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第１ 提案募集の趣旨 
矢巾町は、町が所有する流通センター地内の未利用財産について有効活用を図るため売却

することとしました。 

未利用財産が所在する流通センター地域は、町が掲げる「矢巾町第 7次総合計画基本構想」

「国土利用計画矢巾町計画（第４次）」「矢巾町都市計画マスタープラン」により、これから

の町の活力となり、町民の雇用の場となる新たな産業立地に対応するために、用地の拡大や

機能の拡充が求められている地域であることから、土地売買契約候補者の選定については、

流通センター周辺地域の活性化及び町民の雇用、地域経済への貢献がなされる提案をした事

業者とするため、公募により募集することとしましたので、取得を希望する事業者は、本要

項により応募してください。 

第２ 提案募集物件 
売却を予定し、提案を募集する財産は、矢巾町流通センター地内の旧盛岡市・矢巾町都市

計画事業等組合跡地及び隣接地（以下「提案募集物件」という。）で、建物、工作物等を含み、

現在未利用となっている。詳細は次のとおり。 

１ 売却する土地の所在地、基準価格等 
（１）位置図 

位置図については別紙１「位置図」のとおり。但し航空写真で位置を示しているため、多

少のずれが生じる場合がある。 

（２）所在地、面積等 

物件 

番号 

所在地 地目 暫定面積 備考 

１ 矢巾町流通センター南

二丁目３番 

宅地 4567.40 ㎡

の一部 

二丁目３番の土地について

は、土地の南端に町水道管が

埋設してあり、この部分を町

で分筆のうえ売却する。 

 

矢巾町流通センター南

二丁目１３番 

雑種地 8235.00㎡ 

の一部 

総合計（２筆） 6,600㎡ 

（３）暫定面積及び確定測量について 

（２）の表に記載する売却面積は確定測量前の図上求積による暫定面積である。矢巾町が

確定測量を行ったうえで売却面積を確定し、その結果をもって必要な登記（分筆登記等）を

行う。確定測量の結果、暫定面積と確定した面積に差異が生じる可能性がある。 

２ 売却基準価格及び売却価格 
（１）売却基準価格 

売却基準価格は金 43,700,000円とする。 

なお売却基準価格は、土地代金から既存構造物等の一部の撤去工事費を差し引きのうえ、

求めている。提案募集物件は、建物、工作物等を含み、物件引渡し日現在における現状有姿

で引渡すものとする。 

（２）売却価格 

応募者が提案した売却希望価格とし、確定測量の結果、別紙１「位置図」との位置のずれ、

暫定面積と相違しても売却価格の精算は実施しない。 
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３ 土地、建物規制等 
（１）募集業種 

準工業地域で操業できる業種であること。 

（２）区域区分 

準工業地域 

（３）建ぺい率 

６０％ 

（４）容積率 

２００％ 

（５）その他の制限 

特別業務地区（流通センター地区） 

４ その他 
詳細は物件調書、図面のとおり。 

 

第３ 応募要件 
応募者は、次に掲げる事項のすべてを満たす日本国内で法人登録をしている法人とし、複

数の事業者で構成される団体（以下「団体」という。）が応募する場合は、団体を構成するす

べての法人が当該要件を満たすものとする。なお、同一事業者が複数の事業提案をすること

はできない。 

（１）本書、参考資料（物件調書、参考図）等を十分に確認するとともに、参考資料は、応

募者が物件の概要を把握するための資料であることを理解のうえ、現地及び関係規制等

を応募者自らが調査確認した提案をする者であること。 

（２）提案募集物件を取得し、当該物件において流通センター周辺地域の活性化及び町民の

雇用、地域経済への貢献がなされる実現可能な事業を、自ら行おうとする者であるこ

と。 

（３）各関係法令を遵守すること。 

（４）宗教及び政治活動を目的とした提案をする者でないこと。 

（５）提案募集物件において行う事業が公害防止及び環境保全へ配慮する者であること。 

（６）町税（法人町民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。以下同じ。）及び国税（法人

税並びに消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）を滞納していないこと。 

（７）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てをしている

者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11 年法律第 

225号）に基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けてい

る者を除く。）でないこと。 

（８）提案募集物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和 23年法律第 

122号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業

その他これらに類する業の用に供しない者であること。 
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（９）提案募集物件を矢巾町暴力団排除条例（平成 24年矢巾町条例第 17号）第２条第１号

