
大槌町告示第 66 号 

 

 町が所有する物品の売却について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行

令第 167 条の 6 第 1 項及び大槌町財務規則第 114 条第 1 項の規定により公告する。 

   

   平成 30 年３月 28 日 

                          大槌町長 平野 公三 

 

町有物品売却一般競争入札の公告 

１ 売却物品 

 

 

 

２ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  個人、法人を問わず参加することができる。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当

する者は、一般競争入札に参加する事ができない。 

物件番号 物　　品　　名 数量
最低売却価格

備考

1 コロナ RX-2911WY  自然通気型開放式石油ストーブ 2　台 4,710円
最低売却価格は1台あたりの価格
未使用品
動作未確認

2 ダイニチ　ＦＷ-327Ｓ　ブルーヒーター 2　台 3,000円
最低売却価格は1台あたりの価格
未使用品
動作未確認

3 グリーンウッド　ＧＫＰ-Ｐ243Ｎ　自然通気型開放式石油ストーブ 2　台 2,400円
最低売却価格は1台あたりの価格
未使用品
動作未確認

4 寝具（トゥルースリーパー）　※開封済 2　個 3,600円
最低売却価格は1個あたりの価格
開封済（保管時の損傷により）
カバー２種類付属

5 寝具（トゥルースリーパー） 8　個 7,200円
最低売却価格は1個あたりの価格
未使用品、カバー２種類付属

6 スズキ　レッツ４　スクーター（49ｃｃ） 1　台 21,000円 中古車（走行可能）

7 YAMAHA  PAS PZ26LS 電動自転車 1　台 9,000円
バッテリー付属（経年劣化の可能性あり）
バッテリー用充電器は付属しない
通電確認済み

8 YAMAHA  PAS PZ24LＴ 電動自転車 1　台 9,000円
バッテリー付属（経年劣化の可能性あり）
バッテリー用充電器は付属しない
通電確認済み

9
・スウィングパン（フライパン　28cm　蓋付き）
・ＢＲＩＴＡ　浄水ポット　2.0ℓ

3　組 1,350円

最低売却価格は1組あたりの価格
未使用品
※BRITA付属ｶｰﾄﾘｯｼﾞ経年劣化の可能性
あり

10
・ゆきひら鍋（18cm）
・ソースポッド（鍋）　※ＩＨ、ガスコンロ対応
・ＢＲＩＴＡ　浄水ポット　2.0ℓ

6　組 2,250円

最低売却価格は1組あたりの価格
未使用品
※BRITA付属ｶｰﾄﾘｯｼﾞ経年劣化の可能性
あり

11
・TESCOM　ジュースミキサー　TM836
・ＢＲＩＴＡ　浄水ポット　2.0ℓ

2　組 2,610円

最低売却価格は1組あたりの価格
未使用品
※BRITA付属ｶｰﾄﾘｯｼﾞ経年劣化の可能性
あり

12
・ダイキン　ハイブリッド加湿器　HD-500A
・ＢＲＩＴＡ　浄水ポット　2.0ℓ

1　組 3,210円

最低売却価格は1組あたりの価格
未使用品、通電確認
※BRITA付属ｶｰﾄﾘｯｼﾞ経年劣化の可能性
あり

13
・リビング扇風機　YUASA　YT-3003M（WH)
・ＢＲＩＴＡ　浄水ポット　2.0ℓ

10　組 810円

最低売却価格は1組あたりの価格
未使用品
※BRITA付属ｶｰﾄﾘｯｼﾞ経年劣化の可能性
あり



(１) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の４第

１項に該当する者 

(２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号)第２条第２

号から第６号に該当する者 

(３) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第８

条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体又は当該団体の役職員若しくは構成員 

(４) 町税の滞納がある者 

(５) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の３に規定された町の公有財産に関す

る事務に従事する本町職員 

(６) 施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当し、その事実があった日から３年

間を経過していない者、また、その者を代理人、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 

 (７)未成年者 

 

