
市有地入札結果一覧表 令和4年12月６日現在

実施年度 入札日
物件
番号

所在 地目 面積(㎡)
最低売却価格
(税抜き)

落札価格
(税抜き)

落札者
区分

備考

令和4年12月6日 ４-１ 東名260番１、同262番４ 雑種地 413 ¥2,880,000 ¥2,881,000 法人

(令和4年12月6日) ４-２ 西貝塚字二通217 宅地 257.11 ¥7,980,000 ―  ―
 入札参加者なし
(12月13日より先着申込受付予定)

令和３年度 令和3年12月7日 ３-１ 福田字午新田3195番1 宅地 2,400.48 ¥22,090,000 ―  ―  入札参加者なし･先着受付順申込者なし

令和2年9月7日 ２-１ 東新屋字榎田351番７ 宅地 751.39 ¥15,180,000 ¥16,270,000 法人

新貝土地区画整理地内 仮換地55街区１ 宅地 1,162.95
(従前の土地:新貝字大原2315番24) (雑種地) (1,521)

２-３ 中泉字西御殿1827番９ 宅地 186.13 ¥10,990,000 ¥16,000,000 個人

２-４ 福田字村中1525番３、同1525番４ 宅地 206.46 ¥5,580,000 ―  ―  入札参加者なし･先着受付順申込者なし

令和1年9月6日 １-１ 中泉字三ノ宮107番1 宅地 324.29 ¥15,310,000 ¥15,310,000 個人  病院敷地-資産経営準備室で入札

１-２ 国府台字大院488番1  宅地 1,120.16 ¥34,510,000 ―  ―  入札参加者なし･先着受付順申込者なし

１-３ 豊浜字苗代2921番2  宅地 2,228.35 ¥16,470,000 ―  ―  入札参加者なし･先着受付順申込者なし

平成30年6月8日 30-1 豊浜字苗代2921番2 宅地 2,228.35 ¥18,400,000 ― ―
 入札参加者なし
 令和元年度第2回再入札(12/6)（物件番号1-3）

平成30年12月14日 30-2 東新町二丁目161番160 宅地 1,867.82 ¥60,150,000 ¥60,150,000 法人

平成29年9月8日 29-1 国府台字大院488番1 宅地 1,152.92 ¥35,980,000 ― ―
 入札参加者なし･先着受付順申込者なし
 令和元年度第2回再入札(12/6)（物件番号1-2）

29-2 上大之郷字三月田1番1外3筆 原野外 1,472 ¥44,160,000 ¥54,000,000 法人

29-3 見付字西川尻2898番1外1筆 宅地 1,757.72 ¥80,860,000 ¥161,720,000 法人

令和４年度

平成29年12月8日

平成30年度

平成29年度

令和元年度

令和1年12月6日

令和２年度

令和2年12月7日

法人¥116,300,000¥116,300,000２-２令和2年10月7日
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28-1 福田中島字亥新2437番1 宅地 1,360.47 ¥9,940,000 ― ―  入札参加者なし･先着受付順申込者なし

28-2 豊島字南浦642番2外1筆 宅地外 1,769.83 ¥40,360,000 ¥40,360,000 法人

28-3 掛塚字国清寺前1431番6 宅地 159.94 ¥2,530,000 ― ―  入札参加者なし･先着受付順申込者なし

28-4 上岡田字宮裏1058番7外1筆 公衆用道路 83 ¥3,410,000 ¥3,410,000 法人

平成28年12月9日 28-5 福田字牛新田3195番1 宅地 3,484.47 ¥32,060,000 ― ― 入札参加者なし･先着受付順申込者なし

27-1 東新町一丁目9番1 宅地 1,962.14 ¥34,730,000 ¥121,000,000 法人

27-2 堀之内字ひばりが丘1678番2 宅地 1,344.48 ¥28,772,000 ― ―
 入札参加者なし･先着受付順により最低売却価
格と同額で個人に売却済

