
令 和 ３ 年 １１ 月 １２ 日 執 行

一 般 競 争 入 札 に よ る

公 用 車 売 却 案 内 書

　・入札申込書受付期間：令和３年１１月１日(月)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～同年１１月５日(金)午後５時まで(必着)

　・入札書受付期間：申込受付後から令和３年１１月１２日(金)午後３時まで(必着)

　・開　札　日　時：令和３年１１月１２日(金)午後４時
　　　　　　　　　　(室戸市役所庁舎１階　市民課)

室戸市　市民課



　室戸市では、次の使用を中止した公用車(以下「売払物品」という。)を一般競争入札により売

代金納付確認後、関係書類をお渡しします。

名義変更の手続完了後、売買物件を受け取りに来てください。

※売買物件は現物引渡しとなりますので、必ず事前に現物をご確認下さい。

※外見からは判断できない部品の交換等が必要となる場合があります。ご理解のうえ入札にご参

はじめに

この入札に参加するためには、事前に申込が必要です。

くは持参してください。

⒈入札参加申込

入札のながれ

受付期間：令和３年１１月１日(月)～１１月５日(金)午後５時(必着)

一般競争入札参加申込書兼受付済証・誓約書・身分証明書を添付し、郵送もし

却します。

　入札においては、本売却案内書を熟読および売買物件を確認した上で、ご参加ください。

⒉書類審査

提出期限：受付済証受領後から令和３年１１月１２日(金)午後３時(必着)

指定の方法で入札書を作成し、郵送もしくは持参してください。

※郵送の場合は「書留」等差し出した記録の残る方法で送ること

⒊入札書の提出

入札参加申込書を審査し参加を認めた者に対し、受付済証を送付します。

※受付済証とは、入札参加申込書を審査し参加を認めた者に対し、一般競争入

札参加申込書兼受付済証に受付印を押したものの写しのこと

⒈落札物件移動

関係書類の受け取り後、３０日以内に手続き等を行ってください。
⒉名義変更
　名称抹消

⒋開札
　落札決定

開札：令和３年１１月１２日(金)午後４時

落札者には電話にて結果、契約等についてお伝えします。

落札後のながれ

売買物件(最低入札価格)

物件番号 車種 走行距離 最低入札価格

　加ください。

物件番号１ 日野　　デュトロ １１５，１０６㎞ ４００，０００円

三菱　ミニキャブトラック
(ダンプ)

物件番号２ ４３，１９０㎞ １２０，０００円
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⒈　一般競争入札参加資格

⒉　一般競争入札参加申込書の提出期間・提出場所等

(４)入札参加資格の審査(市が実施します。)
　　入札参加申込書審査し、受付済証を送付します。
　　受付済証は入札書送付の際に必要となりますので大切に保管してください。

(５)入札保証金については免除します。

　身分証明書(個人の場合)・・・運転免許証の写し又はマイナンバーカードの写し

　　ない者又は提出書類に不備・記入漏れがある者は、この入札に参加することができません。

〇提出書類(提出された書類は返却いたしません)
　一般競争入札参加申込書兼受付済証
　誓約書

　　〒７８１－７１８５　高知県室戸市浮津２５番地１
　　室戸市役所１階　市民課　生活環境班

(３)提出方法
　　次に記載する書類を、(２)提出場所に直接持参するか郵送してください。メール・ＦＡＸ等
　　によるものは受付けません。なお、期日までに一般競争入札参加申込書兼受付済証を提出し

(６)本市入札事務に従事する者。

(１)提出期間
　　令和３年１１月１日(月)～令和３年１１月５日(金)午後５時まで
　　祝日を除く午前９時から午後５時まで受付

(２)提出場所

　きません。

　身分証明書(法人の場合)・・・履歴事項全部証明書(発行から３ヶ月以内　写し可)

　参加することができる者は、室戸市に住民基本台帳登録されている個人又は室戸市に事業所を
　有する法人ですが、次に掲げる事項に該当する場合は、入札申込及び入札に参加することはで