に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の活動を助成し、又は暴力団の運営に資

するおそれがあるものの用に供しない者であること。 

（１０）役員等が、矢巾町暴力団排除条例第２条第３項に規定する暴力団員等（以下「暴力

団員等」という。）でないこと。 

（１１）前４号のいずれかに該当する者の依頼を受けて応募しようとする者又はその者を、

契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、その他の使用人として使用した者でないこ

と。 

（１２）暫定面積以上の面積の売却を希望する提案、売却基準価格以下の売却希望金額を提

示した提案であっても応募を受け付けるが、売却基準価格から著しく乖離する売却希望

金額を提示した提案については、これを理由に提案を認めない場合があること。 

（１３）団体での応募の場合、契約の締結にあたっては、代表事業者を契約の相手方とする

こと。 

（１４）売買契約を締結するうえで契約を締結した者（以下、「買受者」という。）に対し課

せられる制約的条件は概ねの次に掲げる事項のとおりであり、これを了承の上で応募す

る者であること。 

ア 確定測量で確定した面積数量及び土地形状をもって売却とし、当該数量が本書又は

付属資料記載の暫定面積又は土地形状と相違しても売却金額の精算は行わないこと。 

イ 提案募集物件は物件引渡し日現在における現状有姿での引き渡しとし、引渡し時点

で土地上に存する構造物、樹木、植栽、残置物及び地下埋設物についても提案募集物

件に含み、買受者へ無償譲渡するものであること。 

ウ 矢巾町は契約不適合責任を負わないものとすること。 

エ 土地に関する調査（地盤、土壌、地下埋設物等）は未実施であること。 

オ 提案募集物件の土地の所有権移転は、売買代金納付後、買受者の請求により、矢巾

町が行う。但し、移転登記に必要な登録免許税及びその他の売買契約に関して必要と

なる一切の費用は買受者が負担しなければならないこと。また建物は未登記のため、

建物登記が必要な場合は、買受者の負担により行わなければならないこと。 

カ 提案募集物件の建物は未登記であり、提案募集物件を購入し建物を活用する場合に

掛かる測量及び登記等に必要な費用については、買受人の負担とすること。 

キ 提案募集物件の購入に際して、融資利用の特約（融資の不成立を解除条件とする特

約）付きでの契約を前提とした申し込みはできないこと。 

ク 建物、工作物及び建物に付帯する諸設備等がある場合には、これらを除却する場合

の除却費用、利用する場合の維持管理、改修、整備、安全性の確保は、買受者が費用

負担のうえ実施しなければならないこと。 

ケ 提案募集物件において、提案する事業計画に記載されている事業所等を建設し、取

得後２年以内に操業を開始すること。但しやむを得ず期限までに操業を開始できない

場合は、矢巾町に対し、書面による承諾を得なければならないこと。 

コ 原則として、操業開始後５年間は、応募書類に記載されている事業以外の用に供し

てはならない。変更する場合は、矢巾町に書面による承諾を得なければならないこ

と。 
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サ 売買契約書で規定する制約条件等に違反した場合には、別に定める金額を違約金と