27-3 福田字牛新田3195番1 宅地 3,484.47 ¥40,072,000 ― ―
入札参加者なし
平成28年度第2回入札(12/9)（物件番号28-5）

27-4 西貝塚字茱萸の木447番4 雑種地 388 ¥13,658,000 ¥13,658,000 法人

27-5 豊岡字敷地2852番23外1筆 雑種地 809 ¥16,100,000 ¥16,100,000 法人

27-6 豊岡字敷地3057番8外2筆 雑種地 321 ¥6,517,000 ― ―
 入札参加者なし･先着受付順により最低売却価
格と同額で個人に売却済

平成28年3月29日 27-7 今之浦三丁目4番3 水道用地 211 ¥10,213,000 ¥10,213,000 法人

平成28年度

平成27年10月27日

平成27年12月9日

平成27年度

平成28年9月9日
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26-4 豊岡字敷地2852番94 雑種地 498 ¥12,899,000 ― ―
 入札参加者なし･先着受付順申込者なし
 平成27年度再入札（物件番号27-5）

26-5 豊岡字敷地3057番92外1筆 雑種地 167 ¥3,925,000 ― ―
 入札参加者なし･先着受付順申込者なし
 平成27年度再入札（物件番号27-6）

26-6 中泉字天王3719番12 宅地 760.17 ¥38,161,000 ― ―
 入札参加者なし
 平成26年度第2回入札（12/12)にて再入札

26-7 中泉二丁目6番11 宅地 167.70 ¥15,664,000 ¥16,980,000 個人

26-8 中泉三丁目4番10 宅地 182.73 ¥15,715,000 ¥20,700,000 個人

26-9 中泉三丁目4番12 宅地 71.85 ¥6,352,000 ¥8,300,000 個人

26-10 中泉四丁目2番19 宅地 206.63 ¥17,502,000 ¥17,502,000 個人

26-11 中泉四丁目7番1 宅地 307.63 ¥26,026,000 ¥28,030,000 個人

26-6 中泉字天王3719番12 宅地 760.17 ¥38,161,000 ¥38,161,000 個人

26-12 上神増字欠ノ下245番2 外1筆 宅地 936.74 ¥21,546,000 ― ―
入札参加者なし･先着受付順により最低売却価格
と同額で法人に売却済

26-13 上大之郷字三月田13番1外1筆 原野 1,198 ¥26,117,000 ¥26,120,000 法人

26-14 中泉一丁目3番14 宅地 413.56 ¥37,676,000 ¥52,000,000 法人

26-15 中泉二丁目12番1 宅地 85.35 ¥6,530,000 ― ― 入札参加者なし･先着受付順申込者なし

26-16 中泉三丁目4番16 宅地 133.98 ¥11,737,000 ¥17,050,205 個人

26-17 中泉四丁目2番13外1筆 宅地 269.22 ¥25,523,000 ¥35,200,000 個人

26-1 今之浦三丁目8番6 水道用地 283 ¥14,999,000 ― ―
入札参加者なし･先着受付順により最低売却価格
と同額で法人に売却済

26-2 今之浦三丁目11番12 水道用地 301 ¥26,970,000 ¥26,970,000 法人

26-3 富士見町三丁目13番1 宅地 252.86 ¥15,425,000 ― ―
入札参加者なし･先着受付順により最低売却価格
と同額で個人に売却済

26-18 国府台字大上野75番3 宅地 208.09 ¥4,250,000 ¥12,600,000 個人

平成26年度

平成26年12月17日

平成26年9月11日

平成26年9月12日

平成26年12月12日

平成26年12月17日
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25-1 豊岡字敷地2852番94 雑種地 498 ¥13,994,000 ― ―
入札参加者なし･先着受付順申込者なし
平成26年度再入札（物件番号26-4）

