
＜物件一覧＞

○高崎市（納税課）

℡.027-321-1225（直通）

○安中市（収納課）

℡.027-382-1111（内線1083）

○富岡市（納税課）

℡.0274-64-8206（直通）

○神流町（住民生活課）

℡.0274-57-2111（代表）

○富岡行政県税事務所（県税課）

℡.0274-63-2245（代表）

用途／研修所 計 6,596.08㎡ (約1,995.31坪)

富岡市南後箇・岡本
見積
価額 4,672.9万円

用途／遊技場 254.22㎡

見積
価額

地目／宅地（5筆） 計 5,851.17㎡ (約1,769.97坪)

地目／畑、公衆用道路 計 7,084㎡ (約2,142坪)

地目／山林、保安林 計 171,593㎡ (約51,906坪)

552.2万円 公　売
保証金 55.3万円

地目／宅地 199.44㎡ (約60.33坪)

用途／居宅 計 77.00㎡ (約23.29坪)

224万円
公　売
保証金 23万円

土地 安中市-5安中市-3 土地

高崎市金古町 高崎市下之城町

高崎市-6

神流町-1 土地

見積
価額 188万円

公　売
保証金 19万円

見積
価額

土地付建物 高崎市-7 土地付建物

公　売
保証金

計 　326㎡ (約98.61坪)

用途／居宅用途／居宅 計 62.08㎡ (約18.77坪) 計 123.17㎡用途／工場、居宅 計 137.83㎡ (約41.69坪)

(約75.11坪)

(約37.25坪)

地目／宅地 143.10㎡ (約43.28坪)

公　売
保証金 80万円

地目／宅地（２筆） 計 398.00㎡ (約120.39坪) 地目／宅地（２筆） 計 248.32㎡

見積
価額 1,267万円 公　売

保証金
公　売
保証金 31万円

見積
価額 495万円 公　売

保証金 50万円
見積
価額 464万円 公　売

保証金 47万円
見積
価額 305万円

高崎市-2 土地付建物 高崎市-3 土地付建物

高崎市下小塙町 高崎市井出町 高崎市矢島町 高崎市江木町【農地】 高崎市中豊岡町・下豊岡町

自治体が、税金の滞納処分で差し押さえた不動産を一般の方に入札で売却します。

◇ 公 売 期 日 ◇

令和元年11月25日(月)
    受　付 ： 午後１時００分～(説明 ： 午後１時３０分～)　　
    入　札 ： 午後２時００分～　

    開　札 ： 午後２時１６分～　　

土地付建物 区分所有建物

   場　　所 ： 高崎市役所本庁舎１７階
   　　　　　　　　  （高崎市高松町３５－１　☎ 027-321-1225）

   　　　　　　　　  １７１会議室(入札会場)、１７２会議室(受付)

高崎市-1 高崎市-4 土地

土地

高崎市-5

見積
価額 791万円127万円

安中市松井田町新堀【農地】 安中市磯部2丁目 安中市松井田町人見【農地】

安中市-1 土地付建物 安中市-2 土地付建物 安中市-4

安中市板鼻2丁目 安中市下磯部【農地】

(約179.68坪)

見積
価額 193万円 公　売

保証金 20万円
見積
価額 442万円 公　売

保証金 45万円
見積
価額 500万円 公　売

保証金 50万円

(約44.30坪)

見積
価額 200万円 公　売

保証金 20万円
見積
価額 150万円

計　146.45㎡

15万円

地目／宅地（2筆）

計 129.74㎡ (約39.24坪) 用途／居宅 82.63㎡

地目／宅地 318.95㎡ (約96.48坪) 地目／宅地、畑 計 594.00㎡

地目／畑(2筆)(約24.99坪)

土 地

地目／田(3筆) 計 2,253㎡ (約681.53坪)
(約115.55坪)

安中市松井田町八城

地目／畑 369㎡

用途／居宅

安中市-6

見積
価額 169万円 公　売

保証金 17万円

富岡市-1 土地

(約76.90坪)

公　売
保証金 468万円

多野郡神流町大字小平【農地】

208.6万円 公　売
保証金 21万円

見積
価額 505.1万円 公　売

保証金 51万円

富岡行政県税-1 土地付建物

見積
価額

富岡行政県税-2 建物

富岡市下黒岩

地目／雑種地、宅地 計 126.47㎡ (約38.25坪)

用途／居宅

地目／宅地

計 81.97㎡ (約24.79坪)

用途／居宅 51.33㎡ (約15.52坪) 地目／田 282㎡

(約111.62坪)

(約85.30坪)

382.00㎡

地目／宅地（2筆） 計326.99㎡ (約98.91坪)

地目／宅地 190.64㎡ (約57.66坪)

富岡市一ノ宮

令和元年 群馬県西部地区

◎注意事項
・このチラシは西部地区参加自治体による合同公売の概要をお知らせするものです。

・詳しい情報は各執行機関担当課に直接お問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

群馬県ホームページ URL：http://www.pref.gunma.jp/04/a4310031.html
・【農地】の表示のある物件については、農業委員会等の「買受適格証明書」が必要となりますが、

高崎市－４、安中市－２、神流町－１ の物件については、買受適格証明書は不要です。

農業委員会への申請は締切がありますのでご注意ください。

・物件が多数のため、終了まで時間がかかりますのであらかじめ御了承ください。

また、直前に公売を中止する場合がありますので、事前に公売中止の有無を御確認ください。

群馬県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ QRｺｰﾄﾞ


