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Ⅰ 公開抽選により公売する保留地

１ 事業概要

事業名称：和光都市計画事業

和光市駅北口土地区画整理事業

施行者 ：和光市※

施行面積：11.3 ヘクタール

事業期間：平成 20 年度～令和 11 年度

２ 対象保留地の概要

和光市

土地の所在 面積 ㎡単価 価格

17 街区 4画地 293.11 ㎡ 287,000 円/㎡ 84,122,570 円

※ 本案内書で「和光市」とは、

施行者を示す。
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■ 17 街区 4 画地の状況

【用途地域等】

・第 1種住居地域（建蔽率 60％、容積率 200％）

・高度地区（建築物の高さの最高限度 25ｍ）

・和光市駅北口地区地区計画等 詳細は 10 ページをご参照ください。

【電柱支線の占用】

電柱の支線が敷地内に設置されています（下図※参照）。支線は今後撤去予定です

が、時期は未定です。撤去についてのお問い合わせは 12 ページをご参照ください。

5.6ｍ

敷地北側（道路側）から撮影

面積 293.11 ㎡
（約 89 坪）
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※電柱支線

宮本清水線
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Ⅱ 保留地公売の流れ

１ お申込みから土地引渡しまでのスケジュール

■申込受付期間：【郵送申込み】【窓口申込み】

令和 4年 11 月１日（火）～11月 14 日（月）※郵送は最終日必着

（土・日曜日、祝日を除く）

■保留地売却決定通知書の通知を受けた日から 14 日以内に，契約代金の 10％の

契約保証金を納付してください。納付された保証金については、特段の理由が

ない限り、契約代金の一部に充当させていただきます。

■保留地売却決定通知書の通知を受けた日から 14 日以内に契約を締結します。

■契約を締結した日から 60日以内に保留地契約代金の残金（保留地公売価格から

契約保証金を差し引いた額）を納入していただきます。

７）保留地の引き渡し

■契約代金の受領確認後、速やかに「保留地引渡書」を交付します。

１）物件の確認

２）抽選参加の申込み

４）契約保証金の納付

５）保留地売買契約の締結

■抽選の日時 ：令和 4年 11 月 20 日（日）午前 10 時 00 分～ 受付

和光市から「抽選参加申込受付票」を郵送または受渡し

３）公開抽選の開催（当選者の決定）

６）残金の支払い

和光市から「保留地売却決定通知書、保証金納入通知書、契約書」等を郵送

午前 10 時 30 分～ 抽選開始
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２ 手続方法等

１）物件の確認について

申し込みの前に必ず、「保留地公売のご案内」をご確認のうえ、現地をご覧ください。原

則として現況で契約していただきます。

現地説明会は実施しませんので、不明な点等ございましたら駅北口土地区画整理事業事

務所（以下、「事務所」という。）にお問い合わせください（連絡先は巻末参照）。

２）抽選参加の申込みについて

今回販売する保留地は、換地処分に伴う登記が完了するまでは、抵当権の設定ができま

せんので、融資を受ける場合は、事前に金融機関等とよく相談してください。和光市と保

留地担保協定を締結している金融機関は 9ページをご覧ください。

（１）申込資格

個人または法人で、建築物の建築の用に供する目的で取得する者に限ります。共有名

義または代理人によるお申し込みも可とします。

ただし、次の事項のいずれかに該当する者は申込できません。

・破産者で復権を得ない者

・抽選に参加しようとする者を妨げた者

・抽選においてその公正な執行を妨げた者

・暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団若し

くは同条第６号に規定する暴力団員又は和光市暴力団排除条例（平成２４年和光市条

例第２２号）第３条第２項に規定する暴力団関係者

（２）申込方法

≪申込必要書類≫

① 抽選参加申込書（様式第１号）

※個人の場合：押印不要。ただし申込書は自書すること（入力不可）。

法人の場合：代表者印を押印。

② 個人の場合：住民票（世帯全員）１通

法人の場合：法人登記事項証明書（現在事項証明書）１通

※個人、法人ともに、申込日の３カ月以内に交付されたもの。
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■注意事項■