25-2 豊岡字敷地3057番92 外1筆 雑種地 167 ¥5,411,000 ― ―
入札参加者なし･先着受付順申込者なし
平成26年度再入札（物件番号26-5）

25-3 見付字護摩堂3556番8 外1筆 宅地 393.80 ¥15,556,000 ¥23,877,000 法人

25-4 上神増字欠ノ下245番2 外1筆 宅地 936.74 ¥22,951,000 ― ―
入札参加者なし･先着受付順申込者なし
平成26年度再入札（物件番号26-12）

25-5 今之浦三丁目19番1外３筆 宅地 6,374.00 ¥292,567,000 ¥292,567,000 法人

25-6 １６街区３（二之宮浅間通公会堂北西） 宅地 928.82 ¥73,563,000 ¥83,000,000 法人

25-7 ２０街区２（東町公会堂東） 宅地 212.85 ¥17,880,000 ¥21,550,000 個人

25-8 ３４-２街区５（七軒町公会堂南西） 宅地外 116.73 ¥10,915,000 ¥11,500,000 個人

25-9 今之浦三丁目8番6 水道用地 283.00 ¥16,669,000 ― ―
入札参加者なし･先着受付順申込者なし
平成26年度再入札（物件番号26-1）

25-10 今之浦三丁目11番12 水道用地 301.00 ¥29,950,000 ― ―
入札参加者なし･先着受付順申込者なし
平成26年度再入札（物件番号26-2）

25-11 富士見町三丁目13番1 宅地 252.86 ¥15,425,000 ― ―
入札参加者なし･先着受付順申込者なし
平成26年度再入札（物件番号26-3）

平成25年度

平成25年9月9日

平成25年12月9日
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24-1 富士見町一丁目25-25 宅地 347.12 ¥17,495,000 ¥22,479,000 法人

24-2 豊岡字敷地2852番94 雑種地 498 ¥16,036,000 ― ―
入札参加者なし･先着受付順申込者なし
平成25年度再入札(物件番号25-1)

24-3 豊岡字敷地3057番92 外1筆 雑種地 167 ¥5,845,000 ― ―
入札参加者なし･先着受付順申込者なし
平成25年度再入札(物件番号25-2)

24-4 見付字天神平1093番1 外1筆 宅地 3,323.38 ¥69,791,000 ¥100,532,000 法人

24-5 見付字天神平1541番4 宅地 361.36 ¥11,130,000 ― ―
入札参加者なし･先着受付順により最低売却価格
と同額で個人に売却済

24-6 上神増字欠ノ下245番2 外1筆 宅地 936.74 ¥29,789,000 ― ―
入札参加者なし･先着受付順申込者なし
平成25年度再入札(物件番号25-4)

23-1 安久路二丁目5番5 宅地 221.23 ¥10,819,000 ― ―
入札参加者なし･先着受付順により最低売却価格
と同額で個人に売却済

23-2 安久路二丁目18番9 宅地 175.54 ¥9,515,000 ¥9,515,000 法人

23-3 池田字宿718番1 外2筆 雑種地 882 ¥29,547,000 ¥36,018,002 法人

23-4 大久保字安井谷734番180 宅地 299.57 ¥12,582,000 ¥13,132,045 個人

23-5 今之浦一丁目6番3 宅地 1,899.54 ¥63,065,000 ¥63,100,000 法人

23-6 中泉字境松115番13 外3筆 宅地外 444.53 ¥32,629,000 ― ―
入札参加者なし･先着受付順により最低売却価格
と同額で個人に売却済

23-7 中泉字奥久保1265番1 外3筆 宅地外 2,224.32 ¥88,973,000 ¥88,973,000 法人

23-8 上神増字欠ノ下245番2 外1筆 宅地 936.74 ¥31,756,000 ― ―
入札参加者なし･先着受付順申込者なし
平成24年度再入札(物件番号24-6)

平成23年度

平成24年度

平成24年12月10日

平成23年9月8日

平成23年12月8日

平成24年9月10日
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