
一 般 競 争 入 札 実 施 要 項 

 

（目的） 

第１条 この実施要項は、愛知県市町村職員共済組合（以下「当組合」という。）が実施す 

る一般競争入札の円滑な遂行と契約の適切な履行を図るために必要な事項について、競

争入札に参加する方に周知することを目的としています。 

 

（入札者を拘束する書類） 

第２条  入札者様は、本一般競争入札実施要項（以下「本要項」という。）及びこれを補足

する書類に拘束されます。 

 

（入札に付す売却物件の概要） 

第３条  入札に付す売却物件は、当組合が売却業務を委託した業者（以下「売却業務委託業 

者」という。）が作成した、別添「売却物件」記載の物件とします。（以下「売却物件」と

いう。） 

２ 売却業務委託業者が、入札参加予定者様に対し入札関係書類とともに、売却物件に関す 

る物件概要書を交付します。 

３ 当組合並びに売却業務委託業者が売却物件に関し開示する資料は、情報提供を目的と 

したものであり、その内容について当組合及び売却業務委託業者は責任を負いません。 

４ 本物件は「都市計画法第 34条第 2号」の許可に基づく施設となります。そのため、本

物件は「都市計画法第 34条第 2号許可対象となる施設」として運営できる方に限定して

売渡すものといたします。入札検討者様は、入札に際し、自身の責任において犬山市と

購入後の運営計画について事前相談を実施の上、入札していただきますようお願いいた

します。 

 

（入札参加資格） 

第４条 入札に当たり、以下（１）から（８）のいずれかの条件に該当する者は参加する資

格を有しません。 

（１） 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人（ただし、未成年者、被保佐人又

は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除く） 

（２） 破産者で復権を得ていない者 

（３） 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づくところの暴力団及び

その構成員、準構成員並びにその関係者 

（４） 「破壊活動防止法」に基づくところの破壊的団体及びその構成員 

（５） 当該物件の購入目的が「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」に基づ

くところの風俗営業・性風俗関連特殊営業及びこれらに関連する業務に当たる場合

の買受申出者 



（６） 当該物件の鑑定評価実施者及び鑑定評価実施者が当該物件の売買契約の媒介を行

い、若しくは代理人となっている買受申出者 

（７） 次の各号の一に該当すると認められる者でその事実があったと認められるときか

ら３年を経過していない者（この者を代理人、支配人その他の使用人として使用する

者についても同様とする。） 

① 故意に入札に付す物件を損傷し、その価値を減少させた者 

② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得る 

ために談合した者 

③ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

④ 競争入札の実施に当たり当組合の職員の職務の執行を妨げた者 

⑤ 正当な理由なく当組合との契約を履行しなかった者 

⑥ 当組合に提出した書類に虚偽の記載をした者 

⑦ その他当組合に著しい損害を与えた者 

⑧ 前各号の一に該当する事実があったと認められるときから３年を経過しない者

を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

（８） その他当組合が不適当と認めた者 

 

（入札前提出書類） 

第５条 入札への参加を希望する方は、以下の（１）から（６）に該当する書類を、別紙 

に記載された「入札参加申込締切日時」までに売却業務委託業者宛に提出して下さい。 

また、複数者が共同で購入する場合は、共同購入者が一般競争入札参加申込書（様式第 1 

号）の所定欄に署名捺印するとともに、以下の（４）から（６）の書類はそれぞれの購 

入者様についても提出して下さい。 

（１） 一般競争入札参加申込書（様式第 1 号） 

（２） 委任状（様式第 2 号：代理人名義での入札参加申込・入札参加の場合のみ。） 

（３） 入札保証金提出書（様式第 3 号） 

（４） 商業登記簿謄本（発行日から 3ヶ月以内のもの。個人の場合は不要。） 

（５） 印鑑証明書（発行日から 3ヶ月以内のもの。） 

（６） 会社概要等、会社の具体的な事業内容がわかる資料（個人の場合は年齢・職業・借

入予定金融機関等を記載した書類。） 

２ 入札参加資格の審査に当たり、当組合及び売却業務委託業者から追加資料の提出を求

める場合があります。 

 

