
 

市有地売却一般競争入札 

応募要領 

 
 

 

（参考）入札参加申込み開始から売買代金の全額支払いまでの主なスケジュール 

日程 
内容 

参照ページ及び 

参照番号 年 月 日  

Ｒ３ １ ８ (金) ○入札参加申込み開始 …Ｐ２の６番 

      

 １ 22 (金) ○現地説明会 …Ｐ４の８番 

      

  27 (水) ●入札参加申込み期限 …Ｐ２の６番 

      

 ２ ４ (木) ●【郵便提出のみ】入札書提出受付期日 …Ｐ４の９番 

      

  ５ (金) ○入札保証金の納付期限(入札書提出前) 

●入札執行 

○開札及び落札者決定 

…Ｐ３の７番 

…Ｐ４の９番 

…Ｐ６の 13番 

      

  17 (水) ○契約保証金の納付期限及び契約締結期限 …Ｐ６の 14番、

Ｐ７の 15番 

      

 ３ 17 (水) ○売買代金の全額支払い期限 …Ｐ７の 17番 

 

 

 

 

久慈市総務部財政課 
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１．売却物件 

物件

番号 
土地の所在 地目 地積 用途地域 

建ぺい率 

容積率 

１ 久慈市枝成沢第18地割185番５ 宅地 21.12㎡ 
－ 

（都市計画区域外） 
－ 

 ※ 地目及び地積は、登記されている内容です。 

 

２．最低売却価格 

  31,342円 

 

３．売却の方法 

  一般競争入札（「２．最低売却価格」以上で、かつ、最高の価格を入札した方に売却） 

 

４．売却条件 

(１) 入札に参加した者は、当該売却物件の内容を十分に確認したものとします。 

(２) 売却物件は、現状有姿による引渡しとします。よって、入札に参加するにあたって

は、現地説明会に参加するか、もしくは他の方法で必ず現地を確認してください。 

なお、現地確認の際は、違法駐車等により近隣に迷惑がかからないよう注意してく

ださい。 

 

５．入札参加申し込みに必要な資格 

  下記の要件を満たす個人又は法人。 

(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項の規定に該当しない

者であること。 

(２) 市税を滞納していない者であること。 

(３) 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)に規定され

ない者であること。 

(４) 令和３年３月 17日(水)までに全額支払いが可能な者であること。 
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６．入札参加申込み 

   入札に参加しようとする者は、以下の書類を提出し参加申込みをしてください。 

   なお、参加申込みの無い者は入札に参加できません。 

(１) 提出する書類 

   ①【全員提出】入札参加申込書(様式１) 

②【全員提出】納税証明書(滞納が無いことの証明)、又は、非課税証明書(課税されて

いないことの証明) 

    ⇒ 各市区町村発行のもので、発行後３ヶ月以内のもの。 

   ③【全員提出】入札保証金納入通知書発行依頼書(様式２) 

    ⇒ 入札(予定)額の 100分の３以上の額を記載してください。 

⇒ 入札保証金の金額の設定等につきましては、「７．入札保証金(７)」を熟読の上、

間違いの無いようご留意願います。 

   ④【個人の場合のみ提出】身分証明書 ※運転免許証等ではありません。 

    ⇒ 各市区町村発行のもので、発行後３ヶ月以内のもの。 

   ⑤【法人の場合のみ提出】履歴事項全部証明書 

    ⇒ 法務局発行のもので、発行後３ヶ月以内のもの。 

(２) 提出方法 

   ① 持参又は郵送にて提出してください。 

② 持参する方は、平日の午前８時 30分から午後５時 15分までに提出してください。 

③ 郵送する場合など、提出期限までに提出場所へ届かない場合や、書類に不備があ

る場合は、受け付けできません。 

 (３) 提出期限 

    令和３年１月 27日(水)午後５時 15分まで 

(４) 提出場所 

    久慈市財政課管財係 

     〒028-8030 岩手県久慈市川崎町１－１  TEL:0194-52-2113 

(５) 入札参加資格証の交付 

① 随時、提出書類を確認の上、資格があると認めた方に入札参加資格証（様式３）

を交付します。 

② 持参による参加申し込みをした方には、可能な限りその場で交付します。郵送で

申し込みの方には、郵送にて交付します。 

③ 令和３年１月 29日(金)までに入札参加資格証が届かない場合は、下記 20の問い

合わせ先へお問い合わせください。 

④ 入札の執行前に、申し込み資格が無いこと、又は、申し込み資格を失ったことが

判明したときは、参加資格者としての決定を取り消します。 
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７．入札保証金 