３ 一般競争入札参加申請手続 

(１) 参加申込期間 

 平成 30年 4月 5日(木)～平成 30年 4月 18日(水)(土曜、日曜、祝日を除く) 

   午前 9時から午後 5時まで 

(２) 提出場所 

大槌町役場 総務部 財政課 管財班 

(３) 提出書類 

① 入札参加申込書 

② 誓約書 

③ 外国人登録証明書(外国人の場合) 

※ 証明書類は、発行後３ヶ月以内のものを提出してください。 

 

４ 入札参加者の決定の通知 

  町長は、提出期間内に提出された入札参加申請書その他の提出書類を審査し、入札に参 

加する資格を有するか否かを決定する。 

参加資格を有しない者には、理由を附しその旨を平成 30 年 4 月 20 日(金)までに申請者 

に通知する。 

 

５ 物品の縦覧（現物確認） 

期間：平成 30 年 4 月 5 日（月）から平成 30 年 4 月 11 日（水） 

     午前９時から午後０時まで 

 

６ 入札及び開札の執行の場所及び日時 

 (１) 場所 上閉伊郡大槌町上町１番３号 大槌町役場３階大会議室 

 (２) 日時 平成 30 年 4 月 22 日(日) 午前 10 時から入札開始則開札。 



入札は物件番号①から順に行うものとする。 

 

７ 入札の無効事由 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

(１) 入札参加資格のない者がした入札、又はその権限を証する書面を提出せず、本町の確 

認を得ないで代理人がした入札 

(２) 最低売却価格に達しない金額での入札 

(３) 入札者の記名押印がない入札 

(４) 金額を訂正した入札 

(５) 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上の入札をしたときは、その全部の

入札 

(６) 入札者又はその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札 

(７) 他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者が入札したときは、その全部の入 

 札 

(８) 入札金額又は入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札 

(９) 入札に関し、不正な行為を行った者がした入札 

(10) 公告または普通財産売払入札心得書事項に違反した入札 

(11) 入札執行開始の時間までに入札執行の場所に到着しない者の入札 

(12) 郵便または電信による入札 

 

７ 落札者の決定及び取消 

落札者の決定は、次の方法により行う。 

(１) 最低売却価格以上の価格で入札した者のうち、最高の価格をもって入札した者を落札 

者とする。ただし、同一の売払いする物品が複数の場合、その数量に充るまで最高価格 

に一番近い金額で入札した者を落札者とする。 

また、同一物品に売払い数が複数ある場合、同一の入札者が複数分入札することを可 

としていることから、同一物品で、売払い数が複数の物品全てを落札する場合もありま

す。 

(２) 落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせて落札者を決定する。 

なお、入札者はこのくじ引きを辞退することができない。 

(３) 落札者がその権利を放棄した時、物品売買契約を締結しないとき、又は不正な行為が

あったときは、落札を取り消すものとする。 

(４) 落札を取り消された者は、落札した金額の 100 分の５に相当する額の違約金を支払 

 うものとする。 

 

８ 契約の締結 

(１) 落札者は、落札決定通知を受け取った日から 14 日以内に売買契約を締結しなければ 

ならない。 

 



９ 売買代金の納付  

落札者は、落札した物品に係る契約締結の日に、町の発行する納入通知書により売買代

金を納付しなければならない。 

なお、当該金額の納付は一括払いとする。 

 

10 契約内容の公表 

契約を締結したものについては、その契約内容（物品名、種別、数量、契約日、契約金額、

落札者等）を公表する場合がある。 

 

11 その他 

(１) 提出された入札参加申請書その他の提出書類及び入札書は、入札の参加の有無又は落 

札の有無に関係なく入札参加申請者及び入札参加者に返還しない。 

 (２) この公告に定めるもののほか、必要な事項は大槌町ホームページで公開している「物

品売払入札心得書」、「入札概要」の内容を遵守すること。 

 

12 問い合わせ先 

  岩手県上閉伊郡大槌町上町１番３号 

大槌町 総務部 財政課 管財班 

  電話 0193－42－8712 