・【同一画地にお申込みいただけない場合】

（1）同一の方による複数のお申込み

(2) 申請者が個人の場合で、その同一世帯の方からのお申込み

（3）申請者が法人の場合で、その関係会社（例：親会社、子会社、関連会社）からの

お申込み

（4）個人としてお申込みされた方が、別途、自身が代表を務める法人名義で同一画地に

お申込み

・保留地売買契約書の名義人は、抽選参加申込書に記載された個人または法人となります。共

有名義を希望される方は、抽選参加申込書に連名で記入し、共有者全員の住民票を提出して

ください。

・申込時に提出した必要書類については、返却いたしません。

≪申込受付方法≫

お申込みは、以下のいずれかの方法で行ってください。

① 郵送申込み

◇受付期間・・・令和 4年 11 月 1日（火）～11月 14 日（月）※最終日必着

・新型コロナウィルス感染防止のため、極力、郵送での申し込みをお願いします。

・前頁の≪申込必要書類≫を、受付期間内に「和光市駅北口土地区画整理事業事務

所」まで、簡易書留でご郵送ください。

※１ 必要書類の不備がないことを確認し、すべてを封入して送付ください。

書類に不備がある場合は、不受理となりますので、ご注意ください。

※２ 郵送の場合は受付期間最終日必着とします。

※３ 抽選参加申込書受理後に、和光市から抽選参加申込受付票を郵送します。

② 窓口申込み

◇受付期間・・・令和 4年 11 月１日（火）～11月 14 日（月）

午前８時 30 分～午後５時 15 分まで（土・日曜日、祝日を除く）

・前頁の≪申込必要書類≫を、受付期間内に「駅北口土地区画整理事業事務所」に

持参し、提出してください。

・申込書の提出は、代理人でもかまいません。（委任状不要）

※１ 申込受付時に、抽選参加申込受付票をお渡しします。

※２ 必要書類に不備がある場合は、受付できませんので、ご注意ください。

（３）申込の無効

次の事項に該当する場合は、申込を無効とします。

＜送付先＞

〒351-0111 埼玉県和光市下新倉１－５－５５

駅北口土地区画整理事業事務所

電話 ：048-450-1602

※「保留地申込書在中」と記載してください。
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・申込資格がないとき

・抽選参加申込書に虚偽の記入、記入間違い、記入もれがあったとき

・所定の申込書を使用しなかったとき

・その他「保留地公売のご案内」の記載事項に違反したとき

３）公開抽選の開催（当選者の決定）について

（１）抽選日時・場所

令和 4年 11 月 20 日（日）午前 10時 00 分から受付

午前 10時 30 分から抽選

駅北口土地区画整理事業事務所（和光市下新倉１－５－55）

（２）抽選日にご持参いただく書類等

◇抽選参加申込受付票

◇委任状（様式第２号） １通（代理人により抽選に参加する場合）

◇起こしいただく方の身分証

（３）抽選方法

◇抽選は、公告した抽選の日時及び場所において公開で行います。

◇申し込み順に受付番号をつけます。抽選の順番は、抽選日当日に会場で決定します。

◇申し込みされた方は、必ず抽選に参加していただきますが、新型コロナウィルス感染

防止のため、参加者は申し込み１件について２名までとさせていただきます。

・抽選開始時間に遅れた場合は、失格とします。

・当日出席できない場合は、代理人による抽選参加も可能です。代理人の方は、当日

「抽選参加申込受付票」と「身分証」に加えて「委任状」を必ずご持参ください。

・欠席された場合は、棄権したものとみなします。

◇申込者が１名の場合は、その者を当選者とします。

申込者が２名以上の場合は、公開抽選により当選者１名と補欠者１名を決定します。

◇当選者には、「保留地売却決定通知書」（様式第７号）を後日郵送します。

補欠者には、「保留地売却補欠者決定通知書」を後日郵送します。補欠者は、当選者が

辞退等された場合、繰り上げ当選となり、当選者と同じ手続きにより契約いたします。

◇抽選の妨害等、秩序の維持に支障があると認めたときは、その抽選参加者に退場を求

め、参加をお断りします。

◇抽選当日、体調不良と思われる方については、入室をお断りする場合がありますので、

あらかじめご了承ください。
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４）契約保証金の納付について

