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北九州市公告第４８８号

 保留地を公開抽選により売り払うので、北九州市土地区画整理事業保留地処

分規則（平成６年北九州市規則第１４号）第３条の規定により、次のとおり公

告する。

  平成３０年７月２３日

                   北九州市長 北 橋 健 治  

１ 売り払う物件

別表のとおり

２ 公開抽選の申込書等の配布場所等

（１） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市建築都市局まちづくり推進部区画整理課

電話 ０９３－５８２－２４６９

（２） 期間 この公告の日から平成３０年８月３１日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分までの間

３ 公開抽選の申込書の受付場所等

（１） 場所 前項第１号の場所と同じ。

（２） 期間 平成３０年８月２７日から同月３１日までの毎日午前９時か

ら午前１１時まで及び午後１時から午後３時までの間

（３） 方法 申込書の提出は、持参によるものとする。

４ 公開抽選の場所等

 （１） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市役所本庁舎１５階 １５Ｃ会議室

（２） 日時 平成３０年１０月１日から同月３日までの間で個別に通知す

る日時に行う。

５ 公開抽選に参加することができる者の資格

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号）第２条の規

定を準用するものとする。

（２） 次に掲げるもののいずれにも該当しないこと。

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７

７号。以下「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。）

イ 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するもの（公の秩序又は 

善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものをい

う。）の用に供しようとする者

ウ 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。）又

は暴力団員でなくなった日から５年を経過していない者
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  エ 法人でその役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表す

る者で役員以外のものをいう。）が暴力団員であるもの又は暴力団員が

その経営に実質的に関与しているもの

オ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損 

害を加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者

カ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与 

するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関

与している者

キ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用して 

いる者

ケ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用して

いる者

コ アからケまでのいずれかに掲げる者の依頼を受けて公開抽選に参加

しようとする者

（３） 北九州市土地区画整理事業保留地処分規則第４条第２項の規定によ

り公募分譲の手引きにおいて定める抽選申込の資格を有する者

６ 土地利用の条件

公募分譲の手引きに示された土地利用の条件を遵守すること。

７ 抽選申込金の納付、返還及び充当

 （１） 納付

抽選申込希望者は、申込みの際、抽選申込金として、１０万円を市に納

付しなければならない。

 （２） 返還

抽選申込金は、次に掲げる区分の定めるところにより返還する。ただし

、当選者が契約を締結しないときは、返還しない。

ア 抽選申込有資格決定者（イに掲げる者を除く。） 

抽選の日から２週間以内

イ 当選者

契約を締結したとき。

ウ 抽選申込みについて不適格と決定された者

当該決定後２週間以内

（３） 充当

当選者の抽選申込金は、契約保証金に充当することができる。      

８ 契約の締結

当選者は、公開抽選結果の通知を受けた日の翌日から起算して１０日以内

に、北九州市（以下「市」という。）と保留地売買契約を締結しなければな
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らない。