  



（入札保証金の納付等） 

第６条 入札保証金の取扱いは、以下のとおりとします。 

（１） 入札保証金の納付 

入札者様は入札に参加する前に、入札保証金として入札金額の 100 分の 5 以上

（円未満切上げ）に相当する金額を、別紙に記載の当組合の指定する口座に、「入札

参加申込締切日時」までに入金となるように振り込んで下さい。 

（注１）振込手数料は入札者様の負担となります。 

 （注２）入札保証金の納付後は、その取消又は変更はできません。 

（２） 入札保証金の返還 

開札の結果、落札されなかった方の入札保証金は、入札者様が入札保証金提出書

（様式第 3 号）において指定した金融機関の預金口座へ振り込む方法によりお返し

します。なお、金融機関への振込手続には数日の期間を要します。 

（注） 入札保証金提出書に記載した振込先口座名等の記載不備により、当組合からの

振込に「組戻し」等が生じた場合、組戻しにかかる手数料及び再振込手数料は入札

者様の負担とさせていただく場合があります。 

（３） その他 

① 入札保証金には利息を付しません。 

② 入札者様が入札保証金を振り込んだ後、何らかの理由で入札に参加しなかった

場合は、入札保証金の返還手続きを行いますので、必ず入札保証金提出書（様式第

３号）及び入札保証金の振込金受取書（原本で銀行領収印のあるものを添付して下

さい。なお、インターネットを利用した場合等、振込金受取書を受領できない場合

は、事前に売却業務委託業者と協議して下さい。）を添えて別紙「申し出先」に提

出して下さい。ただし、入札保証金の返還は開札終了後となります。 

 

（入札時の提出書類） 

第７条 入札者様が別紙記載の「入札日時」までに提出する書類は、以下に掲げるものです。 

（１） 入札書（様式第４号） 

（２） 入札保証金の振込金受取書（原本で銀行領収印のあるものを添付して下さい。なお、

インターネットを利用した場合等、振込金受取書を受領できない場合は、事前に売却

業務委託業者と協議して下さい。） 

（３） 上記（１）入札書（様式第４号）と（２）入札保証金の振込金受取書は、入札書提

出用封筒（様式第５号）に同封して封緘して下さい。 

 

（入札書の作成方法等） 

第８条 入札書（様式第４号）の作成及び提出は、次の各項に掲げる事項を厳守して下さい。 

  



（１） 入札書（様式第４号）は、入札者名及びその印章をもって作成するものとします。

ただし、委任状により代理人が権限を有している場合は、代理人名及びその印章をも

って作成するものとします。 

（２） 代理人が入札する場合は委任状（様式第 2号）に被委任者の印鑑証明を添付して、

本要項第７条に規定する提出書類とともに提出して下さい。（入札者様が法人の場合

で、当該法人の社員が代表者に代わって提出する場合及び入札参加申込時に委任状

を提出し委任を受ける代理人が不変の場合には、委任状を添付する必要はありませ

ん。） 

※ 入札者様が海外に在住していることにより印鑑証明書が添付できない場合は、

次の書類が必要となります。 

    ・ 日本人の場合は、居住地の日本大使館等の在外公館が発行するサイン証明 

・ 外国人・外国法人の場合は、本国の主務機関・公証人等で本人のサインが証 

 明できるもの（日本語訳付） 

  （注） 日本語訳は誰がしてもかまいませんが、訳文の下に訳者の記名・押印が必要 

となります。 

 

（入札の方法） 

第９条 入札書（様式第４号）を提出する場合は、別紙に記載された「入札日時」の１５分

前までに持参して下さい。 

２ 入札者様は当組合の指示に従い、封緘した入札書を提出しなければなりません。 

３ 入札書を提出した後は、開札の前後を問わず、入札書の書換、引換又は撤回を主張する

ことはできません。また、錯誤を理由とした、入札の無効を主張することはできません。 

４ 直接提出以外の郵送等により入札することは認めません。 

 

