 

⑧ その他暴力団関係者であるとして、警察等捜査機関から通報があった者又は警察等捜査機関が確認した者。 

（３）入札参加申込受付時から起算して過去１年間に、建築基準法等の違反により、国又は地方公共団体から行政処分又は行政指導を 

受けたことのある者。 

（４）入札参加申込受付期間中に入札参加申込をしなかった者。 

（５）入札保証金を納付しない者。 

（６）⑵に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者。 

 

４ 契約条項等の閲覧 

法人の契約規程及び不動産売買契約書は、財務課（２階）において閲覧することができる。また、法人契約規程については、法 

人ホームページにも掲載。 

 

５ 入札保証金 

(１)入札開始までに上表に掲げる入札保証金を、法人が入札参加者に対して発行する納入通知書により納付しなければならない。 

(２)入札保証金の領収書は、入札日当日、入札会場に原本を持参しなければならない。 

(３)落札者が納付した入札保証金は、売買代金（以下「代金」という。）又は契約保証金に充当する。 

(４)落札者以外の者が納付した入札保証金は、入札参加者が「入札保証金返還請求書」を提出し、法人は、その請求に基づき請求者 

の指定する口座への振込により返還する。 

(５)入札保証金には利息は付さない。 

(６)落札者が落札後７日以内に契約を締結しないときは、入札保証金は法人に帰属する。 

 

６ 契約保証金 

(１)落札金額の１００分の１０以上に相当する金額を、法人が発行する納入通知書又は法人が指定する金融機関への振込により納付

しなければならない。 

(２)契約保証金は、代金に充当する。 

(３)契約保証金には利息は付さない。 

(４)契約者が契約書に定める期限までに代金から契約保証金を除いた金額（以下「残金」という。）を納付しないときは、契約保証

金は法人に帰属する。 

(５)前４号にかかわらず、契約保証金は、売買契約締結と同時に代金を即納する場合に限り免除する。 

 

７ 入札参加申請及び資格の審査 

(１)当該物件の入札に参加しようとする者は、下記の書類を提出先に持参して申し込まなければならない（郵送申し込みは認めな

い）。 

① 一般競争入札参加申込書（実印押印のこと。）。 

② 身元証明書(市町村役場発行のもの。個人で入札参加する場合に提出すること。発行から３か月以内のものでコピーは不可。)。 

③ 登記簿謄本(法務局発行のもの。法人で入札参加する場合に提出すること。発行から３か月以内のものでコピーは不可。)。 

④ 印鑑証明書(個人･法人いずれの場合も提出すること。発行から３か月以内のものでコピーは不可。)。 

⑤ 誓約書兼同意書（実印押印のこと。個人で参加する場合は個人用を、法人の場合は法人用を提出すること。）。 

⑥ 住民票又は健康保険証の写し（法人で入札参加する場合は代表者、取締役及び監査役を含む役員全員分を提出すること。コピ 

ー可。）。 



 (２)提出先 

佐世保市総合医療センター 財務課契約係 ２階 （佐世保市平瀬町9番地3 ） 

(３)入札参加申込期間 

平成３０年１２月２０日（木曜日）から平成３１年１月２１日（月曜日）までの土曜日、日曜日、祝日、及び平成３０年１２月 

２９日（土曜日）から平成３１年１月３日（木曜日）を除く毎日。 

午前９時００分から午後５時００分まで（正午から午後１時００分までは除く）。 

(４)入札参加資格審査結果の通知 

① 当該物件に係る入札参加の申込みをした者について入札参加資格の審査を行う。 

② 入札参加資格審査結果は、平成３１年２月２５日（月曜日）までに通知する。 

(５)入札参加資格の喪失 

入札参加資格の審査後において、入札参加資格を有することについての通知を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該物

件に係る入札参加資格を喪失する。 

① この公告書に定める資格要件のいずれかを満たさないとき。 

② 一般競争入札参加申込書等について虚偽の記載をしたとき。 

 

８ 入札の日時及び場所 

平成３１年３月４日（月曜日）午前１１時００分、佐世保市平瀬町９番地３ 佐世保市総合医療センター２階講堂。 

 

９ 消費税及び地方消費税 

(１)  この入札に付する物件の売却に係る消費税及び地方消費税は、建物価格は課税であり、土地価格は非課税である。 (入札書記載 

金額は、消費税及び地方消費税相当額を含めた額を記載すること。) 