(１)契約を締結する能力を有しない者(次の①②に該当する者)。
　　①　成年被後見人
　　②　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の同意を得ない者

(３)次のいずれかに該当する者で、その事実があった後３年間を経過しない者及びその者を代理

(２)破産者で復権を得ない者。

　　人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者。
　　①　競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは
　　　　不正の利益を得るために連合した者
　　②　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
　　③　正当な理由無く契約を履行しなかった者

(４)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号又は第６号に該当する者。

(５)受付済証を受領していない者。
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⒊売払物品

車体名
自動車登録番号
初年度登録年月
有効期間の満了する日
自動車の種別
用途
走行距離
車体の形状
乗車定員
車体の色
車台番号
型式
原動機の型式
長さ
幅
高さ
最大積載量
車両重量
車両総重量
総排気量
燃料の種類
ミッション
自動車リサイクル委託金

備考

・マニュアルエアコン
・パワーステアリング
・パワーウィンドウ
・ＡＭ／ＦＭラジオ

３，３９０ｋｇ
６，５５５ｋｇ
４．８９ℓ
軽油
５ＭＴ(４ＷＤ)
８，５１０円

３，０００ｋｇ

貨物
１１５，１０６㎞　(令和３年１０月２０日現在)
ダンプ
３人
白
ＸＺＵ３２１－０００１１７５
ＫＫ－ＸＺＵ３２１Ｘ
Ｓ０５Ｄ
４７３ｃｍ
１６９ｃｍ
２１９ｃｍ

普通

物件番号１　(最低入札価格　４００，０００円　　)

日野　デュトロ
高知　１００　さ　１９０
平成１１年７月
令和４年８月９日
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車体名
自動車登録番号
初年度登録年月
有効期間の満了する日
自動車の種別
用途
走行距離
車体の形状
乗車定員
車体の色
車台番号
型式
原動機の型式
長さ
幅
高さ
最大積載量
車両重量
車両総重量
総排気量
燃料の種類
ミッション
自動車リサイクル委託金

備考

軽自動車

物件番号２　(最低入札価格　１２０，０００円　　)

三菱　ミニキャブ
高知　４１　か　２６１１
平成１３年５月
令和５年５月１２日

３５０ｋｇ

貨物
４３，１９０㎞　(令和３年１０月２０日現在)
ダンプ
２人
白
Ｕ６２Ｔ－０３１０８９５
ＧＤ－Ｕ６２Ｔ
３Ｇ８３
３３９ｃｍ
１４７ｃｍ
１８２ｃｍ

・マニュアルエアコン
・パワーステアリング
・ＡＭ／ＦＭラジオ
※エアコン不調

９３０ｋｇ
１３９０ｋｇ
０．６５ℓ
ガソリン
５ＭＴ(４ＷＤ)
３，３７０円
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  ・物件番号１～２

　　　芸東衛生組合跡地(室戸市佐喜浜町３３７０－１)
　　

　　　令和３年１１月１日(月)～令和３年１１月５日(金)
　　　祝日を除く平日の午前９時～午後３時まで
　　※展示場所及び展示車両は施錠されているため、観覧する前には必ず市民課

⒋売買物品の公開期間及び場所　

　　〇公開場所

　　〇公開期間

　　　生活環境班(電話２２－５１２６)へご連絡ください。

公開場所
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⒌入札書について(別添　封筒記載例を参照ください)

　　　郵送もしくは持参してください。それ以外によるものは受付けません。

　(４)提出場所
　　　〒７８１－７１８５
　　　高知県室戸市浮津２５番地１　室戸市役所市民課　生活環境班

⒍開札及び落札者の決定

　(１)開札日

　　　　　名(法人の場合は法人名)を記載し、封かんしてください。内封筒に、物件番号及び
　　　　　入札者の氏名（法人の場合は法人名）の記載の無いものについては開封しないもの
　　　　　とし、入札を辞退したものとみなします。