（開札の方法） 

第 10条 開札は、入札者様全員の入札書が提出されたことを確認した後、開札時に入札場

所に居る入札者様の面前において当組合職員が行います。この場合において、落札者と

なるべき者を決定する場合は最高入札者様名及びその入札金額を、落札者となるべき者

が決定しない場合は最高入札金額のみを朗読するものとします。 

 

（入札のとりやめ等） 

第 11条 当組合は、入札者が談合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公 

正に執行することができないと認められたときは、当該入札者を入札に参加させず、又は

入札の執行を延期し、若しくはとりやめることができるものとします。 

 

  



（入札の無効） 

第 12条 次の各項の一に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とします。 

（１） 入札書に入札金額の記載がない場合 

（２） 入札書に印鑑証明書印又は届出印と異なる印鑑を使用した場合 

（３） ボールペン・万年筆等消えない筆記用具を使用せず入札書を作成した場合（鉛筆不可） 

（４） 入札書記載事項又は添付書類に不備がある場合 

 

（落札者の決定） 

第 13条 落札者となるべき者（契約予定者、以下同じとする。）は、当組合の定めた最低売

却価格以上で最高の金額を入札した方で、本要項第 12 条の規定に該当しない入札を行っ

た方とします。なお、最低入札価格は 46,260,000 円とします。 

２ 最低売却価格以上の最高の入札が、本要項第 12条の規定により無効となった場合には、

最低売却価格以上でその次に高い入札金額を入札した入札者（以下「下位順位者」という。）

を落札者となるべき者とします。 

３ 落札となるべき同金額の入札をした方が二以上の時は、速やかにくじによって落札者

となるべき方を決定します。 

４ 契約の相手方として適当であるか判断するため、落札者様に対し、当組合及び売却業務

委託業者から資料の提出を求める場合があります。 

（注１） 入札者様等入札関係者が開札に立ち会う場合は、開札会場への入場に際し入札

物件及び入札者名により入札関係者であることの確認を行います。 

 

（入札保証金の取扱い） 

第 14条 落札者様の入札保証金の取扱いは以下のとおりとします。 

（１） 落札者様の入札保証金は、その請求により契約保証金の全部又は一部に振り替え

ることができます。 

（２） 落札者様が契約を締結しない場合には、入札保証金は当組合に帰属するものとし

ます。 

 