(１) 入札参加申し込み受付後、久慈市が発行する納入通知書により入札保証金を納入し

てください。 

(２) 納入通知書は、持参による参加申し込みをした方には、可能な限りその場で発行し

ます。郵送で申し込みの方には、入札参加資格証(様式３)と同封にて郵送します。 

(３) 入札書を提出する際、入札保証金納入通知書の写し(納入済みのもの)が必要になり

ますので、入札書提出までに納入してください。 

なお、入札会開始時点において、入札保証金納入通知書の写し(納入済みのもの)を

持参せず、かつ、市においても納入済みの確認が取れない場合は、入札会に参加するこ

とはできません。 

(４) 納入された入札保証金は、落札者以外の方には入札終了後速やかにお返しします。 

また、落札者には契約締結終了後、速やかにお返しします。なお、落札者については、

申し出により入札保証金を契約保証金へ充当することができます。 

(５) 入札保証金には、利息は付しません。 

(６) 落札者が売買契約を締結しない時（落札後、入札参加資格を有しない者であること

が判明し、その入札が無効になったときを含む。）は、入札保証金は違約金としていた

だき、お返ししません。 

(７) 入札保証金の金額の設定等につきましては、下記にご留意願います。 

   ①入札保証金の金額設定について 

    ⇒ 入札保証金の金額は、入札(予定)額の 100 分の３以上の額でなければなりませ

ん。 

  例）入札(予定)額＝800,000円としたい場合 

       … 入札保証金の額は、800,000円×3/100＝24,000円 

… 上記式により、入札保証金の金額を 24,000円以上としなければ、800,000

円の額で入札をすることはできません。 

   ②注意事項 

    ⇒ 入札保証金の金額設定を間違えると、予定している入札額で入札できない事と

なりますので、ご注意願います。 
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８．現地説明会 

   以下のとおり現地説明会を開催しますので、希望がある方は参加願います。 

   なお、現地説明会に参加しなくても、入札参加申し込みは可能です。 

(１) 集合日時…令和３年１月 22日(金) 午前 10時 00分 

(２) 集合場所…現地（久慈市枝成沢第 18地割 185番５） 

(３) 参加方法…当日、午前 10時 00分までに、上記(２)の集合場所においでください。 

(事前申し込みは不要です。) 

(４) その他…① 当日、午前 10 時 00 分時点で一人も参加者が無い場合は、現地説明会

を中止します。 

② 雨天決行です。 

③ 現地見学会は、上記日時以外に追加実施することはありません。 

 

９．入札執行の日時、場所及び入札方法等 

(１) 入札日時 

   ○入札日：令和３年２月５日(金) 

○入札開始時間：午後２時 00分 

(２) 入札場所 

    久慈市川崎町１－１ 久慈市役所 議会棟２階 特別会議室 

(３) 入札に必要な書類 

   ①入札参加資格証(様式３）※郵送の場合は写し 

   ②入札書（様式４）※入札を予定する物件ごとに必要 

   ③納入後の入札保証金納入通知書(金融機関で納入後の領収印が押されたもの)の写し 

   ④入札保証金返還請求書(様式５） 

   ⑤【代理人による入札の場合のみ必要】委任状（様式６） 

(４) 入札の方法 

久慈市指定の入札書(様式４)を使用し、入札場所にて直接、又は郵送にて入札書を

提出してください。 

※ 郵送により入札書を提出する場合は、６(４)の提出場所まで郵送で提出するこ

ととし、提出期限は令和３年２月４日(木)午後５時 15分必着とします。 

なお、提出期限までに到達しない場合は、いかなる理由であろうと「不参加」扱

いとします。 

※ 郵送により入札書を提出する場合は、併せて、上記９(３)①、③、④も提出して

ください。 

※ 郵便により入札書を提出する場合は、別紙「郵送にて入札書を提出する場合の

注意事項」に留意してください。 
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 (５) 入札に係る事項 

