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旧ひまわり荘（土地・建物）の売却に係る一般競争入札実施要項 

 

１ 一般競争入札物件  

【土地】 

所在地 岩手県盛岡市繋字舘市 69番２  

地  目 宅地 

地  積 2,758.40㎡ 

【建物①】 

所在地 岩手県盛岡市繋字舘市 69番地２ 、69番地１ 

家屋番号 69番２の１ 

種  類 旅館 

構  造 鉄骨コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺地下１階付６階建 

建築年 昭和 58年（昭和 62年増築） 

床面積 2,954.28㎡ 

【建物②】 

所在地 岩手県盛岡市繋字舘市 69番地２  

家屋番号  69番２の２ 

種  類 寄宿舎 

構  造 木造亜鉛メッキ鋼板葺２階建 

建築年 昭和 58年 

床面積 139.73㎡ 

【最低売却価格】 7,544,673円 

【用途の制限】 

旧ひまわり荘の土地及び建物（以下「不動産」という。）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。）の活動を

助長し、又は暴力団の運営に資するおそれがある用に供して

はならないこと等の条件を付します。 

【一般事項】 

１ 岩手県国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）

は地耐力調査、地質調査、地盤調査、土壌調査 、埋設物調

査は行なっていません。  

２ 売却不動産は現状渡しとなります。  

３ 売却対象は既存の電柱や電線等、公共下水道設備を除

く、当該土地の地上及び地下に存在する全ての物件を含む

ものとします。また、隣接地からの越境物があった場合に

おいても現状のままの引渡しとなります。現存する工作

物、樹木、廃棄物の処分、関係者等との交渉、各種調査の
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実施などは、買主の責において対応していただきますの

で、現地を確認の上、入札に参加してください。  

４ 買受者は、契約不動産について契約の内容に適合しない

ものを発見したとしても履行の追完請求、代金の減額請

求、損害賠償請求及び契約の解除をすることはできませ

ん。ただし、買受者が消費者契約法（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場合はこの限り

ではありません。  

【特記事項】 

１ 本物件は、温泉資源を利用し国保被保険者の傷病の治

癒、病後の保護を図り健康の保持増進に寄与することを目

的に昭和 34年 10月に盛岡市つなぎ温泉に開設しました。 

２ 昭和 57年に全面改築（改築費 725,400,000円）を行い、

昭和 58年から平成 20年 3月末まで修繕（総額 205,356,763

円）を行いながら、営業を続けてきました。 

３ 平成 25年 7月 1日から令和 4年 3月 31日まで盛岡市に

無償貸付し、盛岡市が指定した指定管理者が令和 4年 3月

まで「盛岡市つなぎスポーツ研修センター」として活用し

ていました。 

４ つなぎ温泉管理有限会社と契約することにより温泉の

供給が可能です。 

５ 最低売却価格は、不動産に係る消費税額及び地方消費税

額を含みません。 

【入札日時】 
令和４年６月 30日（木）午前 10時から 

（受付 午前９時 30分から） 

【入札場所】 
岩手県盛岡市大沢川原三丁目７番 30号  

国保会館 ２階 「役員室」 

  

２ 入札参加者の資格  

入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者とします。  

(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項に規定する者（成年

被後見人、被保佐人等契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない

者）に該当しない者であること。 

(2) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合にはその者を、法

人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をい

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

又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有している者に該当しない者であるこ

と。 

(3) その他契約の相手方として不適当な行為をする者でないこと。  
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３ 入札の申込方法 

