平 成 ２９年 度 第 ２回
国 有 財 産 一 般 競 争 入 札
１．入札に参加する前に
入札に参加するためには、まず所定の「入札のしおり」及び「入札関係書類（入札書等）」を入
手していただく必要があります。
入札にご参加いただくための前提条件（入札に参加できない方もいます。
）や物件の個別情報な
どを掲載した「入札のしおり」を配付中ですので、お取り寄せのうえ必ず内容をご確認ください。
「入札のしおり」は、東海財務局、岐阜財務事務所、津財務事務所、静岡財務事務所、沼津出
張所にて配付しています。
また、郵送によるお取り寄せをご希望の方は、住所・氏名・電話番号・入札関係書類（入札書
等）の部数（入札 1 物件につき 1 部必要となります。
）を明記し、返信用切手（５６０円分）を同
封し封書に「入札のしおり請求」と記入のうえ、次の請求先までご請求ください。
【資料ご請求先】
〒４６０－８５２１
名古屋市中区三の丸三丁目３番１号 東海財務局 管財部 第四統括部門行
２．入札物件
(1) 入札物件は全部で「５６物件」です。
また、以下の物件の最低売却価格については、消費税及び地方消費税を含んだ金額となって
おります。入札にあたっては、消費税及び地方消費税相当額を含めた金額を入札書に記載して
ください。
（建物に課税）
物件番号

２２１３

（2） 入札物件には登記地目が農地（田・畑）の物件が含まれています。当該物件については、
契約締結にあたり、農地法第３条又は第５条の規定に基づき、県知事又は農業委員会の許可
若しくは届出が必要です。入札参加にあたっては、各物件の所在する市町村の農業委員会に
事前に照会してください。
（3） 入札物件につきましては、入札中止となる場合もございますので、あらかじめご了承願いま
す。なお、この場合、入札参加に要した費用（入札保証金振込手数料等）は返還いたしません。
３．入札手続き
(1)

入札関係書類の確認
入札１物件につき１通の入札関係書類を作成する必要があります。

(2)

入札保証金の納付
入札に参加する前に入札保証金を納付する必要があります。

①納付が必要な保証金の額
入札保証金は入札金額の５％以上の金額です。
（最低売却価格の５％以上ではありません。）
②納付方法
入札保証金は、東海財務局から配付を受けた所定の「振込依頼書」により、金融機関（ゆう
ちょ銀行（郵便局）を除く）の窓口で振込んでください。なお、インターネットバンキング及
びＡＴＭによる振込みは無効となります。
（注）必ず、金融機関の窓口にて振込手続きを行い、取扱店領収印のある「保管金受入手続添付
書」（振込依頼書２枚目の財務局提出用）を受け取ってください。
・振込手数料は入札者の負担となります。
・金融機関の取扱時間にはご注意ください。（受付最終日は特にご注意ください。）
・過去の入札の際に配付した「振込依頼書」は使用しないでください。
４．入札受付期間・場所、開札の日時・場所
(1) 入札受付期間・場所は下記のとおりです。
【受付期間】平成２９年１０月３日（火）午前９時～平成２９年１０月１２日（木）午後５時
※午前９時から正午、午後１時から午後５時までの間、受け付けます。
土・日曜日・祝日は受付いたしません。また、最終日は午後５時必着です。
【受付場所】〒４６０－８５２１ 名古屋市中区三の丸三丁目３番１号
東海財務局 管財部 第四統括部門
①「 入 札 書 」（所定の入札書用封筒に入れ封をする。入札者及び共有者・代理人が合計
３名以上で入札する場合は「共有者一覧表」を添付し、割印する。
）
②「入札保証金提出書」（２枚目に「保管金受入手続添付書」を貼付したもの。入札者及び共有者・
代理人が合計３名以上で入札する場合は「共有者一覧表」を「入札保証
金提出書」と「入札保証金振込証明書」のそれぞれに添付し、割印する。
）
③「 役 員 一 覧 」（法人で参加される方のみ必要になります。
）
④「 委 任 状 」（代理人による入札参加の場合に必要となり、この場合には入札者の印鑑
証明書も必要となります。
）
以上の書類を作成し、配付した封筒に入れ、上記【受付場所】に簡易書留郵便により送付し
てください。持参による受付もいたしますが、受付場所・受付時間にご注意願います。
（留意事項）
① 岐阜財務事務所、津財務事務所、静岡財務事務所、沼津出張所では受付を行いませんので、
お間違えないよう願います。
② 郵送による場合、受付期間を過ぎて到達した入札書は無効となりますので、十分余裕をみ
て、早めの時期に簡易書留郵便でお送りください。
(2) 開札日及び開札場所は下記のとおりです。（入札者の方の参加は自由です。）
【開札日時】平成２９年１０月３１日（火） 午前９時３０分開始
【開札場所】東海財務局 ２階大会議室
（留意事項）
① 開札に参加できるのは入札に参加した方もしくはその代理人に限ります。それ以外の方の
入場はできません。