(２)  契約金額における消費税額等は、以下のとおり算出したものとする。 

                          ※土地価格割合は、法人が設定している土地価格と建物価格の合計額のうち土地価格の割合。 

１０ 入札の方法等 

(１) 入札書の提出は、持参して行わなければならず、郵便による提出は認めない。 

(２) 入札書を投函した時点で入札書の提出があったものとみなし、この時点以降に入札書の書換え、引換え又は撤回は認めない。 

(３) 入札回数は、３回を限度とする。 

(４) 入札は、１件につき１通とする。 

 

１１ 入札書提出後の入札辞退 

開札の直前までは入札の辞退を認めることにするので、入札辞退者はその旨を書面にて郵便又は持参の方法により届け出なければ 

ならない。 

 

１２ 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）入札に参加する資格がない者又は虚偽の内容の入札参加申請を行った者のした入札 

（２）所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札 

（３）委任状のない代理人のした入札 

（４）他人の代理人を兼ねた入札者がした入札、又は２人以上の代理人となった者のした入札 

（５）入札書に入札価格の記載がないもの、入札書の入札価格を訂正したもの、入札書に物件名称を記入していないもの、入札書に

入札者の記名押印がないもの又は入札書中の文字等が不明で判読しにくいもの。 

（６）同一事項の入札について２通以上の入札書を提出したもの。 

（７）入札に際し不正の行為があったと認められるもの。 

 

１３ 落札者の決定 

落札者は、法人の予定価格以上の価格をもって入札した者のうち、最高の価格をもって入札した者とする。また、落札となるべき

同価の入札をした者が２者以上あるときは、当該入札者によるくじで落札者を決定する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記

載された金額をもって落札価格とする。 

 

１４ 落札者の周知方法 

落札者の決定と同時に入札会場にて口頭で周知する。 

 

 

 

 

1.入札価格のうち、土地価格割合※から土地価格相当額を算出。(土地価格相当額 ＝ 入札価格 × 土地価格割合)。 

2.入札価格から土地価格相当額を減じることで建物価格相当額を算出。(建物価格相当額 ＝入札価格 － 土地価格相当額)。 

3.建物価格相当額から消費税額等を算出。(消費税額等＝ 建物価格相当額 － 建物価格相当額/1+消費税率)。 



１５ 契約の締結及び代金の納付 

(１)契約の締結は、法人の契約規程及び法人指定様式の不動産売買契約書による。 

(２)契約の締結は落札後７日以内に行うこと。 

(３)契約保証金は契約締結までに納付すること。 

(４)契約保証金は、売買契約締結と同時に代金を即納する場合に限り免除する。 

(５)代金は残金を、平成３１年３月２５日(月曜日)までに納付すること。 

 

１６ 質問方法 

本入札についての質問は、法人財務課宛に法人指定の「質問書」に必要事項を記載し、電子メールにて送付すること。 

（財務課メールアドレス：souzaim@hospital.sasebo.nagasaki.jp）質問の期限は、平成３１年２月１８日（月曜日）午後５時まで 

とする。なお質問書の回答は、後日すみやかに法人ホームページ内「不動産売却（一般競争入札）」にて掲載する。(質問の回答閲 

覧については、パスワードが必要であり、パスワード発行を申請すること。パスワード発行申請書の取得は、法人ホームページよ 

り取得すること。) 

 

１７ その他の事項 

(１)この入札に関し、違法となる不正行為及び社会的不信を招くような不誠実な行為は絶対に行わないこと。 

(２)当該物件の所有権移転登記については、法人は契約者に協力するものとする。 

(３)当該物件の所有権移転登記に係る不動産登録免許税は契約者の負担とする。 

(４)当該物件に係る立木の伐採、雑草・切株の除去、フェンス・囲障・擁壁・井戸等、地上・地下・空中工作物の補修・撤去などの 

負担及び調整は、当該物件の内外及び所有権等権利の帰属主体のいかんを問わず、一切法人では行わない。 

(５)引渡しは代金の完納後、当該物件の所有権が落札者に移転した後、引渡し時の現状で引き渡す。 

 

１８ 問い合わせ先 

〒８５７－８５１１ 長崎県佐世保市平瀬町９番地３  

地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 財務課（２階） 

担当：契約係 出口・施設財産係 木下 

電 話 ０９５６－２４－１５１５（内線６９０４・６９０８） ＦＡＸ ０９５６－８７－１９５３ 


