■物件概要
●所在地／芳賀町大字祖母井 1664-７他
●総開発面積／約５ha
●総区画数／１２４区画
●地目／雑種地
●交通／JR 宇都宮駅から約 18km
／JR バス祖陽が丘団地徒歩５分
●今回販売区画／９区画
●販売価格／５７５万円～６８３万円
●土地面積／２２９.９０㎡(６９.５４坪)～
２６７.６０㎡(８０.９４坪)
●給水／上水道(芳賀中部上水道企業団）
●排水／芳賀町公共下水道

●ガス／各戸プロパン
●電気／東京電力㈱
●ケーブルテレビ／宇都宮ケーブルテレビ㈱
●小学校／芳賀東小学校（約 1.4km)
●中学校／芳賀中学校(約 3.7km)
●地区計画／｢赤坂地区｣地区計画
●建ぺい率／５０％
●容積率／８０％
●施設／公園、ゴミ集積所
●事業主体(売主)／芳賀町
（芳賀町大字祖母井 1020 番地）
●業務支援／栃木県住宅供給公社
(宇都宮市仲町 1-1)

■販売区画 (９区画)
所在：芳賀町大字祖母井
区画番号

地

番

面

積

譲渡価格

３－７

１６６４－２２５

２６６．８２㎡ （８０．７１坪）

６８１万円

３－９

１６６４－２２７

２６７．６０㎡ （８０．９４坪）

６８３万円

３－10

１６６４－２２８

２４６．７８㎡ （７４．６５坪）

６１０万円

５－８

１６６４－２４６

２５３．６７㎡ （７６．７３坪）

６３５万円

５－９

１６６４－２４７

２３４．６７㎡ （７０．９８坪）

５８７万円

５－10

１６６４－２４８

２２９．９０㎡ （６９．５４坪）

５７５万円

８－９

１６６４－２６９

２６１．２６㎡ （７９．０３坪）

６５４万円

８－11

１６６４－２７１

２５１．０１㎡ （７５．９３坪）

６２８万円

８－12

１６６４－２７２

２６１．３１㎡ （７９．０４坪）

６５４万円

お申込みの要領【宅地分譲】
■申込資格
次の条件を備えている方に限ります。
１ 自ら居住する住宅を必要とする方
２ 日本国籍を有する方又は永住資格を有する外国人の方
３ 土地引渡し後、５年以内に自己の居住用住宅を建設し、か
つ継続して自ら居住できる方
４ 土地の引渡し日までに土地譲渡代金を支払える方
５ 申込者本人及び同居しようとする親族が暴力団員でない
方
■申込みにあたってのご注意
１ お申込みの前に、必ず現地で物件をよくご確認ください。
２ お申込みは一世帯（住宅建設後に同居を予定されている
方全員で一世帯とします。）につき、今回募集区画のうち一
区画についてのみお申込みいただけます。
３ お申込み本人が自ら契約名義人となっていただきます。
４ 申込書の入居予定者欄には、必ず本人の同意を得たうえ
で同居予定者全員を記入してください。
５ お申込みに必要な書類は、一切返却いたしません。
６ 募集区画は先着順受付となります。お申込み時点で既に
分譲済みの場合がありますので、ご了承ください。
■申込みの方法
所定の｢芳賀町宅地分譲申込書｣に必要事項を記入し、芳
賀町都市計画課（午前 8 時 30 分～午後 5 時、定休日：土、
日、祝祭日）又は栃木県住宅供給公社住宅事業部分譲事業
担当（午前 8 時 30 分～午後 5 時、定休日：土、日、祝祭日）
まで直接お申込みください。
■申込みの無効
次の場合は、お申込みを全部無効とします。
１ 申込資格がない場合
２ 申込書に虚偽の記入等があった場合
３ 会社等法人により申込んだ場合
４ 一世帯(住宅建設後に同居を予定されている方全員で一
世帯とします。)で、今回の募集に、２通以上申込みをした場
合及び故意の世帯分離により２通以上申込みをした場合
５ 所定の申込書以外で申込みをした場合
６ その他、募集要領の記載事項に違反した場合