して徴収するものであること。また違約金の徴収等に加え、別途、矢巾町による損害

賠償請求を行う場合があること。 

シ 契約上の債務不履行があった場合には、矢巾町は契約解除をすることができるこ

と。 

（１５）その他、次に掲げる注意事項を了承の上、応募する者であること。 

ア 越境物の処理について必要な場合は、買受者において当事者と話し合うこと。なお

契約後に判明した場合も同様とする。 

イ ごみ集積所などがある場合、これらの移動等についても買受者が設置者と話し合う

こと。 

ウ アスベスト、ＰＣＢについては物件調書を参考のこと。 

エ 電柱等の移転・撤去、立木の伐採、雑草の草刈などの負担及び調整は、物件敷地の

内外及び所有権等権利の帰属主体の如何を問わず、一切町は行わないものであるこ

と。 

オ 所有権移転後、提案募集物件に関わる土地利用に関し、隣接土地所有者及び地域住

民との調整等については、すべて買受者において行うこと。また事業の実施にあたっ

て、紛争等が生じた場合は、買受者の責任と負担において、迅速かつ丁寧な対応に努

め、その解決に当たること。 

カ 町が特別な理由で不適格と判断する者でないこと。 

第４ 応募書類 
応募者は、（１）から（５）までに掲げる書類（団体での応募の場合は、（１）から（６）ま

でに掲げる書類。但し、（５）に掲げる書類については、団体を構成する各事業者がそれぞれ

作成したもの）を提出すること。 

（１）町有地取得に係る提案審査申込書（様式第１号） 

（２）立地計画書（様式第２号） 

（３）事業計画書（様式第３号） 

（４）立地・事業計画説明書（様式第４号） 

（５）添付書類 

ア 法人登記事項証明書 

イ 決算書（直近３期分） 

ウ 確定申告書（直近３期分） 

エ 町有地売却に係る提案審査申込書（様式第１号）提出の直近３か月以内に発行され

た国税の納税証明書（法人税並びに消費税及び地方消費税（その３の３）に滞納がな

いことの証明書）。なお、町税の納付状況については、土地売却審査申込書（様式第

１号）における同意に基づき町において確認する。 

オ 企業概要（会社紹介パンフレット等応募者の事業内容、経歴等が分かるもの） 

カ 応募者役員等名簿（様式第５号） 提出された名簿に基づき、第３（９）に定める

応募要件の該当の有無について紫波警察署長に照会する。 

キ 主要取引先リスト（様式第６号） 



 

5 

 

ク その他立地計画書及び事業計画書の記載内容の補足資料 

（６）団体で応募する際の添付書類 

団体で応募する場合は、次の書類を提出すること。なお、団体の代表者及び構成する事業

者の変更は、原則として認めない。但し、町がやむを得ないと判断した場合は、変更を認め

る場合がある。 

ア 団体構成事業者一覧（様式第７号） 

イ 町有地取得に係る提案審査に関する承諾書（団体構成事業者用）（様式第８号） 

※団体を構成するすべての事業者のものを添付すること。 

ウ 共同事業者間での契約書（協定書）の写し等、団体の代表者、代表権限、意思決定

手続等、団体の組織に関する取決めを記載した書類（様式任意） 

エ 土地取得後における土地等（動産、不動産を含む。）の所有権の設定方法が分かる書

類（様式任意） 

第５ 応募の手続き 
応募は、１応募者当たり１提案のみ募集とし、団体を構成する場合における当該団体の構

成員が単独で別の提案を応募することは認めない。また応募に当たっては、本要項並びに事

業所等の建築及び操業に係る関係法令、岩手県及び矢巾町の関係条例、要綱等による規制及

び手続を確認し、立地計画及び事業計画が実現可能な内容となるよう精査すること。 

（１）応募書類の提出 

応募に当たっては、本書に定める応募書類を担当部署に持参又は郵送により１部提出し、

応募書類のＰＤＦデータ（メールの容量が１０ＭＢを超える場合は、ファイル転送サービス

等の利用をしても差し支えない。この場合、パスワード等のセキュリティ措置を設定のうえ、

ダウンロード期間を 14 日以上設けること。）を担当部署のメールアドレスに送信すること。

また電話により、応募書類原本及び送付したＰＤＦデータの到達状況を確認すること。なお、

提出書類等の内容について聞取りを行う場合がある。 

（２）応募期間 

期  間：公募開始日から令和３年 10 月 29 日（金）まで（但し、土日祝日等の矢巾町役

場閉庁日を除く） 

受付時間：午前８時 30分から午後５時 15分まで。但し、郵送による提出の場合は、期限

最終日の受付時間内必着とする。 

（３）応募書類提出後の修正等 

町が応募書類及び応募書類のＰＤＦデータを受理した後の修正は、原則として認めない。

但し、町がやむを得ないと判断した場合は、修正を認める場合がある。 

（４）事前確認 

応募する場合、立地計画や事業計画の大まかな内容について、担当部署へ連絡すること。 

（５）その他 

応募書類の作成及び提出に要する費用は応募者の負担とし、提出された書類は返却しない。 

第６ 契約候補者の選定方法 
町は、応募者から提出された応募書類の内容を評価し、契約候補者を決定する。なお、評

価に当たり応募者のヒアリングを実施する場合があり、ヒアリングを実施する場合は、対象
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となる応募者に別途通知する。 