（１）保留地売却決定通知について

当選者の方には抽選会翌日以降、和光市より「保留地売却決定通知書」（様式第７号）

等をお送りします。今後の手続きをご案内する重要な書類ですので、届きましたら中身

を確認し、必ずご一読ください。

≪送付書類≫

◇保留地売却決定通知書（様式第７号）

◇契約保証金納入通知書

◇販売区画図

◇（参考）保留地売買契約書（様式第８号）

（２）契約保証金について

保留地売却決定通知書の通知を受けた日から 14 日以内に、契約保証金を、「契約保証

金納入通知書」により納付の上、契約を締結していただきます。契約保証金は契約代金

（保留地公売価格）の 10％です。

契約保証金は、特段の理由がない限り、契約代金の一部に充当させていただきます。契

約保証金の納付後、契約に至らなかった場合は、契約保証金を返却いたします。契約保証

金に利子はつきません。

■注意事項■

・保留地売却決定通知書の通知を受けた日から 14 日以内に契約保証金の入金がない場合は、保

留地売買契約を締結する資格は無効となります。

５）保留地売買契約の締結について

和光市が契約保証金の入金を確認したら、保留地売買契約手続きの日程を連絡します。

（１）契約の当事者

保留地売買契約の当事者は、「抽選参加申込書」に記載された個人又は法人です。

（２）契約の締結期限

保留地売却決定通知書の通知を受けた日から 14日以内に保留地売買契約を締結して

いただきます。

■注意事項■

・保留地売却決定通知書の通知を受けた日から 14 日以内に保留地売買契約を締結しない場合

は、保留地売却決定を取り消すことがあります。

（３）契約手続きの場所と必要書類等
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≪必要書類≫

①契約保証金の納入通知書兼領収書

②収入印紙 30,000 円（郵便局などで事前にご購入ください）

※この額は令和 5年 3月 31 日までの契約に適用されます。

③印鑑登録印（共有の場合は、共有者全員分）

※法人の方に関しましては、事前に契約書を郵送させていただきますので、代表

者印を押印のうえ、契約書を契約日にお持ちください

④印鑑登録証明書（共有の場合は、共有者全員分。法人含む。）

※発行後３ヶ月以内のもの

≪契約手続き場所≫

和光市駅北口土地区画整理事業事務所（和光市下新倉 1-5-55）

（４）契約書等の送付

①保留地売買契約書は、契約手続き時に一旦お預かりします。

②和光市の契約印を押印後、保留地売買契約書を郵送又は持参にてお渡しします。

（５）契約の解除について

契約締結以降に、次のいずれかに該当するときは、契約を解除いたします。

①契約者から契約解除の申し出があったとき

②「和光都市計画事業和光市駅北口土地区画整理事業保留地処分に関する規則」及び契

約条項に違反があったとき

上記の理由で契約を解除した場合、原則として、契約代金の 10％を違約金とします。

６）残金の支払いについて

◇保留地契約代金の残金（保留地公売価格から契約保証金を差し引いた額）は、保留地契

約締結日から 60 日以内に、和光市が発行する納入通知書により納付していただきます。

◇契約締結後、和光市が納付を指定した日までに、保留地契約代金の残金（公売価額から

契約保証金を差し引いた額）を納付しない場合は、本契約を解除し、違約金として上記

契約保証金は返金いたしません。

７）保留地の引き渡しについて
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（１）保留地の引き渡し（土地利用開始）

