
江田島市市有財産

売却予定物件

■問い合わせ先

江田島市企画部政策推進課

TEL：0823‐43‐1631

Mail:seisaku@city.etajima.hiroshima.jp

［平成30年10月～平成31年3月版]



～はじめに～

本市では，公共施設の再編整備等に伴い，

未利用となった財産（土地・建物）の売却を

促進し，企業進出等による雇用創出と経済活

動の活性化に期待しております。

瀬戸内海に浮かぶ江田島は，美しい海と豊

かな自然に囲まれ，民泊・観光に多くの人々

が訪れる風光明媚な瀬戸内の島です。

是非，新たな起業や生活拠点の場として，

ご検討ください。



【物件名】 物件番号

旧小用警察官駐在所跡地　  ------------------------------------ 1

旧宮ノ原公民館・隣保館　------------------------------------ 2

旧宮ノ原保育園　-------------------------------------------- 3

旧江田島保育園　-------------------------------------------- 4

旧瀬越市営住宅跡地A・B　----------------------------------- 5 ・ 6

旧大新開市営住宅跡地　-------------------------------------- 7

旧中町公民館　---------------------------------------------- 8

旧能美中学校テニスコート　---------------------------------- 9

旧能美学校給食調理場　------------------------------------- 10

旧沖美支所　----------------------------------------------- 11

旧深江保育園跡地　----------------------------------------- 12

旧大君女性会館跡地　--------------------------------------- 13

旧峠市営住宅跡地　----------------------------------------- 14

旧西沖集会所・西側　--------------------------------------- 15

旧西沖集会所・東側　--------------------------------------- 16

旧山の手市営住宅予定地A～D　------------------------------ 17 ～ 20

新きとう市営住宅の西側A～C　------------------------------ 21 ～ 23

寄濤住宅団地の西南端A～C　-------------------------------- 24 ～ 26

【分譲住宅用地】

津久茂住宅用地　------------------------------------------ 1

清能団地　------------------------------------------------ 2

大君久保田団地　------------------------------------------ 3

深江住宅団地　-------------------------------------------- 4

しおかぜの丘　-------------------------------------------- 5

目　次



■売却に関する留意事項

● 市有財産の売却に際しては，原則「競争入札」となります。

● 物件により分筆登記等の敷地整理を要する場合があります。

● 物件により建物内の物品整理（処分）等，事前準備を要する場合があります。

● 物件により入札手続きまで期間を要する場合があります。事前相談いただい

た物件については，優先的に入札準備に着手させていただきます。

● 物件詳細情報，現地案内等，お気軽にお問合せください。

時間調整のうえ，対応させていただきます。

● 物件の内容については，変更する場合があります。

最新の情報については，お問合せのうえご確認ください。

【問い合わせ先】

江田島市 企画部 政策推進課

電 話：０８２３－４３－１６３１

ＦＡＸ：０８２３－５７－４４３３

MAIL：seisaku@city.etajima.hiroshima.jp



12 旧深江保育園跡地

13 旧大君女性会館跡地

14 旧峠市営住宅跡地

17～20旧山の手市営住宅予定地A～D

1 旧小用警察官駐在所跡地

2 旧宮ノ原公民館・隣保館

3 旧宮ノ原保育園

15 旧西沖集会所(西側)A

16 旧西沖集会所(東側)B

5～6 旧瀬越市営住宅跡地A・B

7 旧大新開市営住宅跡地

8 旧中町公民館

9 旧能美中学校テニスコート

10 旧能美学校給食共同調理場

11 旧沖美支所

4 旧江田島保育園

江田島市売却予定物件位置図

21～23新きとう市営住宅の西側A～C

24～26寄濤住宅団地の西南端A～C



80 ％

　３，２１９，０００円 

（約35.5

備考

　☆先着申込者へ随意売却

　現況更地

　江田島警察署小用駐在所跡地

　小用港から徒歩３分・交通利便性良

内　・　外 容積率 200 ％ 建ぺい率

最低売却価額

都市計画区域

坪）

　江田島市江田島町小用一丁目７８２４番５

１　旧小用警察官駐在所跡地

　江田島市江田島町小用一丁目２番６号

土地面積

地番

所在地

㎡117.02

小用港

対象物件



　