９ 契約保証金の納付、返還及び充当

 （１） 納付

当選者は、契約締結の際、契約保証金として売買代金の１００分の５以

上に相当する金額を市に納付しなければならない。

（２） 返還

契約保証金は、売買代金完納後に返還する。ただし、契約者が契約を履

行しないときは、返還しない。

（３） 充当

   契約保証金は、売買代金に充当することができる。

１０ 公開抽選の無効

次の各号のいずれかに該当する場合は、抽選は、無効とする。

（１） この公告に示した公開抽選に参加することができる資格のない者が

抽選に参加し、当選したとき。

（２） 前号に掲げる場合のほか、抽選に際し不正の行為があったとき。

１１ 公開抽選の中止

（１） 特別の事情がある場合は、抽選を中止し、延期し、又は取り消すこ

とがある。

（２） 前号の場合において、抽選者及び抽選に加わろうとする者が損失を

受けても、市は、補償の責を負わない。

１２ 先着順売払いについて

  売払い物件について抽選申込者がないとき、又は当選者（繰上げ当選者を

含む。）が契約を締結しないときは、平成３０年１０月２２日午前１０時か

ら先着順に申請を受け付け、随意契約により売り払う。

１３ その他

（１） 手続において使用する言語及び通貨

ア 言語 日本語

イ 通貨 日本国通貨

（２） 申込みの無効に関する事項

次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、申込みは、無効とする。

ア 著しく信義に反する行為があった場合

イ 申込受付期間を過ぎて書類が提出された場合

ウ 書類に虚偽の記載があった場合

エ その他公募分譲の手引きに違反すると認められた場合

（３） 詳細は、公募分譲の手引きによる。

（４） この公告に係る保留地の売払いを担当する主管課の名称及び所在地

 等
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北九州市建築都市局まちづくり推進部区画整理課

北九州市小倉北区城内１番１号

電話 ０９３－５８２－２４６９

別表

 宅地

番号 保留地番号

（土地の所在）

地 積

（㎡）

価 格

（円）

１ 保留地第１１１－１号

（若松区塩屋四丁目１

１番１０７）

２３２．３０ １３，０３２，０３０

２ 保留地第１１１－２号

（若松区塩屋四丁目１

１番１０８）

２１０．８７ １１，７０３，２８５

３ 保留地第１１１－３号

（若松区塩屋四丁目１

１番１０９）

２１０．９６ １１，７０８，２８０

４ 保留地第１１１－４号

（若松区塩屋四丁目１

１番１１０）

２１０．９８ １１，７０９，３９０

５ 保留地第１１１－５号

（若松区塩屋四丁目１

１番１１１）

２１４．２８ １１，８９２，５４０

６ 保留地第１１１－６号

（若松区塩屋四丁目１

１番１１２）

２１１．９８ １１，７６４，８９０

７ 保留地第１１１－７号

（若松区塩屋四丁目１

１番１１３）

２３０．０７ １３，１６０，００４

８ 保留地第１１１－８号

（若松区塩屋四丁目１

１番１０１）

２４６．５６ １４，０７８，５７６

９ 保留地第１１１－９号

（若松区塩屋四丁目１

１番１０２）

２２６．２６ １２，６９３，１８６

１０ 保留地第１１１－１０

号（若松区塩屋四丁目

１１番１０３）

２２９．５９ １２，８７９，９９９
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１１ 保留地第１１１－１１

号（若松区塩屋四丁目

１１番１０４）

２２８．０４ １２，７９３，０４４

１２ 保留地第１１１－１２

号（若松区塩屋四丁目

１１番１０５）

２２７．５２ １２，７６３，８７２

１３ 保留地第１１１－１３

号（若松区塩屋四丁目

１１番１０６）

２４０．３５ １３，６２７，８４５

１４ 保留地第１６０号（若

松区塩屋四丁目１２番

１１０）

２３８．２３ １４，０３１，７４７

１５ 保留地第１６１号（若

松区塩屋四丁目１２番

１０６）

２３８．２１ １４，０３０，５６９

１６ 保留地第１１２－１号

（若松区塩屋四丁目１

４番１０７）

２３０．９９ １２，５６５，８５６

１７ 保留地第１１２－２号

（若松区塩屋四丁目１

４番１０８）

２１６．３１ １１，５５０，９５４

１８ 保留地第１１２－３号

（若松区塩屋四丁目１

４番１０９）

２１３．１８ １１，３８３，８１２

１９ 保留地第１１２－４号

（若松区塩屋四丁目１

４番１１０）

２１４．３８ １１，４４７，８９２

２０ 保留地第１１２－５号

（若松区塩屋四丁目１

４番１１１）

２１４．１３ １１，４３４，５４２

２１ 保留地第１１２－６号

（若松区塩屋四丁目１

４番１１２）

２１４．１５ １１，４３５，６１０

２２ 保留地第１１２－７号

（若松区塩屋四丁目１

２３７．９６ １２，８２６，０４４

４番１１３）

２３ 保留地第１１２－８号 ２４７．０８ １３，５８９，４００
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（若松区塩屋四丁目１