１ 評価 
評価は、売却希望価格の評価及び審査員の評価をもって行う。 

（１）売却希望価格の評価方法 

売却希望価格の評価は、応募者が提示する売却希望価格を売却基準価格に照らし合わせ、

点数を付し、これをもって売却希望価格の評価とする。 

（２）審査員の評価方法 

審査員の評価方法は、各審査員が、応募書類の内容を各評価項目の評価基準に照らし合わ

せ評価のうえ、点数を付し、当該点数に、評価項目の重要度による倍率を乗じ、その合計を

もって各審査員の評価点とする。 

評価項目の重要度の基準 

特に重要 

重要 

普通 

（３）審査員の評価項目 

※（）内は評価項目の重要度 

ア 企業の信頼度及び将来性 

（ア）企業理念（普通） 

（イ）企業の強み（普通） 

（ウ）会社の経営状況（重要） 

（エ）会社の財務状況（重要） 

（オ）申込等に関する実直な対応（普通） 

イ 町への波及効果 

（ア）法人町民税納付見込み（普通） 

（イ）固定資産税納付見込み（重要） 

（ウ）主要取引先（特に重要） 

（エ）ＣＳＲへの意欲（重要） 

（オ）雇用計画（特に重要） 

ウ 事業計画の実現可能性、周辺環境への影響 

（ア）具体的な業務内容（重要） 

（イ）開発事業に関する事業計画（重要） 

（ウ）開発事業に関する財務計画（重要） 

（エ）周辺環境への影響（重要） 

２ 契約候補者の決定 
上記１（１）により付す売却希望価格に係る点数及び上記１（２）により付す審査員全員

の評価点を合計し、その合計した点数（以下「合計評価点」という。）が最も高い応募者を契

約候補者として決定する。なお、評価結果に対する異議申立ては受け付けない。 

３ 契約候補者決定の通知 
契約候補者を決定したときは、契約候補者として決定した応募者にその旨を通知するとと

もに、町公式ホームページにおいて当該応募者名を公表するものとする。契約候補者として
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決定されなかった応募者に対しては、その旨を通知する。 

第７ 土地売買契約の手続き 
土地売買契約の手続きは、矢巾町財産管理規則（平成 19 年規則第 20 号）の規定等に基づ

き、次により行う。 

（１）普通財産譲渡申請書の提出 

契約候補者と決定された者は、矢巾町財産管理規則第 30条第１項の規定に基づく普通財産

譲渡申請書を速やかに町に提出すること。当該申請書様式、添付書類その他留意事項等は、

契約候補者に別途通知する。 

（２）土地売買契約 

ア 土地売買契約の締結 

町は、契約候補者から普通財産譲渡申請書の提出があったときは、現地立ち合いのうえ

現況を確認、測量し、現況及び測量結果について合意が得られたのち、契約候補者との間

で土地売買契約（以下「契約」という。）を締結する。但し、当該土地の売買金額又は土地

面積が矢巾町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39年

矢巾町条例第８号）第３条に規定する売買金額及び土地面積を超えるため、町議会で承認

を得るまでの間、仮契約とし、町議会の承認をもって本契約とする。 

イ 契約保証金 

普通財産譲渡申請書を提出した契約候補者は、契約の締結に当たり、契約金額の 100分

の５に相当する額（その額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額）以上

の額の契約保証金を町に納入しなければならない。契約締結、契約保証金の納入方法その

他留意事項等は、別途通知する。但し、契約保証金は、買受者の申出により売買代金の一

部に充てることができる。また、契約保証金は、売買代金の一部に充当した場合を除き、

契約の履行後に還付する。なお、契約保証金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈し

ないものとする。 

（３）売却代金の納入 

売買代金は、町が発行する納入通知書により、契約を締結した日の翌日から起算して 30

日以内の町が指定する期日までに金融機関窓口等で納入すること。なお、納入期限内に売

買代金の支払いが行われなかった場合で、かつ、納付することができないと町が認めたと

きは、契約を解除することがある。この場合、納入された契約保証金は町に帰属し、返還

されないことに注意すること。 

（４）契約解除 

町は、契約後において買受者に起因する次に定める事由により契約の全部又は一部を解

除する場合がある。なお、町は、契約の解除により買受者に生じた損害について、その賠

償の責を負わないものする。 

ア 買受者が第３に定める応募要件を満たさなくなったと認められるとき。 

イ 応募書類の内容の全部又は一部に虚偽があると認められるとき。 

ウ 役員等が、暴力団員等であると認められるとき。 

エ 経営又は運営に暴力団又は暴力団員等が実質的に関与していると認められるとき。 

オ 自己、自社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
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もって、暴力団又は暴力団員等の利用等をしたと認められるとき。 

