
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【添田町大字添田（添田東地区）】 

添田町定住促進住宅用地分譲説明書（再公募） 

住宅用地分譲についてのお問い合わせは下記連絡先まで 

 

   〒８２４－０６９１ 

   福岡県田川郡添田町大字添田２１５１番地 

   添田町役場 まちづくり課 総合企画係 

 

   ０９４７－８２－５９６５（直通） 

   ０９４７－８２－２８６９（FAX） 

       E-Mail：machidukuri@town.soeda.fukuoka.jp 



 添田町定住促進住宅用地（添田東地区）に係る分譲地購入希望者の申込申請要領について

は、下記のとおりとします。 

 

１． 分譲地の申込について 

（１） 分譲の区画 

   分譲する住宅用地は、申込者１者につき 1 区画とします。 

（同居しようとする親族による複数の申込はできません。） 

※区画番号②のみの分譲となります。（区画番号①は成約済のため） 

（２） 申込資格 

分譲の申込みができる者は、次に掲げる条件を全て満たす者が対象となります。 

① 自ら居住する専用住宅（共同住宅を除く）を建築する者 

② 契約から 1 年以内に住宅建築工事に着手できる者 

③ 世帯主の年齢が申請時において 45 歳以下で、高校生以下の子どもがいる世帯 

④ 年間収入（世帯全員の総額）が 300 万円以上の者 

⑤ 本町が実施している、または実施した各定住関連支援事業等の支援を受けて 

いない者 

⑥ 住宅用地の属する地区（以下「地区」という。）の行政区に加入しているか、 

加入する予定の者 

⑦ 地区の行事に積極的に参加できる者 

⑧ 町税等の滞納がない者 

⑨ 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 

２条第６号に規定する暴力団の構成員若しくは暴力団員と密接な関係にない者 

（３） 申込に必要な書類 

分譲を希望される方は、添田町役場まちづくり課総合企画係、または町ホームペー 

ジで申請書などを入手のうえ、関係書類を添付して提出してください。 

提出書類は下記の通りです。 

① 添田町定住促進住宅用地分譲申込チェックシート 

② 添田町定住促進住宅用地分譲申込書（様式第１号） 

③ 住宅建築概要計画書（様式第２号） 

④ 誓約書（様式第３号） 

⑤ 本人及び同居しようとする方全員の住民票（世帯全員の続柄及び本籍が記載 

されたもので、マイナンバーの表記がないもの） 

⑥ 市町村長が発行する本人及び同居しようとする方全員の所得証明書 

⑦ 市町村長が発行する本人及び同居しようとする方全員の納税証明書もしくは 

滞納のない証明書 

（４） 申込受付開始日 

   下記の時間帯で随時受付いたします。 

    令和２年１０月１２日（月）～ 

     午前８時３０分～午後５時１５分まで（ただし、土・日曜日・祝日を除く） 

     ※先着順のため申込があった場合は、その日をもって受付終了となります。 

     ※同日に複数の申込があった場合は、後日公開抽選を行い分譲者を決定しま 

す。 



     ※郵送の場合は、消印の日付を申込日とします。消印日が受付開始日より前の 

日付の場合は、申込を無効とさせて頂きますのでご注意下さい。 

     ※提出書類に不備がある場合は、受付できませんので、必ず必要書類等確認頂 

いた上でお申込下さい。 

（５） 申込書の書き方 

① 申込書は黒色のボールペンで正確に記入してください。 

② 各欄に記入の無いもの、記入内容が不明瞭なものや事実と異なった記入をし 

 た場合には、申込が無効となります。 

③ 「現住所」は申込時に現在住んでいる場所を記入してください。アパート・寮 

等に住んでいる方はその名称及び部屋番号まで記入してください。 

（６） 申込に際しての注意 

① 申込の際には、本説明書の内容及び事前の現地確認等、分譲地及び付近の状況 

等を充分に確認のうえ申込をしてください。 

② 申込後の希望区画の変更、記載内容の変更については、原則として応じられま 

せん。 

③ 申込書、その他必要書類の記載内容について証明ができないとき、事実と異な 

ることを書いて申し込んだとき、必要書類が提出できないときは、申込を無効と 

します。 

（７） 申込方法 

申込書を下記宛先へ持参、もしくは郵送にてご提出下さい。 

〒８２４－０６９１ 

     福岡県田川郡添田町大字添田２１５１番地 

     添田町役場 まちづくり課 総合企画係 

     ０９４７－８２－５９６５（直通） 

 