② 開札は、原則として物件番号順に行います（応札のなかった物件は除きます。）ので、最
終番号の物件の開札までには相応の時間を要する可能性があります。
③ 開札結果は、開札後、入札者全員に文書で通知します。
④ 電話による開札結果の照会は、身元確認ができないため、原則としてお断りしています。
（東海財務局ウェブサイトにおいて、開札結果を開札日翌日以降に公表する予定です。）
５．落札者の決定方法
(1) 最低売却価格以上で最高の価格をもって入札した方を落札者とします。
ただし、上記の方が入札参加資格の確認を要する者である場合には、当該最高価格入札者を
落札候補者とし、落札者の決定を留保することとします。
なお、入札参加資格の確認を行った結果、当該最高価格入札者が行なった入札が無効となっ
た場合は、原則として次順位者を落札者と決定します。
落札価格となるべき価格を入札した方が２者以上いる場合には、くじによって落札者を決定
します。（該当者が開札会場に来場していない場合は当局の指定した者が代わりにくじを引き
ます。）
なお、落札者となる同価の入札者に落札候補者がいる場合は、落札候補者の入札参加資格が
確定するまでは、くじ引きを留保します。
(2) 落札した方は、個人については誓約書、住民票抄本２通（個人番号（マイナンバー）の記載
がされていないもの）及び印鑑証明書１通、法人については誓約書、法人登記の現在事項全部
証明書２通及び印鑑証明書１通を直ちに提出しなければなりません。
（住民票抄本及び印鑑証明書は、売買契約にあたっての本人確認及び所有権移転登記の法務局
提出用として使用します。）
① 提出する住民票抄本等は、発行後３ケ月以内のものであることが必要です。
② 誓約書とは、入札参加資格等の条件に違反しない旨の誓約書であり、当方からお渡しし
ます。
なお、落札者が決定した後は、物件の所在地を管轄する財務局、各財務事務所及び出張
所が窓口となります。
６．入札保証金の返還
落札者以外の方の入札保証金は振込によって返還します。
(1) 落札者以外の方の入札保証金は、あらかじめ入札者の方に指定していただいた金融機関の口
座に振込み返還します。
(2) 入札保証金を振り込んだ後、入札書の提出をしなかった場合は、入札保証金の返還手続きを
行います。ただし、入札保証金の返還は開札終了後となります。
(3) 返還は、金融機関への振込手続きの関係上、１週間程度を要しますので、あらかじめご了承
ください。
(4) 入札保証金には利息は付きませんので、ご承知おきください。
７．契約の締結等
(1) 落札した方は、平成２９年１１月２９日（水）までに売買契約を締結しなければなりません。