   ① 入札した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできません。 

   ② 最低売却価格を事前公表するため、入札執行回数は１回とします。 

   ③ 入札に参加しようとする者が１人の場合においても、入札を執行します。 

④ 入札場所にて直接入札をする場合で、代理人が入札する場合には、入札前に委任

状(様式６)を提出しなければなりません。 

⑤ 入札場所にて直接入札をしようとする者で、入札開始時間までに入札会場に入場

しない場合は、「不参加」扱いとします。 

   ⑥ 入札参加有資格者は、２名までが入札会場へ入場できるものとします。 

⑦ 入札参加資格証(様式３、写しを含む)を持参しない(郵送しない)者で入札開始時

点において本人確認が取れない者、及び、入札保証金納入通知書(納入済みのもの、

写しを含む)を持参しない(郵送しない)者で入札開始時点において入札保証金の納

入済み確認が取れない者は、入札に参加することはできません。 

⑧ 入札をした者は、入札後この要領、別紙「市有地売買契約書(案)」及び売却物件等

について、不明を理由として異議を申し立てることはできません。 

 

10．無効の入札 

(１) 民法(明治 29年法律第 89号)第 90条(公序良俗違反)、第 93条(心理留保)、第 94条 

(虚偽表示)又は第 95条(錯誤)に該当する入札 

(２) 入札に参加する資格を有しない者のした入札 

(３) 所定の入札保証金を納付しない者のした入札 

(４) 委任状を持参しない代理人のした入札 

(５) 記名押印を欠く入札 

(６) 金額を訂正した入札 

(７) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札又は意思表示が不明である入札 

(８) 明らかに連合によると認められる入札 

(９) 同一入札事項の入札について、他人の代理人を兼ねた者の入札、又は２人以上の代

理をした者の入札 

(10) 事前公表している最低売却価格未満の入札 

(11) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

11．公正な入札の確保 

(１) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第

54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。 

(２) 入札参加者は、入札に当たっては競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格
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又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりま

せん。 

(３) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開

示してはなりません。 

(４) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行

することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は

入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがあります。 

 

12．入札参加の辞退 

   入札参加申込み後において入札を辞退することとなった場合は、下記 20の問い合わせ

先へ入札を辞退する旨を口頭連絡(電話等)するか、入札辞退届(任意様式)を直接持参又

は郵送してください。 

 

13．開札及び落札者の決定 

(１) 開札は、９(２)に掲げる場所において、入札執行後直ちに行い、入札を行った者のう

ち、最低売却価格以上で最高の価格を入札した者を落札者とします。 

(２) 開札の結果、落札者が無い場合は入札を打切ります。 

(３) 落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、当該入札をした者

にくじを引かせて落札者を決定します。 

なお、同価格の入札をした者は全てくじを引かなければならず、くじを引かない者

があるとき、及び、当該入札をしたものが当該入札会に立ち会っていないときは、これ

に代わって入札事務に関係のない久慈市職員にくじを引かせます。 

(４) 開札の結果、落札者の氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額を、落札者が無い

ときはその旨を、開札の場において入札者にお知らせします。 

   なお、入札者が入札会に立ち会っていないときは、入札会終了後、郵送にてお知らせ

します。 

 

14．契約保証金等 

(１) 落札者は、契約保証金の全部又は一部を免除された場合を除き、契約締結前に契約

金額の 100 分の５以上の契約保証金を納入し、又は契約保証金に代わる担保を提供し

なければなりません。 

ただし、契約保証金の免除の理由が履行保証契約を結んだことによるものであると

きは、当該履行保証保険契約に係る保険証券を寄託しなければなりません。 

 (２) 契約保証金を納入する場合、久慈市が発行する納入通知書により納入してください。 

 (３) 納付済の入札保証金を契約保証金に充当することを希望するときは、入札保証金の
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契約保証金への充当申出書(様式７)を提出してください。 

なお、その場合は、差額を久慈市が発行する納入通知書により納入してください。 

 

15．契約 

落札者(買受人)は、別紙「市有地売買契約書(案)」により令和３年２月 17日(水)まで

に本市と契約を締結していただきます。 

 

16．契約締結の注意事項 

(１) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が、

久慈市の指名停止の措置を受けた場合、契約を締結しません。 

 (２) 契約書に貼付する収入印紙等、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。 

 

17．代金の支払い 

(１) 落札者は、令和３年３月 17日(水)までに売買代金を全額支払っていただきます。支

払いは、久慈市が発行する納入通知書により行ってください。 

(２) 契約保証金を代金の一部に充当することを希望するときは、契約保証金の売買代金

への充当申出書(様式８)を提出してください。 

なお、その場合は、差額を久慈市が発行する納入通知書により納入してください。 

(３) 契約保証金を売買代金の一部に充当しない場合は、契約保証金返還請求書(様式９)