◇和光市は、契約代金の受領を確認したときは、「保留地引渡書」（様式第９号）を後日

郵送します。

◇同通知書の交付をもって、和光市は保留地を現状で引き渡したものとし、購入者は受

領したものとします。

◇購入者は、保留地の受領と同時に、土地利用を開始することができます。

（２）所有権登記とその時期

◇所有権移転登記は、和光市が所轄法務局に嘱託して行います。ただし、換地処分に伴

う保留地の登記（和光市の所有権保存の登記）が完了した後となります。

◇所有権移転登記に要する費用は、購入者の負担になります。

（３）売買代金の清算について

◇換地処分によって、売買した土地について契約時の地積と換地処分公告後の出来高

確認測量により確定した地積に差異が生じた場合には、その増減した地積に応じて、

保留地売買契約書記載の売買代金単価で清算させていただきます。

（４）権利譲渡及び分割の制限

◇当該保留地売買契約により取得した保留地に係る権利は、契約を締結した日から所

有権移転登記が完了するまでの間、第三者に譲渡することはできません。

また、保留地を分割することもできません。

ただし、和光市が特別な理由があると認めたときは、この限りではありません。

３ 保留地担保協定を締結している金融機関等

今回販売する保留地は、換地処分に伴う登記が完了するまでの間、抵当権等の設定がで

きません。現在、下記金融機関等と保留地担保協定を締結しておりますので、詳細は各金

融機関等にお問い合わせください。

下記金融機関等以外での融資を希望される場合は、お早めに各金融機関等に直接お問い

合わせください。

金融機関等名 支店名 電話番号

あさか野農業協同組合 総合相談センター 048-489-1200

埼玉りそな銀行 新座住宅ローンご相談プラザ 048-472-3335

武蔵野銀行 和光支店 048-462-8451
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Ⅲ 対象保留地の土地条件等