なお、農地法の手続きを要するものについては、落札後３０日以内に、許可又は届出の手続
きを行い、許可後又は届出受理後３０日以内（原則として開札後４ヶ月以内）に売買契約を締
結しなければなりません。
ただし、入札参加資格の確認に時間を要することとなった場合、落札者に係る契約締結期限
については、別途通知することとします。
① 売買契約の締結は、物件の所在地を管轄する財務局、財務事務所及び出張所において行う
こととなります。詳しくは、落札者の方に直接ご連絡します。
② 契約締結日は落札決定後、落札者と協議して決定します。
契約は、土・日曜日及び祝日、並びに当局の事務都合上契約が締結できない日を除いた日
の午前中（９時～１１時３０分の間）に行います。
（注１）落札者の方以外の名義で契約することはできません。
（注２）契約期限までに契約を締結しない場合は、入札保証金は国庫に帰属（没収）します。
(2) 売買契約の締結及び履行に関して必要な費用は、落札者の負担となります。
売買契約書に貼付する収入印紙（１部）、移転登記に必要な登録免許税が別途必要となります。
（注）国は契約書に収入印紙を貼る必要がないため（印紙税法上、非課税のため）、契約者の方
にお渡しする売買契約書は収入印紙の貼付されていないものとなり、国が保有する売買契約
書は契約者の方にご負担いただいた収入印紙を貼付してあるものとなります。
８．売買代金の支払方法
(1) 財務省所管の国有財産（物件番号２００１～２００６、２００８、２００９、２１０１～２
１０５、２１０７、２１０８、２１１０～２１１４、２２０１、２２０３、２２０４、２２
０６～２２０８、２２１１、２２１３、２３０２～２３１１、２４０１～２４０９の物件）
売買代金の支払方法は、次の２通りがあります。
① 売買契約締結と同時に全額支払う方法
契約締結日には、入札にあたって納付された入札保証金と売買代金の差額をご用意ください。
② 契約保証金を納付して、２０日以内に売買代金残額を振込む方法
売買契約締結と同時に契約保証金として売買代金の１割以上（円未満切上げ）を納付して
いただきます（注１）。その後、売買契約締結の日から２０日以内（注２）に、売買代金と
契約保証金との差額を、国（東海財務局）が発行する納入告知書により、納付してください。
なお、売買代金を期限までに支払わない場合、契約保証金は国庫に帰属（没収）します。
(2) 財務省所管以外の国有財産（物件番号①２００７②２１０９③２２０２、２２０５、２２１
２④２３０１⑤２１０６、２２０９、２２１０の物件）
売買代金の支払方法は、次の１通りのみです。
契約保証金を納付して、２０日以内に売買代金残額を振込む方法
売買契約締結と同時に契約保証金として売買代金の１割以上（円未満切上げ）を納付して
いただきます（注１）。その後、売買契約締結の日から２０日以内（注２）に、売買代金と
契約保証金との差額を、国（①国土交通省航空局、②岐阜労働局、③三重労働局、④静岡労
働局、⑤東海北陸厚生局）が発行する納入告知書により、納付してください。
なお、売買代金を期限までに支払わない場合、契約保証金は国庫に帰属（没収）します。
（注１）入札にあたって納付された入札保証金は契約保証金に充当することができますので、
契約締結日に入札保証金と契約保証金との差額をご用意ください。

なお、契約保証金は東海財務局等から配付を受けた所定の「振込依頼書」により、最
寄りの金融機関から東海財務局の指定する口座に振込むことができます。詳しくは契約
担当者にお問い合わせください。
（注２）売買契約締結の日から２０日目が、土・日曜日、金融機関の休業日となる場合には、
直前の金融機関の営業日が納付期限となります。
９．所有権の移転
代金納入が済みましたら、国が所有権移転登記を行います。
(1) 売買代金全額の納付が行われたときに所有権の移転があったものとし、物件を引渡した
ものとします。（現地での引渡しは行いません。）
(2) 所有権移転登記の手続きは、国において行い、完了した時点で登記識別情報通知をお渡
しします。なお、中間省略登記はできません。
※所有権移転登記と同時に抵当権設定登記を行う必要がある場合には、予め物件の所在
する地域を管轄する財務局、財務事務所及び出張所にご相談ください。
(3) 所有権移転登記には登録免許税が必要です。
登録免許税の納付書は売買契約に先立って当局から送付しますので、お近くの金融機関
でお支払いのうえ、その領収証書を売買契約締結時にご持参ください。
(4) 現地の看板については、国（東海財務局）で再利用します。所有権移転後、速やかに撤
去しますので、廃棄しないようお願いします。
１０．契約内容の公表
契約内容（物件所在地、登記地目、数量、応札者数、開札結果、随意契約の有無、契約年月日、
契約金額、契約相手方の個人・法人の区分。なお、法人にあっては業種を付記する。）を東海財
務局のウェブサイトに公表することとなります。
１１．個人情報について
入札の参加のために提出された書類等に記載された個人情報は、原則、入札事務のみに使用し、
その他の目的には一切使用いたしません。
ただし、入札参加資格の確認のため、警察当局へ情報提供いたします。
１２．現地見学会の日時及び場所
(1)

次の物件については、事前に申込みがあった場合のみ下記の日程で、物件に立ち入っての現
地確認ができます。各県毎の申込み期限までに各連絡先へ申し出てください。
※事前に申込みがなかった物件については現地確認できませんのでご注意ください。