60 ％

最低売却価額 　土地２０，０２０，０００円　建物２，８３０，０００円（及び消費税）

　小用港から車で１０分

　宮ノ原公民館・宮ノ原隣保館跡地

　隣保館は新耐震施設

　

都市計画区域 内　・　外 容積率 200 ％ 建ぺい率

備考

土地面積

２　旧宮ノ原公民館・隣保館

所在地 　江田島市江田島町宮ノ原一丁目１４番１２号

地番 　江田島市江田島町宮ノ原一丁目１６１４６番１，１６１４６番２０

1,290.34 ㎡ 坪）（約391.1

【建物】

①旧宮ノ原公民館（1971築）

CB造2階建297.60㎡

②旧宮ノ原隣保館（1983築）

RC造2階建456.56㎡ ほか附属建築物

対象物件

宮ノ原交流プラザ



60 ％

最低売却価額 　土地・建物　合計概ね２１，０００，０００円程度

備考

　小用港から車で１０分

　宮ノ原保育園跡地

　広大敷地，遊具等有

都市計画区域 内　・　外 容積率 200 ％ 建ぺい率

　

土地面積

３　旧宮ノ原保育園

所在地 　江田島市江田島町宮ノ原二丁目１１番７号

地番 　江田島市江田島町宮ノ原二丁目１５６７７番１，１５６７６番１２，１５６７６番８

1,985.05 ㎡ 坪）（約601.6 ※一部分筆予定

【建物】

旧宮ノ原保育園（1976築）

RC造1階建632.37㎡

対象物件

宮ノ原交流プラザ



80 ％

最低売却価額 　未定

備考

　小用港から車で１０分　

　江田島保育園跡地

　平成３１年１月以降売却予定

　

都市計画区域 内　・　外 容積率 200 ％ 建ぺい率

土地面積

４　旧江田島保育園

所在地 　江田島市江田島町中央五丁目２番１４号

地番 　江田島市江田島町中央五丁目１８６９９番６

1,423.76 坪）（約431.5㎡

【建物】

旧江田島保育園（1977築）

RC造1階建929.06㎡

青木病院

江田島郵便局

対象物件北



　瀬越市営住宅跡地・現況更地

　Bは登記上「畑」（農地）のため，購入申込時に市農業委員会の許可手続要

　☆先着申込者へ随意売却

　高田港から徒歩５分

備考

都市計画区域

５～６　旧瀬越市営住宅跡地　A・B

所在地 　江田島市能美町高田

地番 　江田島市能美町高田字小方１１１０番４外１筆

－容積率内　・　外 ％ 建ぺい率 － ％

高田港

対象物件

A

B



　

備考

－ ％

最低売却価額 　未定

　高田港から徒歩１０分

　大新開市営住宅跡地

　建物解体後売却予定

　高田交流プラザ（平成３１年４月開所予定）に隣接

都市計画区域 内　・　外 容積率 － ％ 建ぺい率

土地面積

７　旧大新開市営住宅跡地

所在地 　江田島市能美町高田

地番 　江田島市能美町高田字名高地３４１２番６，３４１５番１４

坪）（約253.9㎡837.86

（平成30年度中に解体予定）

高田港

北
対象物件



－ ％

最低売却価額 　土地・建物　合計概ね１８，５００，０００円程度

備考

　中町港から徒歩１０分

　中町公民館跡地（建物あり）

都市計画区域 内　・　外 容積率 － ％ 建ぺい率

土地面積

８　旧中町公民館

所在地 　江田島市能美町中町

地番 　江田島市能美町中町字黒管４９４０番

坪）（約479.1㎡1,580.89 ※一部分筆予定

【建物】

旧中町公民館（1980築）

RC造2階建1,056.07㎡ほか附属建築物

対象物件

JA呉 中町支

能美市民センター

中町港

売却対象外

（民有地）



－ ％

最低売却価額 　８，０００，０００円程度

備考

　中町港から車で１０分

　能美中学校テニスコート跡地

　