入札の申込みは、(2)の提出書類を(1)のイの受付時間内に、(1)のアの受付場所に、持参

または郵送等により行ってください。申込書類受付後に、入札参加者適格等の内容を審査   

し、連合会が適当と認めた入札参加者には、後日、一般競争入札参加申込受付書を送付し

ます。  

(1) 受付場所及び時間 

  ア 受付場所 岩手県盛岡市大沢川原三丁目７番 30号  

岩手県国民健康保険団体連合会 総務課 電話 019-623-4322 

イ 受付時間 令和４年５月 11 日（水）から令和４年６月 20 日（月）まで （土曜日、

日曜日及び祝日を除く。）の午前９時から午後５時まで  

(2) 提出書類  

ア 一般競争入札参加申込書（様式第１号）１部 

押印する印鑑は、印鑑登録している印鑑（法人の場合にあっては、法務局に印鑑登録

している代表者の印鑑）とすること。なお、共同で申し込む場合は、連名とすること。 

イ 添付書類 各 1通 （証明書類は、発行後３ヵ月以内のものとすること。） 

 (ｱ) 申込者が個人１人の場合 

  ・住民票（申込者本人）の写し 

  ・印鑑登録証明書 

・身分証明書（本籍地のある市区町村長が発行する身分証明書。外国人の場合は不要） 

  ・誓約書（様式第２号） 

(ｲ) 申込者が複数の場合 

  ・申込者全員分の上記(ｱ)の書類 

  ・印鑑登録証明書 

 (ｳ) 申込者が法人の場合  

・登記事項全部証明書（履歴事項全部証明書）  

・印鑑証明書  

・誓約書（様式第２号）  

・役員名簿（様式第７号） 

(ｴ) 申込者以外の者（代理人）が入札を行う場合  

(ｱ)から(ｳ)までのいずれかの書類のほかに、申込者からの委任状（様式第３号） 

及びその代理人の身分証明書が必要となります。（申込者が法人で、代理人が社員

等の場合、身分証明書の提出は必要ありません。）  

(3) 現地説明等 

ア 入札物件は、現状のままの引渡しとなりますので、物件の詳細について、分からな 

いことや疑問がある場合は、事前にお問い合わせください。 

イ 内覧を希望される場合は、現地で物件の説明を行いますので、事前に８の問合せ先

へ申し出ください。  
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４ 入札方法等  

(1) 入札への参加者等  

ア 入札に参加できる者は、一般競争入札参加申込受付書の通知を受けた者（同書に記

載された本人又は本人から委任を受けた代理人）に限ります。  

イ 代理人が入札に参加する場合は、その代理人の身分証明書を添付した委任状を持参

して下さい。（申込者が法人で、代理人が社員等の場合、身分証明書の提出は必要あり

ません。）  

(2) 入札方法  

ア 入札参加者は、入札書（様式第６号）に必要な事項を記入し、記名、押印の上、所

定の入札箱に投入して下さい。 なお、入札金額には、消費税額及び地方消費税額を含

まない金額を記入し、土地及び建物の内訳を明記ください。 

イ 入札書は、会場に用意してあります。また、申込書類に添付している入札書を複写

して事前に記入しておいて入札することもできます。  

ウ 入札者は、入札箱に投入された入札書を、その理由のいかんにかかわらず、引換え、

変更又は取消しを行うことはできません。  

エ 開札は、入札後直ちに入札者の面前で行います。ただし、入札参加者が開札場所に

いない場合には、当該入札の事務に関係のない連合会職員を立ち会わせて開札します。  

(3) 落札者の決定  

   ア 落札は、連合会が定めた最低売却価格以上の入札のうち、最高金額の入札者を落札

者とします。  

イ 落札者となるべき同価格の入札者が２人以上のときは、くじによって落札者を決定

します。  

  (4) 入札の無効  

    次のアからクまでのいずれかに該当する入札は、これを無効とします。  

    ア 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札  

    イ 委任状を持参しない代理人のした入札  

    ウ 記名押印を欠いた入札  

エ 金額を訂正した入札  

オ 誤字、脱字等により入札参加者の意思表示が不明瞭である入札  

カ 明らかに連合によると認められる入札  

キ 同一事項の入札について、同一人が同時に２通以上入札箱に投入された入札  

ク その他入札に関する条件に違反した入札  

  

５ 契約の締結  

(1) 落札者には、入札終了後、落札決定通知書及び仮売買契約に必要な書類をお渡ししま

す。 

(2) 落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して、７日以内に仮売買契約を締結するこ
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とになります。 

(3) 連合会役員会及び総会において議決され、岩手県及び国の国庫補助の財産処分の承認

を得られた後、仮契約の内容をもって売買契約とします。なお、本契約においても別に

契約書を作成せず、仮契約書をもって本契約とします。 

(4) 連合会役員会及び総会並びに岩手県及び国の国庫補助の財産処分の承認を得られな

かった場合は、仮契約の効力は消滅するものとし、連合会はこの契約に係る一切の責任

を負わないものとします。 

(5) 仮売買契約書に貼付する収入印紙は、買受者の負担となります。 

 

６ 売買代金の納入  

(1) 売買代金は、連合会が発行する請求書により、本売買契約を締結した日の翌日から起

算して、30日以内に金融機関窓口等で納入していただきます。  

(2) 納入期限内に売買代金の支払が行われなかった場合で、かつ、連合会が納付すること

ができないと認めたときは、本売買契約を解除するものとします。 

  

７ 所有権の移転  

(1) 売買代金が納入されたときに、買受者に所有権が移転し、同時に不動産の引渡しがあ

ったものとします。  

  (2) 不動産の所有権移転登記は、不動産の引渡し後（売買代金の納入後）に、連合会にお

いて行います。  

(3) 不動産の所有権移転登記の手続に必要な書類（住民票の写し（申込者本人）等）は、

買受者で用意願います。  

(4) 不動産の所有権移転登記に必要となる登録免許税は、買受者の負担となります。  

  

８ 問合せ先 岩手県国民健康保険団体連合会 総務課 

         〒020-0025 岩手県盛岡市大沢川原三丁目７番 30号 

TEL 019-623-4322 ／ FAX 019-622-1668  

E-mail smk-h2@iwate-kokuho.or.jp 

 


