
久留米市公告第８７号 
                                           

公有財産売却について、次のとおり一般競争入札を実施するので、地方自治法施行 
令第１６７条の６及び久留米市契約事務規則第４条の規定に基づき公告する。 

平成２１年 ７月２２日 
久留米市長 江藤守國 

１ 入札に付する公有財産物件 
  以下の物件を入札に付し売却する。 
（自動車６件） 
物件 
番号 

物 件 名 
（財産名称） 

初年度 
登 録 

排気量 
（ℓ） 

予定価格 
（円） 

入札保証金

(円) 
車１ スズキ『ワゴン R』軽乗用ＡＴ車－１ H８．12 月 0.65 ３,０００ ３００ 

車２ スズキ『ワゴン R』軽乗用ＡＴ車－２ H８．12 月 0.65 ３,０００   ３００ 

車３ 
トヨタ『カルディナバン』 
小型貨物ＡＴ車・スピーカー付 

H５．12 月 1.49 １０,０００ １,０００ 

車４ 
トヨタ『タウンエースワゴン』 
小型ワゴンＭＴ車・ガソリン車 

H２．12 月 1.81  ５,０００  ５００ 

車５ 
ニッサン『グロリアワゴン』 
小型ワゴンＡＴ車・ガソリン車 

H５．５月 1.99 ８,０００ ８００ 

車６ 
トヨタ『カローラバン』 
小型貨物ＡＴ車 

H10．11 月 1.33 １５,０００ １,５００ 

（厨房機器２０件－１） 
物件 
番号 

物 件 名 
（財産名称） 

物件の概要 予定価格 
（円） 

入札保 
証金（円） 

物１ スライサー野菜切機 
（取付可能ステンレス作業台付） 

日本調理機株式会社 

VA‐20 
 

３００ ３０ 

物２ ステンレス２層シンク（４蛇口付） W150×D75×H80 １,５００ １５０ 
物３ ステンレス１層シンク（２蛇口付） W150×D75×H80 １,０００ １００ 

物４ 
１層シンクステンレス作業台（２蛇

口付） 
W150×D90×H80 ２,０００ ２００ 

物５ 
ステンレス２層シンク（４蛇口付） Sunwave P‐2S‐126  

W120×D60×H80 
２,５００ ２５０ 

物６ ステンレス作業台 Ｗ１５０タイプ W150×D90×H80 １,５００ １５０ 
物７ ステンレス水切台 Ｗ１２０タイプ

（排水ホース付） 
W120×D75×H80 １,０００ １００ 

物８ ステンレス作業台 Ｗ７５タイプ W75×D75×H80 １,０００ １００ 
物９ ステンレス下げ台 Ｗ１８０タイプ W180×D90×H80 １,８００ １８０ 

 
 



（厨房機器２０件－２） 
物件 
番号 

物 件 名 
（財産名称） 

物件の概要 予定価格 
  （円） 

入札保 
証金（円） 

物 10 
ステンレス作業台 Ｗ３６０×Ｄ９

０タイプ（台下戸棚付） 
W360×D90×H80 ２,０００ ２００ 

物 11 
ステンレス作業台  Ｗ３６０×Ｄ

１５０タイプ（台下戸棚付） 
W360×D150×H80 ２,５００ ２５０ 

物 12 業務用ガステーブル 
（台下キャビネット付・６ガス口） 

日本調理機株式会社 

型不明 
W180×D90×H80 

１,０００ １００ 

物 13 
ティルティングパン 日本調理機株式会社 

 TLT‐G 
２,５００ ２５０ 

物 14 
キャスター付シンク（ステンレス作

業台２台付） 
W105×D73×H89 ５００ ５０ 

物 15 水圧洗米器  スギコ RWO‐38 １,０００ １００ 

物 16 
ステンレス製給食バットと天ぷらバ

ットセット 
給食バット４個（大小各

２個）、天ぷらバット２

個 

３００ ３０ 

物 17 ライスタンク W45×D60×H115 ４００ ４０ 

物 18 
台はかり 井内衡機株式会社 

 車付タイプ 
５００ ５０ 

物 19 

宅配用保温弁当箱と宅配用汁物容器

セット 
宅配用保温弁当箱 
３１０個、宅配用汁物容

器２５９個（専用の収納

箱付） 

１００ １０ 

物 20 ステンレス製食器カゴ 手付タイプ ４１個 ３００ ３０ 
※｢予定価格｣とは最低売却価格であり、この金額以上の入札額を有効とする。 
 
２ 入札の方式 

  ヤフー株式会社が運営するインターネット公有財産売却システム（以下｢ヤフー・オー

クション｣という。）を利用した一般競争入札を行う。 

（http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/） 

  なお、入札参加手続き等についてはヤフー・オークション久留米市公有財産売却ペー

ジ（以下｢ヤフー・オークション久留米市ページ｣という。）において公開する。 

（http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/k_fko_kurume_city） 

 