カ 暴力団又は暴力団員等に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積

極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

キ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。 

ク 売買代金支払義務など契約に定める義務を履行しないとき。 

（５）原状回復義務 

買受者は、（４）の契約の解除に伴い、町が指定する期日までに、契約土地を買受者の負担

により原状に回復して返還するとともに、所有権移転登記に必要な書類を町に提出するもの

とする。なお、所有権移転に係る費用は、買受者の負担とする。また、買受者が原状に回復し

ない場合、町が買受者に代わって原状に回復することができるものとし、その費用は、買受

者の負担とする。 

（６）契約解除に伴う返還金 

町は、（４）の契約の解除に伴い、収納済みの売買代金を買受者へ利子を付さずに返還する

ものする。但し、町が買受者に売買代金を返還する場合において、買受者が（５）の町が買受

者に代わって行った原状回復に要する費用、（７）の違約金又は（８）の損害賠償金を町に支

払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺するものとする。 

（７）違約金 

町は、（４）の契約の解除があった場合、買受者に対し、違約金として売買代金の２割（（４）

ア（第３（８）又は（９）の応募要件を満たさなくなったと認められるときに限る。）又は（４）

ウからキまでの事由による場合は、３割）に相当する金銭の支払いを求める。 

（８）損害賠償金 

町は、買受者が土地売買契約に定める義務を履行しないために損害を被った場合、その損

害の賠償を買受者に求めることがある。 

第８ 質疑応答 
本要項に関する質問は、質問票（様式第９号）により、持参、郵送、ＦＡＸ又は電子メール

により担当部署あてに送付する方法で行うこと。電話等口頭での質問は、受け付けない。ま

た、持参以外の方法で質問票を提出した場合は、電話で質問票到達の確認をすること。 

なお、評価に支障をきたす質問及び本要項に関連がないと判断される質問等への回答は、

行わない。質問のうち、要項の解釈に影響を及ぼすと判断されるものに対する回答は、質問

者に回答するとともに、質問者名を伏せて町公式ホームページに掲載する。また、町公式ホ

ームページで公表した質問に対する回答は、本要項の追加、修正を行ったものとする。 

第９ スケジュール 
公募開始から所有権移転までのスケジュールは、概ね次のとおり 

予定時期 内容 備考 

令和３年７月 30日（金） 要項の配布、公募開始 質問受付開始 

  ３年 10月 29日（金） 公募締切  

  ３年 11月中旬 契約候補者評価、決定、公表  

  ３年 11月中旬 普通財産譲渡申請書提出  
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  ３年 11月下旬 土地売買契約締結 契約保証金納付、議決を要す

る場合は仮契約となる 

  ３年 12月中旬 引き渡し、所有権移転 １２月定例会議決予定、土地

代金納付 

 

第１０ その他 
（１）募集に関する注意事項 

ア 提案募集物件用地への立入りの禁止 

提案募集物件用地に無断で立ち入り、調査等を行うことを禁止する。現地確認等立入り

を希望する場合は、あらかじめ町の許可を受けること。 

イ 現地見学会 

希望者を対象に現地見学会を開催する。参加を希望する場合、ＦＡＸ又は電子メールで

担当部署まで連絡すること。開催日時については、別途連絡する。 

ウ 補足書類 

応募書類提出後において町の判断で補足書類等の提出を求める場合がある。この場合、

第５（３）（応募書類提出後の修正等）は、適用しない。 

エ 応募書類の取扱い 

受理した応募書類は、返却しない。 

オ 使用言語、単位等 

提出する書類の作成にあたっては、言語は日本語、数字はアラビア数字、通貨は日本国

通貨、単位は計量法（平成４年法律第 51号）に定める単位を使用すること。 

カ 著作権の取扱い 

応募書類の著作権は、すべて応募者が保有する。但し、町議会、報道機関等への情報提

供及び町広報媒体に掲載する際の使用に当たっては、無償で使用できるものとする。 

キ 情報開示 

町に提出した書類は、矢巾町行政情報公開条例(平成 11 年矢巾町条例第１号)に定める

行政文書に当たることから、同条例に基づく情報公開請求により請求者に応募書類の一部

を開示する場合がある。 

（２）応募様式、別紙図面等 

別紙図面及び様式等は、内容を変更する場合がある。変更した場合は、町公式ホームペー

ジに掲載する。また、参考書式第１号土地売買仮契約書（案）の内容については、契約候補者

と協議のうえ、変更する場合がある。 

ア 様式第１号 町有地取得に係る提案審査申込書 

イ 様式第２号 立地計画書 

ウ 様式第３号 事業計画書 

エ 様式第４号 立地・事業計画説明書 

オ 様式第５号 応募者役員等名簿 

カ 様式第６号 主要取引先リスト 

キ 様式第７号 団体構成事業者一覧 
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ク 様式第８号 町有地取得に係る提案審査に関する承諾書（団体構成事業者用） 

ケ 様式第９号 質問票 

コ 参考書式第１号 土地売買仮契約書（案） 

サ 別紙１ 位置図 

シ 別紙２ 物件調書 

ス 別紙３ 公図の写し 

 

第１１ 担当部署 
〒028-3692 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第１３地割１２３番地 

矢巾町総務課管財係（矢巾町役場 本庁舎３階） 

TEL 019-611-2705（ダイヤルイン） FAX 019-697-3700（町代表） 

E-mail kanzai●town.yahaba.iwate.jp（管財係代表アドレス。●を小文字＠に読み替える） 

 