２．分譲の決定・通知について 

（１） 分譲の決定 

受け付けた申込者について、資格審査を行い決定します。分譲の決定は、先着順と 

しますが、申込のあった当日に複数の申込があった場合は、後日公開抽選により分譲 

者を決定します。 

（２） 公開抽選の方法について 

① 公開抽選会を開催する場合、町が指定する期日及び場所に来場ください。 

  ※公開抽選会は、申込者本人、又は同居しようとする者（未成年者は除く）が出 

席しなければなりません。公開抽選会に参加出来ない場合は、分譲地申込の権 

利を放棄したものとみなします。ただし、申込者本人から事前に書面による申 

し出があり、止むを得ない事情があると認めた場合は、未成年者でない代理人 

（任意様式の申込者の委任状持参の上）の出席を認めるものとします。 

② 公開抽選会の受付順に本抽選の順番を決める抽選を行います。 

    ③ ②の抽選結果による順番で本抽選を行い、当選人を決定します。 

    ④ 公募した住宅用地のうち、申込のない区画があり、抽選に漏れた方の中から希 

望者がいる場合は、上記手法を準用し当選人を決定します。 

 （３） 分譲の決定者への通知 



    分譲が決定した方に対しては、後日「添田町定住促進住宅用地分譲候補者決定通知 

書」（様式第４号）により通知します。 

 

３．土地売買契約締結 

（１） 契約の締結 

   分譲の決定者（以下「買受人」といいます。）は、町が指定する期間内に添田町定住 

促進住宅用地分譲売買契約書（様式第６号）を締結していただきます。契約にかかる 

費用（印紙代）は、買受人の負担となります。 

 なお、期間内に契約の締結をされないときは、辞退とみなし分譲の決定が取り消し 

となりますのでご注意ください。 

（２） 代金の納入方法 

契約締結時に、契約保証金として分譲価格の 100 分の 10 に相当する金額を納入し 

てください。契約保証金には利息は付きません。残金については、契約締結日から２ 

週間以内にお支払い下さい。 

※契約締結に至るまでの買受人の申告内容に虚偽がある場合や、指定する期間まで 

に残金がお支払いできない場合は、契約は取消となり、契約保証金は返還されま 

せんのでご注意ください。 

 

４．土地の引渡し 

分譲代金の納入が完納次第、添田町定住促進住宅用地分譲地引渡書（様式第７号） 

を交付します。引渡し完了後は、当該住宅用地を使用することが出来ますが、管理責 

任は全て買受人へ移転されます。併せて、引渡し日以降に賦課される公租公課は買受 

人の負担となります。 

 

５．所有権移転登記 

引渡し完了後は、町が速やかに所有権移転登記を行います。なお、この所有権移転 

登記に要する費用については、買受人の負担となります。登記完了後、登記完了証及 

び登記識別情報通知の引渡しを行いますので、受領時に登記完了通知受領書（様式第 

８号）を提出してください。 

 