宅地分譲契約の主な内容
■宅地分譲の契約
宅地分譲とは、芳賀町が宅地を分譲し、所定の期間内に
建物を建設し居住していただくものです。
１ 契約
芳賀町と宅地分譲契約を締結していただきます。
２ 契約締結
お申込み後 1 ヶ月以内
※契約手続時に契約書をお預かりし芳賀町が押印した
後、宅地分譲契約書一部を返送いたします。
■住宅建設義務
土地の引渡し日から５年以内に自己の居住用住宅 1 戸の
建築に着手し、建築完了後自ら継続して居住していただきま
す。
■概要説明
宅地分譲契約時に「概要説明書」を交付いたします。交付
に際して、同説明書に記名押印をしていただきます。
■譲渡等の制限
土地の引渡し日から６年間は、第三者への所有権の移転、

貸与又は交換はしないものとします。
ただし、相続原因による場合は除きます。
■契約及び所有権移転登記等に関する書類
契約及び所有権移転登記等に関する書類として、住民票
抄本と印鑑証明書(各１通)を契約手続時に提出していただき
ます。（共有登記の場合は、それぞれの住民票抄本※と印鑑
証明書(各 1 通)）
※共有登記をする方全員が記載されている住民票謄本一
通でも可
■土地の引渡し及び所有権移転登記
土地は、譲渡代金の残金支払後速やかに引渡し、所有権
移転登記をいたします。
■公租公課の負担
不動産取得税をはじめ固定資産税は、土地の引渡し以降
は譲受者の負担となります。
■共有登記
申込者の持分が 1/2 以上であれば、同居予定者等と共有
登記をすることができます。

分譲代金のお支払い等
■分譲代金の支払い
分譲代金は、次の区分により町の発行する納入通知書に
より納付していただきます。
･第 1 回支払：契約締結時に５０万円
･第 2 回支払：土地の引渡し前に、分譲代金の残額
（契約締結日から概ね 3 ｶ月後）
■諸費用
(1)印紙税（契約書貼付用印紙）5,000 円(500 万円超～1 千万
円以下)
(2)所有権移転登記等関係費用
所有権移転登記に必要となる登録免許税及び登記手数料
と消費税等は土地の引渡し前（第 2 回支払時）までにお支払
いいただきます。

特記事項
■地区計画について
地区施設の整備を計画的に進め、地区住民の安全性を確
保するとともに、建築物等の用途の混在や敷地の細分化など
による環境の悪化を防止し、周辺環境と調和した緑あふれる
豊かで潤いのある良好な居住環境の形成を図ることを目標と
して、「赤坂地区」地区計画が定められています。
この地区計画により、「建築物等の用途」、「容積率・建ぺい
率の最高限度」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「壁面の
位置」、「建築物等の高さの最高限度」、｢建築物等の形態又
は意匠」、「かき又はさくの構造」に関して制限が定められて
います。建物の建設に際しましては、所定の手続きが必要と
なります。芳賀町が条例により定める「地区計画届出の手引
き」をよくご覧下さい。
【主な制限】※今回分譲区域
〇建ぺい率５０％／容積率８０％ 〇壁面の位置 道路：
1.0ｍ、隣地：1.0ｍ ※緩和規定あり 〇建築物等の高さ：
最高１０ｍ、軒高７ｍ等 〇かき又はさく：高さ 1.5ｍ以下
の生垣又は透視可能なフェンス （ただし、地盤面からの高さ
が 0.6ｍ以下の部分については、フェンス等の基礎を構築するこ
とができる。）