都市計画区域 内　・　外 容積率 － ％ 建ぺい率

土地面積

９　旧能美中学校テニスコート

所在地 　江田島市能美町中町

地番 　江田島市能美町中町字下向野３７４３番

坪）（約596.6㎡1,968.51 ※一部分筆予定

能美中学校

対象物件



備考

－ ％

最低売却価額 　土地・建物　合計概ね３，５００，０００円程度

　中町港から車で１０分

　能美学校給食調理場跡地（建物あり）

都市計画区域 内　・　外 容積率 － ％ 建ぺい率

土地面積

１０　旧能美学校給食調理場

所在地 　江田島市能美町中町

地番 　江田島市能美町中町字下向野３７６９番

坪）（約323.4㎡1,067.12 ※外周の一部を分筆予定

【建物】

旧能美学校給食共同調理場（1979築）

鉄骨ブロック造1階建349.03㎡

能美中学校

対象物件



－ ％

最低売却価額 　未定

備考

　三高港から車で２０分

　江田島市沖美支所跡地（建物あり）

　眺望良好

都市計画区域 内　・　外 容積率 － ％ 建ぺい率

　

土地面積

１１　旧沖美支所

所在地 　江田島市沖美町畑

地番 　江田島市沖美町畑字下野川３５８番

坪）（約455.1㎡1,501.81 ※一部分筆予定

（眺望）

【建物】

旧沖美支所（1966築）

RC造4階建ほか1,034.44㎡

沖美市民センター

対象物件



70 ％

最低売却価額 　未定

　中町港から車で１５分

　深江保育園跡地

　現況更地

　江田島市さとうみ科学館に隣接

都市計画区域 内　・　外 容積率 400 ％ 建ぺい率

備考

土地面積

１２　旧深江保育園跡地

所在地 　江田島市大柿町深江

地番 　江田島市大柿町深江字鴨田１０７３番１の一部（分筆予定）

坪）（約303.1㎡約1,000

深江交流プラザ

さとうみ科学館

（旧深江小学校）

深江郵便局

対象物件



備考

　☆先着申込者へ随意売却

都市計画区域 内　・　外 容積率 400 ％ 建ぺい率

　現況更地

　大君女性会館跡地

70 ％

最低売却価額 　３，２０８，０００円

　中町港から車で２０分

　近くに商業施設（江田島オリーブファクトリー）

土地面積

１３　旧大君女性会館跡地

所在地 　江田島市大柿町大君

地番 　江田島市大柿町大君字浜床９８番１１，９８番１２

坪）（約87.9㎡約290 ※道路相当部分を分筆中

浄化槽

対象物件

児童発達支援施設

歩歩（ぽぽ）江田島

旧大君小学校

江田島オリーブ

ファクトリー



70 ％

最低売却価額 　５，８９３，０００円

備考

　中町港から車で２０分

　現況更地

　土砂災害警戒区域内

　☆先着申込者へ随意売却

都市計画区域 内　・　外 容積率 400 ％ 建ぺい率

　峠市営住宅跡地

土地面積

１４　旧峠市営住宅跡地

所在地 　江田島市大柿町大原

地番 　江田島市大柿町大原字坊地２２００番１

坪）（約239.8㎡791.23

対象物件

大柿中学校

建物が表示されているが，

現況は更地



70 ％

最低売却価額 　土地２，９０４，０００円，建物１００，０００円（及び消費税）　

建物

　切串港から徒歩５分

　西沖集会所跡地（建物あり）

　☆先着申込者へ随意売却

都市計画区域 内　・　外 容積率 400 ％ 建ぺい率

土地面積

１５　旧西沖集会所・西側　A

所在地 　江田島市江田島町切串三丁目１２番３号

地番 　江田島市江田島町切串三丁目１２２６６番９

坪）（約70.1㎡231.09

【建物】

旧西沖集会所（1977築）

木造1階建95.66㎡

切串西沖桟橋

対象物件

A

江田島乗馬クラブ



70 ％

最低売却価額 　２，６８１，０００円

備考

　切串港から徒歩５分

　西沖集会所跡地（建物なし）

　☆先着申込者へ随意売却

　