を提出してください。 

   売買代金が完納された後、速やかにお返しします。 

(４) 契約保証金には、利息は付しません。 

(５) 特別な事情がある場合を除き、期限内に支払いを行わない場合は、契約を解除し、契

約保証金を返還しないものとします。 

 

18．所有権の移転等 

(１) 売買代金が完納されたときに所有権が移転し、同時に引き渡すものとします。 

(２) 土地の引き渡しは、現状のままで行います。 

(３) 所有権の移転登記は、売買代金が完納され、登記に必要な書類等が提出された後、市

が行います。 

(４) 所有権移転登記に必要な登録免許税は、落札者の負担となります。 

 

19．その他 

(１) 本要領に記載のある事項については、熟読し遵守してください。 
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(２) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

(３) 本入札に係り記載するものは全て、ペン又はボールペン等を利用してください。 

(４) 都合により入札執行が延期又は中止となる場合があります。 

(５) 入札保証金、契約保証金、売買代金の支払いに係る手数料は、全て支払い者の負担と

なります。 

 (６) 郵送の場合の郵便トラブルによる損害等については、久慈市は一切責任を持ちませ

ん。 

 (７) 本入札に関し必要な書類等は、久慈市財政課において配布しているほか、久慈市ホ

ームページからダウンロードしていただくこともできます。 

 (８) 本要領に記載の無い事項等で新たにお知らせすべきことが生じた場合、久慈市ホー

ムページにてお知らせしますので、随時確認をお願いします。 

(９) その他不明の点については、下記 20の問い合わせ先までお問い合わせください。 

 

20．問い合わせ先 

〒０２８－８０３０ 

 岩手県久慈市川崎町１－１ 久慈市総務部財政課管財係  担当 五十嵐 

     電話 ０１９４－５２－２１１３(直通) 
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物 件 調 書 

 

物件番号 １ 

 

所在地 久慈市枝成沢第 18地割 185番５ 

土地 
地目 宅地 

地積 21.12㎡（登記簿上） 

建物 無し 

工作物等(目視可能範囲内) 雑木在り 

道路幅員及び接道状況 南側に幅員約６ｍの市道が在ります。 

法令等に基

づく制限 

都市計画区域

区分 
都市計画区域外 

用途地域 － 

建ぺい率 － 容積率 － 

供給施設等

の状況 

電気 引き込み可 

上水道 引き込み不可 

下水道 引き込み不可 

都市ガス 不可 

公共機関 

(距離は直線距離) 
津内口デマンドタクシー枝成沢（バス停）まで約 1.3ｋｍ 

近隣の主な公共施設等 

(距離は直線距離) 

中央市民センター枝成沢分館まで約 1.3ｋｍ 

久慈小学校まで約 3.3ｋｍ 

久慈市役所まで約 5.3ｋｍ 

その他特記事項 

○ 本物件の土地境界確認、地下埋設物、地盤調査、土質調査

は行っていません。必要に応じて買受人により調査等を実

施してください。なお、購入前に調査を希望される場合は

市に協議願います。 

○ 本物件は現状での引き渡しとなります。 
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【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土地理院地図） 

売却物件 

㈱中塚工務店 

中央市民センター枝成沢分館 

（旧枝成沢小学校） 

物件番号１ 

（久慈市枝成沢第18地割185番５） 
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【物件番号１の写真】 ※写真上の境界線は、参考線です。 
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① 

売却予定地 

② 

売却予定地 
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 (参考) 

応募要領中にある法令について 

 

○地方自治法施行令 

⇒第 167条の４第１項 

普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号の

いずれかに該当する者を参加させることができない。 

１ 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

２ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

３ 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 32 条第

１項各号に掲げる者 

 

○民法 

 ⇒第 90条 

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 

⇒第 93条 

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのため

にその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができ

たときは、その意思表示は、無効とする。 

⇒第 94条 

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 

⇒第 95条 

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重

大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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(別紙) 

郵送にて入札書を提出する場合の注意事項 

 

 郵送にて入札書を提出する場合、以下に留意の上提出すること。 

 

１ 準備するもの 

  「入札書を入れる封筒」と「入札書を入れる封筒を入れて郵送する封筒」の

２つの封筒を準備します。 

２ 入札書を入れる封筒について 

 （１） “入札書(様式４)”と、その他必要書類を封筒に入れ、封筒を閉じた

上、入札書に押印したハンコと同じハンコで割り印すること。(下記、

割印箇所図を参照すること。) 

 （２） 封筒の表に、下記２点について記載すること。 

①『一般競争入札(市有地売却)入札書在中、 

令和３年２月５日開札』 

②差出人の住所、氏名(法人の場合は商号及び代表者名) 