４番１０１）

２４ 保留地第１１２－９号

（若松区塩屋四丁目１

４番１０２）

２２９．１７ １２，４８９，７６５

２５ 保留地第１１２－１０

号（若松区塩屋四丁目

１４番１０３）

２２８．４６ １２，４５１，０７０

２６ 保留地第１１２－１１

号（若松区塩屋四丁目

１４番１０４）

２２９．２５ １２，４９４，１２５

２７ 保留地第１１２－１２

号（若松区塩屋四丁目

１４番１０５）

２３２．８１ １２，６８８，１４５

２８ 保留地第１１２－１３

号（若松区塩屋四丁目

１４番１０６）

２４４．６０ １３，５７５，３００

２９ 保留地第１３１－１号

（小敷ひびきの一丁目

１番１０７）

２７４．５６ １４，７１６，４１６

３０ 保留地第１３１－２号

（小敷ひびきの一丁目

１番１０６）

２７４．５６ １４，７１６，４１６

３１ 保留地第１３１－３号

（小敷ひびきの一丁目

１番１０５）

２７５．３５ １４，７５８，７６０

３２ 保留地第１３１－４号

（小敷ひびきの一丁目

１番１０４）

２７５．８１ １４，７８３，４１６

３３ 保留地第１３１－５号

（小敷ひびきの一丁目

１番１０３）

２７５．１６ １４，７４８，５７６

３４ 保留地第１３１－６号

（小敷ひびきの一丁目

１番１０２）

２７５．１５ １４，７４８，０４０

３５ 保留地第１３１－７号

（小敷ひびきの一丁目

２７５．０８ １４，７４４，２８８
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１番１０１）

３６ 保留地第４号（若松区

塩屋二丁目１２番１０

３）

４４．５５ ７８４，０８０
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北九州市公告第４８９号

 保留地を一般競争入札により売り払うので、北九州市土地区画整理事業保留

地処分規則（平成６年北九州市規則第１４号）第１３条の２の規定により、次

のとおり公告する。

  平成３０年７月２３日

                   北九州市長 北 橋 健 治  

１ 売り払う物件

別表のとおり

２ 入札参加申込書等の配布場所等

（１） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市建築都市局まちづくり推進部区画整理課

電話 ０９３－５８２－２４６９

（２） 期間 この公告の日から平成３０年８月２４日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分までの間

３ 入札参加申込書の受付場所等

（１） 場所 前項第１号の場所と同じ。

（２） 期間 平成３０年８月２３日及び同月２４日までの毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後４時までの間

（３） 方法 申込書の提出は、持参によるものとし、来庁日時については

、あらかじめ北九州市建築都市局まちづくり推進部区画整理課に電話で連

絡し調整すること。

４ 入札及び開札の場所等

（１） 入札及び開札の場所

北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市役所本庁舎地下２階 第２入札室

（２） 入札日時 別表のとおり

（３） 開札日時 入札締切り後直ちに行う。

５ 入札に参加することができる者の資格

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号）第２条の規

定を準用するものとする。

（２） 次に掲げるもののいずれにも該当しないこと。

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７

７号。以下「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。）のほか次に掲げる者
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（ア） 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するもの（公の秩序

又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるもの

をいう。）の用に供しようとする者

（イ） 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

。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過していない者

（ウ） 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表

する者で役員以外の者をいう。）が暴力団員である者又は暴力団員がそ

の経営に実質的に関与している者

（エ） 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者

（オ） 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与

するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関

与している者

（カ） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者

（キ） 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用

している者

（ク） 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用

している者

イ アに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする者

ウ 北九州市（以下「市」という。）が行う市有地売払に関し、下記の

事実があった後２年を経過していない者

（ア） 入札を取り消されたことがある者

（イ） 落札者として資格を取り消されたことがある者

（ウ） 申込みを取り消されたことがある者

（エ） 当選者又は補欠者として資格を取り消されたことがある者

（オ） 落札者及び当選者（補欠者が繰上げにより当選者となった場合

を含む。）及び先着順買受申請者で契約の締結及び代金の納入に至らな

かった者

エ 法人税又は消費税（地方消費税を含む。）の滞納がある者

オ 市町村民税、固定資産税又は都市計画税の滞納がある者

カ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年

法律第１４７号）第５条第１項に規定する観察処分を受けている団体に

属している者、これらの者と取引のある者及びこれらの者の依頼を受け

て入札に参加しようとする者
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（３） 共同で申し込む場合は、共同事業者（構成員）を含めた全ての者が