都市計画区域 内　・　外 容積率 400 ％ 建ぺい率

土地面積

１６　旧西沖集会所・東側　B

所在地 　江田島市江田島町切串三丁目１２番３号

地番 　江田島市江田島町切串三丁目１２２６７番８

　全１６４㎡のうち，約１４６㎡ 坪）（約44.3

下水道ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ施設の

ため分筆予定（約18㎡）

切串西沖桟橋

対象物

江田島乗馬クラブ

B



入札実施日 H30.11.15

備考

　中町港から車で２５分

　眺望良好

　

入札申込受付 　H30.9.3～11.9

都市計画区域

１７～２０　旧山の手市営住宅予定地A～D

所在地 　江田島市大柿町大君

地番 　江田島市大柿町大君字久保田１４４２番５外３筆

400容積率内　・　外 ％ 建ぺい率 70 ％

大君交差点

対象物件

オリーブファクトリー

A

BC

D
眺望



備考

　中町港から車で１５分

　空地Ａ～Ｃ（物件番号２１～２３）は一括購入の申込みも可

　入札日時未定

都市計画区域

２１～２３　新きとう市営住宅の西側A～C

所在地 　江田島市大柿町大原

地番 　江田島市大柿町大原字大附６１７６番２４外２筆

400容積率内　・　外 ％ 建ぺい率 70 ％

大原漁協

対象物件

A
B

C



備考

　中町港から車で１５分

　空地Ａ～Ｃ（物件番号２４～２６）は一括購入の申込みも可

　入札日時未定

都市計画区域

２４～２６　寄濤住宅団地の西南端A～C

所在地 　江田島市大柿町大原

地番 　江田島市大柿町大原字大附６１７６番１３外２筆

400容積率内　・　外 ％ 建ぺい率 70 ％

大原漁協

対象物件

A

C
B



江田島市

分譲住宅用地情報

■問い合わせ先

江田島市総務部財政課

TEL：0823-43-1629

Mail：zaisei@city.etajima.hiroshima.jp



１ 津久茂住宅用地 江田島町津久茂一丁目

○交通条件 バス停徒歩約５分

（江田島バス「青少年交流の家入口」）

○ガ ス プロパンガス

○上 水 道 宅地引込済み

（分譲後に別途分担金が必要）

○下 水 道 下水道ます設置済み

（分譲後に受益者分担金が必要）

２ 清能団地 能美町高田字清能

○交通条件
徒歩：中町港まで約１５分／高田港まで１５分

自動車：中町港まで約３分／高田港まで約３分

○ガ ス プロパンガス
（団地内のガス供給施設から，各区画への集中配管方式）

○上 水 道 宅地引込済み
（分譲後に別途分担金が必要）

○下 水 道 下水道ます設置済み
（分譲後に受益者分担金が必要）



３ 大君久保田団地 大柿町大君字久保田

４ 深江住宅団地 大柿町深江字田中

○交通条件
バス停徒歩約３分（江田島バス「深江」）

バス停徒歩約１分（江田島バス「須野本」）

○ガ ス プロパンガス

○上 水 道 宅地引込済み
（分譲後に別途分担金が必要）

○下 水 道 下水道ます設置済み
（分譲後に別途分担金が必要）

○交通条件 バス停徒歩約１０分
（江田島バス「南大君」）

○ガ ス プロパンガス

○上 水 道 宅地引込済み
（分譲後に別途分担金が必要）

○下 水 道 合併処理浄化槽の設置を要する
（宅地内に設置済みの公共ますに接続）



５ しおかぜの丘 江田島町小用一丁目

○交通条件 バス停徒歩約１０分
（江田島バス「小用」）

○ガ ス プロパンガス

○上 水 道 宅地引込済み
（分譲後に別途分担金が必要）

○下 水 道 下水道ます設置済み
（分譲後に受益者分担金が必要）

【分譲要件（全団地共通）】

●売買契約日から５年以内に住宅の建設に着手できる方

●市税等の滞納のない方

●代金を一括支払いできる方

●その他の要件などについては，お問合せください。

※申込み先着順に販売しています。

【購入の申込み】

●財政課へご連絡のうえ，「江田島市住宅用地購入申込書」を

提出してください。

（申込書は財政課にあります。

また，江田島市のホームページからもダウンロードできます。）