６．住宅建築について 

 （１） 建築工事着手 

    契約締結日から１年以内に専用住宅（共同住宅を除く）建築に着手し、工事着手報 

告書（様式第９号）を提出してください。併せて、工事請負契約書の写し及び建築基 

準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 6 条第 4 項の規定に基づき交付を受けた確認済証 

の写しの提出が必要になります。 

 （２） 買戻特約 

    売買契約締結時に、締結日から１年２か月間を買戻し期間とする買戻特約を締結し、 

所有権移転登記の際に買戻特約の登記を行います。前（１）に記載する指定期間内に 

建築工事に着手できない場合は、契約の解除及び、分譲価格に相当する金額を返還し、 

住宅用地の買戻しを行いますのでご注意ください。この返還金には、利息は付きませ 

ん。 



この買戻特約登記の抹消は、建築工事の着手報告が完了後、買受人の請求に基づい 

て行うものとします。この場合、町が買戻権の登記の抹消登記を嘱託しますが、登記 

に要する費用は買受人の負担となります。 

 （３） 違約金 

    住宅用地の買戻しを行った場合、分譲代金の 100 分の 20 相当額の違約金をお支払 

いいただきます。なお、この違約金は買戻し時の返還金から充当いたします。 

 （４） 原状回復 

    住宅用地の買戻しを行った場合、引渡し時と同様の原状に復元して町へ返還してく 

ださい。この場合、損失を受けても町は補償いたしません。原状回復を行わない場合 

は、違約金とは別に原状回復に要する費用を請求いたします。 

 （５） 延滞金 

    原状回復に要する費用を指定する期日までにお支払いできない場合は、納期日の翌 

日から支払日までの間、未納金に対して日歩５銭の割合で計算した延滞金を町へお支 

払いいただきます。 

 

７．重要事項及び注意事項 

  （１） 住宅用地の地盤高、構造物及び進入道路など引渡しは現状有姿で行います。なお、 

進入道路は宅地として課税されます。 

 （２） 住宅用地は、切土によって造成したものですが、地盤の強度（支持力）は宅地に 

よって異なる可能性があります。建築に際しては、地盤、地質などを充分調査して、 

適切な基礎工事を行ってください。 

（３） 造成及び建築工事に際しては、排水問題、日照権、敷地境界等を隣接者と事前に 

充分調整を図って後日紛争等が生じないよう注意してください。 

 （４） 進入道路は、道路の中心を境にそれぞれお互いの所有物となりますが、2 区画が 

共有する進入道路として利用してください。また、道路及びそれに付随する水路の 

維持管理は 2 区画で協力して行ってください。 

 （５） 擁壁や水路の設置、進入道路や地盤改良など引渡し後の工事費用は全て自己負担 

となります。 

（６） 給水管は水道メーターボックスまで設置を行っており、位置の変更はできません。 

また、水道メーターボックスから住宅までの給水管の引込工事及び引込工事に伴う 

進入道路の舗装仕戻し費用等は自己負担となります。 

 （７） 入居時の電気及び電話回線等の引込手続きなどは、個別に行ってください。 

（８） 当区域はテレビ視聴が困難な区域のため、共同アンテナ組合への加入が必要にな 

ります。（加入費及び運営費などの費用が発生します。また、当区域は光ケーブルへ 

の更新工事が予定されておりますので、組合員での工事費用の負担が発生します。） 

 （９） 居住時には、添田東自治会に加入して頂き、自治会等の活動には積極的に参加し 

てください。 

 

８．設備等 

   設 備 備 考 

水 道 上水道 ・加入金必要 



加入金（ 例 ） 

・13mm 33,000 円（税込） 

・20mm 66,000 円（税込） 

 

 

※お手続きは、水道課まで 

排水・汚水 合併浄化槽の設置が必要になります。 ※添田町では、合併浄化槽

の設置費用の一部を補助し

ています。詳しくは、保健福

祉環境課環境保全係まで 

テレビ アンテナで地上デジタル放送が受信で

きないテレビ難視聴地域です。共同ア

ンテナ組合へ加入下さい。 

共同アンテナ組合 

加入費 15,000 円 

運営費 3,600 円（年間） 

ガ ス LP ガス個別方式  

電 気 九州電力  

 ※譲渡代金には、各設備の加入金等は含まれていません。 

 

９．組費等 

 下記費用は参考として頂き、入居時に各自で組へ確認をお願いします。 

  組費等  10,000 円程度（年間） 

 

１０．その他 

 この要領に定めのない事項については、添田町定住促進住宅用地分譲要綱及び添田町定

住促進住宅用地分譲売買契約書の定めによるものとします。 