前２号の条件を備えていること。

６ 土地利用の条件

（１） 購入した保留地に、自ら、低層戸建専用住宅を建設しエンドユーザ

ーに分譲すること。ただし、前項第２号ア及びカに該当する者に分譲する

ことはできない。

（２） 購入した保留地を建築条件付で分譲することもできる。ただし、一

定期間内（３箇月を目安とする。）に売主（保留地購入者）と建築物請負

契約を締結しない場合、当該土地売買契約が当然解除される旨の特約を付

すこと。   

（３） まちづくりガイドライン「彩りのまち、響きのくらしの作法（まち

づくりガイドライン）」を遵守すること。

（４） 購入した保留地については、環境共生や自然環境に配慮した統一感

のある良好なまち並みを創出すること。

７ 入札保証金の納付、返還及び充当

（１） 納付

入札参加者は、申込みの際、入札保証金として、１０万円を市に納付し

なければならない。

（２） 返還

入札保証金は、次に掲げる区分の定めるところにより返還する。ただし

、落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は返還しない。

ア 落札者以外の競争入札参加者

競争入札の執行の日から２週間以内

イ 落札者

契約を締結したとき。

ウ 競争入札の中止、延期又は取消をしたとき

   その決定後２週間以内

（３） 充当

落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

８ 契約の締結

落札者は、一般競争入札落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して１

０日以内に、市と保留地売買契約を締結しなければならない。

９ 契約保証金の納付、返還及び充当

（１） 納付

落札者は、契約締結の際、契約保証金として売買代金の１００分の５以
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上に相当する金額を市に納付しなければならない。

（２） 返還

契約保証金は、売買代金完納後に返還する。ただし、契約者が契約を履

行しないときは、返還しない。

（３） 充当

   契約保証金は、売買代金に充当することができる。

１０ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札を無効とする。

（１） 入札参加資格がないのに入札したとき。

（２） 入札保証金を納入しないとき又はその額が不足するとき。

（３） 入札書に記名押印のないとき、入札首標金額を訂正したとき又は記

載事項について判読できないとき。

（４） 同一入札物件について同時に２通以上の入札書を提出したとき。

（５） 代理入札で委任状を提出しないとき又は他人の代理を兼ね若しくは

２人以上の代理をしたとき。       

（６） 入札者が協定して入札したと認められるとき。

（７） その他入札に際し不正の行為があったとき。

１１ 入札の中止等

（１） 特別の事情がある場合は、競争入札を中止し、延期し、又は取り消

すことがある。

（２） 前号の場合において、入札者及び競争入札に参加しようとする者が

損失を受けても、市は、補償の責を負わない。

１２ 先着順売払いについて

売払い物件について入札者若しくは落札者がないとき、又は落札者が契約

を締結しないときは、平成３０年１０月２２日午前１０時から先着順に申請

を受け付け、随意契約により売り払う。

１３ その他

（１） 手続において使用する言語及び通貨

ア 言語 日本語

イ 通貨 日本国通貨

（２） 申込みの無効に関する事項

次に掲げる場合のいずれかに該当するとき、申込みは、無効とする。

ア 著しく信義に反する行為があった場合

イ 申込受付期間を過ぎて書類が提出された場合

ウ 書類に虚偽の記載があった場合

12



エ その他一般競争入札実施要領等に違反すると認められた場合

（３） 詳細は、一般競争入札実施要領等による。

（４） この公告に係る保留地の売払いを担当する主管課の名称及び所在地

 等  

北九州市建築都市局まちづくり推進部区画整理課

北九州市小倉北区城内１番１号

電話 ０９３－５８２－２４６９

別表

番

号

売り払う物件 入札日時

土地の所在

地目 地積

（㎡）

予定価格

（最低売却価格）

（円）

１ 塩屋四丁目１

０番１０１か

ら１１３まで 

宅地 3,204.60 171,876,087 平成３０年

１０月１１

日（木）午

前１０時

２ 塩屋四丁目１

５番１０１か

ら１１３まで 

宅地 3,208.48 165,664,373 平成３０年

１０月１１

日（木）午

前１１時

３ 塩屋四丁目９

番１０１から

１１７まで 

宅地 4,206.88 221,750,952 平成３０年

１０月１１

日（木）午

後２時

４ 塩屋四丁目４

番１０１及び

６番１０１か

ら１１５まで 

宅地 4,400.42 225,442,681 平成３０年

１０月１１

日（木）午

後３時

５ 塩屋四丁目７

番１０１から

１１１まで 

宅地 2,580.07 137,131,418 平成３０年

１０月１２

日（金）午

前１０時
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６ 塩屋四丁目８

番１０１から

１０９まで 

宅地 2,268.73 120,567,839 平成３０年

１０月１２

日（金）午

前１１時

７ 塩屋四丁目１

６番１０１か

ら１０７まで

及び１７番１

０１から１０

６まで 

宅地 3,572.43 184,298,338 平成３０年

１０月１２

日（金）午

後２時

８ 小敷ひびきの

一丁目２番１

０１から１０

７まで 

宅地 2,277.21 109,990,106 平成３０年

１０月１２

日（金）午

後３時

９ 小敷ひびきの

一丁目３番１

０１から１１

１まで 

宅地 2,963.00 142,312,557 平成３０年

１０月１２

日（金）午

後４時
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