（売買契約の締結） 

第 15条 落札者様と当組合の間で、不動産売買契約書（案）に基づいた売買契約を、別紙

記載の「契約締結期限」までに締結します。（原則として契約締結期限の繰り延べはでき

ません。）なお、不動産売買契約書（案）の内容については、原則として変更を受け付け

ることはできません。 

２ 契約に当たり、売却業務委託業者より、重要事項及び契約手続についての説明を行いま

す。 

３ 越境物等について、当組合は越境状態の解消等は行いません。 

４ 本物件建物（設備機器等を含む）及び土地に関する地中障害物、土壌汚染、等の対象物

件に関する一切の瑕疵について、当組合はその責任を負いません。 



５ 落札者様は、本物件を「都市計画法第 34条第 2号許可対象となる施設」として運営で

きる方に限定して売渡します。入札検討者様は、入札に際し自身の責任において犬山市と

購入後の運営計画について事前相談を実施の上、入札していただきますようお願いいたし

ます。 

６ 敷地測量図、隣接地との境界確認等は、入札公告時点で当組合が取得しているものに限

り交付致します。 

７ 本物件敷地内の南側の進入路には本物件敷地を分断する形で犬山市が所有する「道（約

63㎡）」が存しています。当該「道」について当組合は現状のまま落札者様へ引き渡すも

のとしますが、落札者様は、本物件を引受けた後、当該「道」について犬山市から速やか

に払下げを受けることを条件といたします。 

８ 当組合は、本物件敷地内の進入路（地番：116番 3及び 116番 6、118番 52）の一部に

ついて、隣接地所有者が通行することを承諾しており、落札者様は当該承諾事項について

承継していただくものとします。 

９ 本物件（地番 118番 26）と隣接地（地番 118番 51及び地番 118番 34）の境界付近には

高低差があり、隣接地所有地内には高さ約 2ｍ～3ｍの石積み擁壁が存しますが、地番：

118番 51の南東角付近については、一部幅約 6ｍに渡り石積み擁壁が構築されておらず、

勾配約 60°～70°、高さ約 4ｍを超える生崖の状態にあります。落札者様が新たに開発許

可等を取得する際、当該箇所について行政から擁壁を設置する等の行政指導を受ける場

合があります。 

10 売買契約締結時に売却業務委託業者である住友不動産販売株式会社に所定の(売買代

金の 3％+6万円＜別途消費税＞)の仲介手数料をお支払いいただきます。 

※他の媒介業者を介しての入札参加はできません。 

 

（契約保証金の取扱い） 

第 16条 契約保証金の取扱いは、以下のとおりとします。 

（１） 落札者様は、落札価格の 100分の 10以上の契約保証金（円未満切り上げ）を契

約締結期限までに、別紙に記載された当組合が指定する口座に振り込んで下さい。

（振込手数料は落札者負担。） 

（２） 契約保証金には利息を付しません。 

 

（質問事項） 

第 17条 入札関係書類及び売却物件の内容について、質問等がある場合には、別紙の売

却業務委託業者までお問い合わせ下さい。 

なお、売却物件の内容に関する質問、入札結果の照会については、原則、E-mail にて受

け付けます。売却業務委託業者が回答可能な範囲で回答しますが、返答出来ない場合や、

時間を要する場合もあります。 

 

  



（提出書類の様式） 

第 18条 入札のために提出する書類については、当組合所定の様式によらなければなりま

せん。 

 

（その他） 

第 19条 落札者様と契約者は原則同一の者でなければなりませんが、入札参加申込時に申

し出があり当組合が認めた場合には、落札者様と契約者が異なることも可としますので、

事前に売却業務委託業者宛に照会して下さい。 

２ 地方公共団体が本入札に参加される場合の手続きについては、売却業務委託業者宛に

照会して下さい。 

 



（１） 本要項第５条及び第６条（１）に規定する入札参加申込期間は、次のとおりです。 

日 時：令和１年 12 月２日（月）午前 9時より令和２年１月 24 日（金）午後 5時まで 

    提出先：〒460-0004 名古屋市中区新栄町 1-5 栄中央ビル 4 階 

               住友不動産販売株式会社 

               法人営業本部 東海法人営業部 

 

（２） 本要項第 6 条（１）及び第 16 条（１）に規定する当組合の指定する口座は次の通り 

です。 

三菱ＵＦＪ銀行 愛知県庁出張所 

普通預金 NO．００１７５２８ 

         宿泊経理 愛知県市町村職員共済組合 

    尚、振込等で当組合の所在地、電話番号等を記入する際は次の通りご記入下さい。 

〒460-0001 名古屋市中区三の丸二丁目三番二号 

愛知県市町村職員共済組合 

電話番号 052‐951‐4545 

 

（３） 本要項第９条に規定する入札日時は、以下のとおりです。 

    日 時：令和２年１月 29日（水）午前 11時 00分より 

    場  所：〒460-0001 名古屋市中区三の丸二丁目三番二号 

愛知県自治センター4階 第３会議室 

 

（４） お問い合わせ先は、以下のとおりです。 

    連絡先：〒460-0004 名古屋市中区新栄町 1-5 栄中央ビル 4 階 

住友不動産販売株式会社  

法人営業本部 

東海法人営業部 

     E-mail: kyosai-tokai@stepon.co.jp 

 

（５） 本要項 16 条第 1 項に規定する契約締結期限は、以下のとおりです。 

    日 時：令和２年２月 27 日（木）まで 

    ※開発許可等、行政手続きの進捗状況に応じて当該期日を延伸する場合があります。 

（６） 売却物件の引渡し期限は、以下のとおりです。 

    日 時：令和２年３月 31 日（火）まで 

 

※当組合及び売却業務委託業者へのお問い合わせ等の受付は、土・日曜日及び祝日は行いま

せん。 

別紙 