詳細については、芳賀町都市計画課(☎028-677-6020)に
お問い合わせ下さい。

■宅地の形状変更について
宅地の地盤高の変更(他の場所から土を搬入し盛ること、
又は、土を切り他の場所へ搬出すること〔駐車場設置に伴う
工事及び建築基礎工事に係る土工事は除く。〕)及び供給処
理施設の形状・位置の変更は、原則としてお認めできません。
また、隣地に影響を及ぼす恐れのある擁壁の設置・撤去等
については、各種法令等を遵守し、隣地所有者等と十分話し
合いのうえ、宅地購入者の責任において行ってください。
隣地の契約者が決定する前に隣地境界部の擁壁が必要と
なる場合は、お客様の責任及び負担において、ご契約いただ
いた宅地内に擁壁を設置していただくこととなりますので、予
めご承知おきください。
なお、宅地内に新たに擁壁その他の構造物を設置する場
合には、設計上十分配慮して安全な構造の物を設置してくだ
さい。
■造成工事について
当団地は県立芳賀高校跡地を造成しています。造成工事
にあたりまして、施設の解体工事等の状況を確認し実施して
おります。造成工事に関してのお問い合わせは、芳賀町都市
計画課までご連絡下さい。
■建築物の基礎構造について
建築物の基礎構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状
況に応じて定められ、地盤に対する措置（更なる補強等）が
併用されることもあります。この場合には、地盤に対する措置
に要する費用のご負担が、宅地購入者に発生することになり
ます。
宅地購入者は、住宅建設業者等との建築請負契約の締結
に際して、予め住宅建設業者等の建築士に住宅設計のため
の地盤調査をご依頼のうえ、建築物の基礎構造及び必要な
工事等の費用をご確認ください。
※分譲地の地盤の状況については、町独自に土質調査
(スウェーデン式サウンディング試験）した結果表を用意
してありますので、ご参考にしてください。
■上水道について
当団地の上水道は芳賀中部上水道企業団の上水道となっ
ております。上水道加入負担金等は、直接企業団に手続きし
てください。
詳細については、 芳賀中部上水道企業団（☎028-6771661）にお問い合わせ下さい。
上水道加入負担金（新設の場合）
メーターの口径(mm)
加入金の額(円)：消費税 10％
１３
８８，０００
２０
１８７，０００
２５
２９７，０００
３０
４１８，０００
※消費税率の変動等により、負担額が変更となる場合があり
ます。

■ケーブルテレビについて
芳賀町｢光の道｣に加入できます。
詳細については、宇都宮ケーブルテレビ㈱（☏028-6388092）にお問い合わせ下さい。
なお、芳賀町｢定住促進事業｣の助成を受ける場合、芳賀
町光の道サービスへの加入が必要となります。
■電柱について
東京電力、ＮＴＴ等の架線が敷地内の一部を通過する区画
があります。また、敷地内に東京電力またはＮＴＴ等所有の電
柱及び支線、支柱が設置されている区画があります。これら
の撤去・設置位置等の変更等は認められません。
宅地内に設置された電柱・支線については、土地引渡し後
に東京電力又は NTT 東日本とお客様の間で借地契約をして
いただきます。また、今後電柱設置が必要になった場合は、
各事業者からお願いにあがる場合がございます。ご協力お願
いいたします。
■ごみの収集について
ごみステーションは、移動することができません。なお、ご
みステーションの清掃等、日常の管理は皆様が共同で行って
いただきます。
当団地のごみ収集は、定時定点収集方式です。
■日照等について
法令による審査に合格した建築物等についても、日照等に
関して争いが起こることがありますが、これらは当事者間で解
決していただくことであり、調停、あっせん等を一切行いませ
んのでご承知おきください。
■騒音等について
当団地については、今後も引き続いて宅地造成工事、住宅・
施設の建築工事及び分譲募集等が実施されます。このため、
騒音、振動、土ほこり等の発生、工事用車両の通行等でご迷
惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。
■標識等について
今後必要に応じて道路上に道路標識、横断歩道、信号、消
火栓標識、街路灯等が新設される場合がありますのでご承
知おきください。
■防犯灯について
一部の宅地内に設置されている電柱には、今後新たに防
犯灯が共架される場合や、防犯灯のない宅地に新たに防犯
灯が設置される場合があります。
なお、防犯灯は、芳賀町が設置の上管理をします。防犯灯
の設置要望については自治会を通して申請してください。

■下水道について
当団地の下水道は芳賀町公共下水道となっております。
なお、下水道については下水道受益者負担金 420,000 円
(一括報奨金制度有)が必要となります。
詳細については、芳賀町建設課下水道係（☏028-6776021）にお問い合わせ下さい。