　　　　　入札書の入った内封筒及び受付済証を封入してください。また、氏名(法人の場合
　　　　　は法人名)及び「入札書類在中」、「親展」と明記してください。

　　　④　外封筒は、案件名(公用車売却入札)、入札執行日(令和３年１１月１２日)を記載し

　　　室戸市役所庁舎１階　市民課

　(２)落札者の決定
　　　最低入札価格以上で、最高の価格をもって入札した者を落札者とします。
　　　ただし、最高の価格が同額の場合、入札事務に関係のない職員が「くじ」を引き落札者

　(１)入札書の提出方法

　(２)入札書提出期限
　　　令和３年１１月１２日(金)午後３時(必着)まで
　　　※期限までに到着しなかった場合、入札は無効となります。

　(３)入札書の作成

　　　③　郵送する場合は二重封筒とし、内封筒に入札書を封入し、物件番号及び入札者の氏

　　　①　入札書へ、住所、氏名、金額(消費税抜きの金額を算用数字でハッキリと記入し、数
　　　　　字の始めに￥』を記入する。金額の訂正は行わない。)を記入し、誤りがないか十分
　　　　　確認してください。
　　　②　郵送する場合は一般書留又は簡易書留のいずれかで郵送してください(開札が終わる
　　　　　まで差し出し控えを保存してください)。

      令和３年１１月１２日(金)　午後４時

　　　を決定します。

　(３)発表
　　　落札者が決定したときは、落札者にのみ連絡します。
　　　開札後ホームページにて落札結果(金額のみ)を掲示します。
　　　※落札者辞退等により結果が変更となる可能性があります。
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⒎入札書の無効

⒏契約の締結

⒐売買代金の支払
　売買代金は、売買契約締結後１４日以内に、売買代金全額を、市が発行する納入通知書によ

⒑売払物品の引渡し

⒒その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：０８８７－２２－５１２６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒７８１－７１８５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県室戸市浮津２５番地１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　室戸市役所　市民課　生活環境班

　　　　について、抹消の上、そのことが確認できる写真を送付してください。

　※売払物品の引渡しは現状のまま行いますので、事前に当該売払物品の確認をお願いします。
　※応札者が１名の場合でも入札は成立するものとします。
　※この入札は市の都合により延期又は中止することがあります。
　　延期又は中止の際はホームページにお知らせを掲示します。

　(４)名義変更の手続完了を確認後、車両を引渡します。
　　　・名義変更を行ない、手続完了後、証明書の写しを提出してください。

　　　・⒊売払物品(３頁～４頁)の各物件の備考欄を参照し、車両に表示してある施設名称等

　(２)引渡し後の故障及び瑕疵等について当市は一切責任を負いません。
　(３)代金納付を確認後、譲渡証明書、自動車検査証(登録識別情報等通知書)等の関係書類を
　　　お渡ししますので、３０日以内に次のとおり対応してください。

　　(10)最低入札価格を下回る金額での入札書。

　次に掲げる入札書は、無効となります。
　　(１)一般競争入札参加資格が無い者のした入札書。
　　(２)同一人がした２通以上の入札書。
　　(３)入札参加者が協定して入札した入札書。
　　(４)金額その他記載事項が明らかでない入札書。
　　(５)金額を訂正、又は記名を欠いた入札書。
　　(６)誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書。
　　(７)一般競争入札に際し不正をした者の入札書。
　　(８)入札書に必要な事項を記載しなかった者の入札書。
　　(９)一般競争入札に関する条件に違反した者の入札書。

　り指定金融機関に支払いいただきます。

　(１)運搬費用、登録費用、その他引渡しに係る費用等は全て落札者の負担となります。

　(１)落札者は、市が作成した売買契約書により契約を締結していただきます。
　(２)契約締結に要する費用は落札者の負担となります。
　(３)売買代金は、落札金額に消費税相当額(地方消費税含む)と自動車リサイクル預託金を加
　　　えた額となります。
　(４)売買契約の名義人は、一般競争入札参加申込書兼受付済証に記載された入札申込者名と
　　　なります。
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