① 岐阜県に所在する物件
物件番号
２１０６

【申込期限】平成２９年９月２６日（火）まで
日
時

平成２９年９月２７日（水）午後１時３０分から午後２時３０分の間

連絡先：東海財務局

岐阜財務事務所

管財課（℡058-247-4252）

② 三重県に所在する物件
物件番号

【申込期限】各物件の現地見学会の前日まで
日
時

２２０８

平成２９年９月２６日（火）午後１時から午後２時の間

２２１３

平成２９年９月２１日（木）午後１時から午後２時の間

連絡先：東海財務局

津財務事務所

管財課（℡059-222-9571）

③ 静岡県中部・西部地区に所在する物件 【申込期限】平成２９年９月２２日（金）まで
日
時
物件番号
２３０５

平成２９年９月２５日（月）午後２時から午後３時の間

連絡先：東海財務局

静岡財務事務所

④ 静岡県東部地区に所在する物件
物件番号
２４０９

管財課（℡054-251-4328）

【申込期限】平成２９年９月１９日（火）まで
日
時

平成２９年９月２０日（水）午後１時３０分から午後３時の間

連絡先：東海財務局静岡財務事務所

沼津出張所統括部門（℡055-933-5800）

（留意事項）
・現地確認は、物件上に建物等が存在すること等から、特例的に実施するものであり、上
記５物件に限定して行います。（他の物件については行いません。）
・現存する建物及び工作物の使用の可否や耐久性、また、仕様等に関するご質問にはお答
えできない場合があります。
・現地には公共交通機関を利用してご参加いただくようお願いします。
１３．不調物件にかかる先着順の売却
入札者がいなかった物件については、原則、「すぐに購入できる物件」として、先着順による
売却を実施します。
公示日等は下記の日程を予定しておりますが、別途、詳細については、物件の所在地を管轄す
る財務局・財務事務所及び出張所までお問い合わせください。
買受希望者は、先着順売払公示日以降に配付する「売払申請書」に必要事項を記入し、実印を
押印のうえ先着順売払受付期間に物件の所在地を管轄する財務局・財務事務所及び出張所まで持
参願います。
この場合、買受希望者については、入札要領第８条の規定を準用し、入札参加資格の確認を行
う場合がありますのでご了承願います。
詳しくは先着順売払公示日以降にお問い合わせください。
先着順売払公示日
平成２９年１１月２８日（火）
先着順売払受付期間 平成２９年１２月１日（金）から平成３０年３月３０日（金）
（土・日曜日・祝日を除く）
受付時間
受付開始日（１２月１日）は午後１時から午後５時、受付開始日以外は午前９
時から正午及び午後１時から午後５時

その他の留意事項
１． ご参加にあたっては、必ず現地をご確認いただくとともに、諸規制についても関係機関（市役
所建築担当など）に確認してください。
２． 入札物件についてはすべて現況引渡しです。

お問い合わせ先
入札参加方法、開札手順等の一般競争入札全般に関するご照会は、下記財務局にお問い合わせく
ださい。
【東海財務局 管財部 第四統括部門】
〒４６０－８５２１
名古屋市中区三の丸三丁目３番１号
☎０５２－９５１－１７１０（直通）
地下鉄名城線「市役所駅」下車３番出口徒歩３分
個別物件に関するご照会については、物件の所在地を管轄する下記財務局･財務事務所及び出張所
にお問い合わせください。
〇愛知県内の物件
【東海財務局 管財部

第四統括部門】

〇岐阜県内の物件
【岐阜財務事務所 管財課】
〒５００－８７１６
岐阜市金竜町五丁目１３番地 （岐阜合同庁舎５階）
☎０５８－２４７－４２５２（直通）
名鉄「岐阜駅」から徒歩２０分
〇三重県内の物件
【津財務事務所 管財課】
〒５１４－８５６０
津市桜橋二丁目１２９番地
☎０５９－２２２－９５７１（直通）
近鉄「津駅」から徒歩１０分
〇静岡県 中部・西部地区（静岡市以西）の物件
【静岡財務事務所 管財課】
〒４２０－８６３６
静岡市葵区追手町９番５０号(静岡地方合同庁舎４階)
☎０５４－２５１－４３２８（直通）
ＪＲ「静岡駅」から徒歩１５分
〇静岡県 東部地区（富士市及び富士宮市以東）の物件
【静岡財務事務所 沼津出張所 統括部門】
〒４１０－０８３１
沼津市市場町９番１号 （沼津合同庁舎５階）
☎０５５－９３３－５８００（代表）
ＪＲ「沼津駅」から徒歩１５分