１ 法規制等

（１）都市計画法・建築基準法について

※1 敷地面積に対する建築面積の割合
※2 敷地面積に対する延べ面積の割合
※3 中高層建築物の建築、又は 15 戸以上の建築物の建築では市まちづくり条例が適用

【お問い合わせ先】

・都市計画法に関すること：和光市都市整備課 計画担当／TEL 048-424-9145

・建築基準法に関すること：和光市建築課 審査・住宅担当／TEL 048-424-9134

・まちづくり条例に関すること：和光市建築課 開発指導担当／TEL 048-424-9136

（２）和光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について

和光市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に基づき、建築物又は工

作物の形態意匠が規定に適合することの認定を受けなければ、建築物等の建築等の工事

はできません。和光市都市整備課計画担当へ認定申請をしてください。

【お問い合わせ先】

・和光市都市整備課 計画担当／TEL 048-424-9145

（３）土地区画整理法について

建築確認申請の前に土地区画整理法第 76 条の規定に基づく許可が必要です。この許可

を受けようとする場合は、駅北口土地区画整理事業事務所へ申請をしてください。

【お問い合わせ先】

・和光市駅北口土地区画整理事業事務所 換地担当／TEL 048-450-1602

（４）土壌汚染対策法について

当保留地は、土壌汚染対策法第４条第１項及び埼玉県生活環境条例第 80 条に基づき地

歴等調査を実施し、土壌汚染のおそれがないことを確認しています。

【お問い合わせ先】

・和光市駅北口土地区画整理事業事務所 工事担当／TEL 048-450-1602

都市計画区域 市街化区域

用途地域 第一種住居地域

建蔽率 ※1 60％

容積率 ※2 200％

高度地区 25ｍ高度地区

防火地域等 建築基準法第 22 条指定区域

地区計画 和光市駅北口地区地区計画

日影規制 ※3 有
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２ その他の事項

（１）建築物の建築について

お引き渡し後は、できる限り早期に建築物を建築されるようお願いします。

また、周辺には既に生活している方がいらっしゃいますので、区画の草刈りなど、適正

な管理をお願いします。

（２）地中障害物について

建築物の建築に際して、支障となる地中人工障害物の存在が明らかになった場合は、

事務所に報告してください。

【お問い合わせ先】

・和光市駅北口土地区画整理事業事務所 工事担当／TEL 048-450-1602

（３）地盤強度（地耐力）について

当保留地の南側に隣接する 17 街区 10 画地の地盤強度（地耐力）は、30kN/㎡以上であ

ることを確認しています。建築物を建築する際には、建築物の配置にて再調査を行い地

耐力の確認をお願いします。

再調査の結果、長期許容支持力の平均が 30kN/㎡未満の場合は、建築工事着手前であれ

ば和光市に土の入替えを請求することができます。30kN/㎡をこえる強度が必要な場合は、

自己負担にて工事を行っていただきます。

【お問い合わせ先】

・和光市駅北口土地区画整理事業事務所 工事担当／TEL 048-450-1602

（４）上水道について

水道工事（給水装置工事）の実施前に、必ず和光市水道施設課と協議を行ってくださ

い。協議のない場合、建築計画等に対するご要望の給水方式等の工事が不可となる場合

があります。

・接道する道路には、配水管φ200mm が布設されています。保留地に水道管の引込みはあ

りません。水道工事は自己負担により実施してください。

・建物の計画内容により給水方式・分岐口径・水道メーターの選定が異なります。また、

水道メーターの設置数に応じて和光市水道事業給水条例に基づく水道利用加入金・配

水管工事負担金の納付が必要になります。

・水道工事は、和光市水道事業給水条例に基づき、着手前までに和光市の承認を受ける昼

用があります。また、工事の申込・施工は和光市指定の給水装置工事事業者にご依頼を

お願いします。

【お問い合わせ先】

・和光市水道施設課 給水担当／TEL 048-463-2153
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（５）汚水排水・雨水排水について

① 汚水

当保留地に接している道路には、汚水本管φ200mm が埋設されています。

下水道の保留地への引き込みは、取付管から公共汚水桝まで和光市で設置します。宅

地内の整備については自己負担となります。

【お問い合わせ先】

・和光市下水道課 下水道業務担当／TEL 048-424-9137

② 雨水

雨水は道路側溝へ接続してください。費用は自己負担となります。

【お問い合わせ先】

・和光市道路安全課 道路管理担当／TEL 048-424-9133

（６）都市ガスについて

当保留地に接している道路には、都市ガスの本管が埋設されています。

本管から保留地までの引き込みは、東京ガスで設置します。宅地内の整備については自

己負担となります。

【お問い合わせ先】

・東京ガスネットワーク(株) 北部普及推進グループ／TEL 03-5974-2124

（７）電柱支線の占用について

当保留地の敷地内には、電柱の支線が占用されています。今後撤去予定ですが、詳し

い時期等については、下記担当までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

・NTT 東日本-関信越 埼玉南支店 設備部 渉外担当／TEL 048-242-6161

・東京電力パワーグリッド㈱ 川越支社 管財グループ／TEL 049-215-3235

（８）住居表示について

建築物の建築にあわせて「住居番号付定届」、転居後に「住民異動届」を和光市戸籍住

民課に提出していただく必要があります。

【お問い合わせ先】

・和光市戸籍住民課 住民担当／TEL 048-424-9112

（９）ごみ集積所について

既存のごみ集積所を使用する際は、使用者（管理者）の了承を得てから使用してくださ

い。ごみ集積所の新設については、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

・和光市環境課 資源リサイクル担当／TEL 048-424-9153

（１０）公立小・中学校の通学区域について
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当地区の公立小・中学校の通学区域は、下表のとおりとなっております。

※学校選択制により第二中学校の選択可

【お問い合わせ先】

・和光市学校教育課 学務担当／TEL 048-424-9148

（１１）固定資産税・都市計画税について

土地（保留地）に対する固定資産税及び都市計画税は、土地引渡しの翌年から課税され

ます。

【お問い合わせ先】

・和光市課税課 資産税担当／TEL 048-424-9103

（１２）埋蔵文化財について

当保留地は埋蔵文化財包蔵地内であり、埋蔵文化財確認調査の結果、遺構がないこと

を確認しております。

建築物を建築する際には、和光市生涯学習課文化財保護担当に埋蔵文化財発掘の届出

（文化財保護法第 93条第 1項）をしてください。

【お問い合わせ先】

・和光市生涯学習課 文化財保護担当／TEL 048-424-9119

小学校 中学校

北原小学校 大和中学校※



〒351-0111

埼玉県和光市下新倉１－５－５５

駅北口土地区画整理事業事務所

換地担当

電話 ：048-450-1602

E-mail：e0500@city.wako.lg.jp

【お問い合わせ先】