■自治会等について
当地区は祖母井自治会祖陽が丘行政区となります。
なお、芳賀町｢定住促進事業｣の助成を受ける場合、行政
区への加入が必要となります。
また、集会所敷地として当団地に隣接する敷地を確保して
おります。建物の建設費は、住民の皆様の負担となります。
なお、芳賀町では、建設費に対する補助の制度（建設費の
1/2※）があります。
※組織戸数に応じた上限額あり
（例：100 戸～200 戸未満で新築の場合 3,000,000 円）

■ガスについて
当団地のガス供給は、各戸プロパンによります。直接ガス
業者様に手続きをしてください。

■公立小・中学校の通学区域について
公立小・中学校の通学区域は、芳賀町立芳賀東小学校、
芳賀町立芳賀中学校です。

年齢と受診場所により異なり、次のとおり現物給付方式と償
還払い方式があります。

芳賀町の制度(ご案内)
■定住促進事業
芳賀町では、町外からの移住者の増加や町外への
人口流出を抑制することにより定住人口の拡大を図る
ため、40 歳未満の若者等の住宅の購入に対して補助
金を交付します。
補助金を受けるには、｢10 年以上居住｣「行政区に加
入」「光の道サービス（ケーブルテレビ）に加入」するこ
とが条件です。
補助金額：50 万円（世帯に 18 歳未満の子供がいる
場合、一人につき 5 万円加算・町内の建築業者により
新築した場合、10 万円加算）
お問い合わせは、芳賀町都市計画課市街地整備係
(☎028-677-6016)

対象者

町内

町内(町外)

県外

未就学児

現物

現物

償還

小学生～中学生

現物

現物

償還

高校生
償還
償還
償還
お問い合わせは、芳賀町子育て支援課児童福祉係
(☎028-677-1333)
■出産祝金
出産祝金として、出世児一人につき 10 万円を交付します。
祝金を受けるには｢出生児が芳賀町に住所登録すること｣
「父親または母親の住所が申請時点で１年以上芳賀町にあ
ること」が条件です。
※父親または母親の住所が芳賀町に登録されてから 1 年
未満の場合は、その期間が 1 年を経過した日から 6 か
月以内に申請
お問い合わせは、芳賀町子育て支援課子育て世代包括支
援センター係(☎028-677-6040)

■こども医療費助成
芳賀町では、疾病の早期発見と治療を促進し、こどもの保
健の向上と福祉の増進を図るために、こども医療費を助成し
ます。
対象は 0 歳から 18 歳の学年末まで。医療費の助成方法は

お申込みから土地引き渡しまで【宅地分譲】
お申込みからのスケジュールは次のとおりです。
・お申込み前に、現地をよくご確認くだ
さい。
・所定の「芳賀町宅地分譲申込書」に
必要事項を記入し、直接お申込みく
ださい。

土
申

込

受

付

・宅地分譲契約等の説明を行います。

契

約

説

明

・契約手続時までに第 1 回支払金(50
万円)を払込みいただきます。
・契約書に記名押印していただき、お
預かりいたします。
・契約手続時には、契約書貼付用とし
て収入印紙 (5,000 円)が必要となり
ます。
また、住民票及び印鑑証明書を提
出していただきます。
・町が押印した後、契約書一部を送付
いたします。
・所有権移転登記等関係費用は土地
引渡し日までにお支払いいただきま
す。
・土地引渡し日までに第 2 回支払金を
払込みいただきます。
・引渡日をもって所有権移転登記をい
たします。

地

の

確

認

第 1 回支払金払込み
契

約

手

お申込み先
芳賀町都市計画課
午前 8 時 30 分から午後 5 時(定休日：
土、日、祝日)
栃木県住宅供給公社
住宅事業部分譲事業担当
午前 8 時 30 分から午後 5 時(定休日：
土、日、祝日)

宅地分譲契約締結
お申込み後 1 ヶ月以内

続

宅地分譲契約締 結

宅地分譲契約締結後 3 ヶ月以内

第２回支払金払込み
土

地

引

渡

し

所 有 権 移 転 登 記
【広告有効期限/2020 年 12 月 28 日】