３ 入札書を入れる封筒を入れて郵送する封筒について 

  上記２にて作成した封筒を入れ、以下の宛先へ郵送すること。 

【〒028-8030 岩手県久慈市川崎町１番１号 

久慈市総務部財政課あて】 

４ 提出(到着)期限について 

   令和３年２月４日(木)17時 15分必着とする。なお、期日までに到着しな

い場合、いかなる理由があろうと「不参加」扱いとする。 

 

【割印箇所図】 

（封筒裏面） 

 

 

 

 ㊞   ㊞     ㊞ 
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(別紙) 

市有地売買契約書(案) 

 

市有地売買契約書（案） 

久慈市（以下「甲」という。）と  （以下「乙」という。）とは、不動産の売買について、

次のとおり契約を締結する。 

第１ 甲は、末尾に表示する物件（以下「契約物件」という。）を乙に売り渡し、乙は、こ

れを買い受けた。 

第２ 売買代金及び契約保証金は、次のとおりとする。 

(１) 売買代金      円 

(２) 契約保証金  売買代金の 100 分の５以上の額とする。ただし、契約に関する規

則(平成 18年久慈市規則第 54号)第 21条のいずれかに該当する場合

は、免除とする。 

第３ 乙は、契約保証金を令和３年２月 17日(水)までに、また、売買代金を令和３年３月

17日(水)までに甲の定めるところにより納付しなければならない。 

２ 甲は、乙が売買代金の全部又は一部を納期限までに納付しないときは、直ちにこの契約

を解除し、又は納期限の翌日から売買代金の完納の日までの日数に応じ、当該未納付の額

につき年 2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息を納付させることができる。 

第４ 乙は、売買代金の支払を完了した後でなければ、契約物件の引渡しを甲に申し出るこ

とができない。 

２ 契約物件の所有権は、乙が売買代金の支払を完了した時に、甲から乙に移転するものと

する。 

３ 契約物件は、前項の規定によりその所有権が移転した時に、甲から乙に対し現状のまま

引渡しがあったものとする。 

第５ 乙は、第４第２項の規定により契約物件の所有権が移転した後に登記に必要な書類

を添えて甲に対し所有権の移転登記を請求するものとし、甲は、乙の請求により遅滞なく

所有権の移転登記を嘱託するものとする。 

２ 所有権の移転登記に要する費用は、乙の負担とする。 

第６ 乙は、この契約の締結の日から５年を経過するまでの間、契約物件を風俗営業等の規

制及び業務の適正化等に関する法律（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又は岩手

県暴力団排除条例（平成 23 年岩手県条例第 35 号）第２条第６号に規定する暴力団事務

所（以下「暴力団事務所」という。）の用に供してはならない。 

２ 乙は、契約物件を暴力団事務所の用に供したときは、売買代金の３割に相当する額の金
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銭を違約金として甲に支払わなければならない。 

３ 乙が、契約物件を暴力団事務所の用に供した事実が判明したときは、甲は、直ちに契約

を解除し、又は契約物件の買戻しをすることができる。 

第７ 乙に引き渡された契約物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない

ものがある場合であっても、乙は、甲に対し、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、

損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 

２ 前項に規定する場合において、乙が消費者契約法（平成 12 年法律第 61 号）第２条第

１項に規定する消費者であるときは、前項の規定にかかわらず、契約物件の引渡しがあっ

た日から６か月間に限り、乙は、甲に対し、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、

損害賠償の請求又は契約の解除をすることができる。 

第８ 甲は、乙がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、そ

の期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経

過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りでない。 

第９ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することが

できる。 

(１) 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又は

その支店若しくは常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者を

いう。以下同じ。）が、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６号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

(２) 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴

力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(３) 役員等が、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

える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。 

(４) 役員等が、暴力団又は暴力団員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。 

(５) 役員等が、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と認

められるとき。 

第 10 第３第２項、第６第３項、第８又は第９の規定により甲がこの契約を解除したとき

は、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。 

第 11 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、

甲、乙協議するものとする。 
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この契約締結の証として、本書２通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその１通を

保有するものとする。 

令和３年  月  日 

久慈市                    

代表者 久慈市長 氏      名□印   

 

 

住所                     

氏      名○印  

 

物件の表示 

・所在地  久慈市枝成沢第 18地割 185番５ 

・地 目  宅地 

 ・地 積  21.12㎡ 

 

 

 

 