３ 入札に必要な各種様式及び売却物件に関する資料の配布 

  入札に必要な各種様式は、久留米市ホームページから入手できる。 

（ http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070sangyou/2010nyuusatsu/3080kouyuzaiba

ikyaku/2009-0628-1444-440.html） 

  また、売却物件の概要及び写真等は、ヤフー・オークション久留米市ページにおいて 



公開する。 

 

４ 入札参加資格 
 (1) 地方自治法施行令第１６７条の４第1項に規定する一般競争入札に参加させることが

できない者又は同条第２項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しない個

人又は法人であること。 

 (2) 久留米市が定める久留米市インターネット公有財産売却ガイドライン（以下｢久留米

市ガイドライン｣という。）およびヤフー株式会社が定めるヤフー・オークションに関

連する規約・ガイドラインの内容を承諾し、順守することができること。 

 (3) 公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資

格などを有していること。 

 (4) 暴力的行為を行う組織に属していないこと。 

 (5) 日本語を完全に理解できること。 

 (6) あらかじめ入札参加申込みの手続きを完了していること。 

  

５ 入札参加申込み及び入札保証金の納付 

  以下の（１）及び（２）の手続きを完了しない者は入札に参加できない。 

(1) 仮申込み 

    あらかじめ取得している Yahoo! JAPAN ID を使用してヤフー・オークション上で平

成２１年７月２２日（水）午後１時から８月１２日（水）午後２時までに手続きを

すること。 

 (2) 本申込み 

   ①方 法 公有財産売却一般競争入札参加申込書を持参又は郵送すること。 

   ②期 間 平成２１年７月２２日（水）から８月１２日（水） 

 午前８時３０分から午後５時１５分まで（※７月２２日は午後１時から） 

        ただし、持参の場合は土、日を除く。また、郵送の場合は普通郵便で８月

２２日（水）の消印有効とする。 

 (3) 入札保証金の納付 

  ① 入札に参加する者は、物件ごとに定められた入札保証金を納付する。入札保証金は、 

予定価格（最低売却価格）の１００分の１０以上の金額を定める。 

② 入札保証金は、クレジットカードによる納付のみで、上記(1)の仮申込みを行うと

きにカード情報を登録すること。 

③ 入札保証金は、落札者のものを除き入札期間終了後全額返還する。 

 

６ 下見会の開催 

(1) 下見会を行う場所及び日時 

物件番号 下見会を行う日時 下見会を行う場所 

（厨房機器） 

物１～物 20 

平成２１年７月２９日（水）

午後２時から午後５時まで 

久留米市田主丸町田主丸４５９－１１

久留米市田主丸総合支所別館 

（自動車） 

車１～車６ 

平成２１年８月 ３日（月）

午後２時から午後５時まで 

久留米市北野町中３２９８－２ 

久留米市北野総合支所駐車場 

（2）下見会において、公有財産の確認をしない場合はヤフー・オークション久留米市サ 



イトに掲載している物件の写真や情報などを承知したものとみなす。 

 

７ 入札期間及び方法 

（1）入札期間  平成２１年８月２６日（水）午後１時から９月２日（水）午後１時まで 

（2）入札方法  

① 上記５の(1)から(3)のすべての手続きを完了した者は、Yahoo! JAPAN ID で入札（入 

札金額をヤフー･オークション上に入力）すること。 

  ② 入札（入札金額の入力）は、一回のみとし、入札する者の都合による取消しや変更

はできない。 

 

８ 開札及び落札者の決定 

（1）平成２１年９月２日（水）午後１時以降にヤフー･オークション上で開札を行う。 

（2）物件ごとに予定価格（最低売却価格）以上でかつ最高価格である入札金額を売却決定 

金額とし、その入札金額で入札した者を落札者とする。 

（3）最高価格で入札した者が複数いる場合は、くじ（自動抽選）で落札者を決定する。 

（4）物件ごとに落札者の Yahoo! JAPAN ID 及び売却決定金額をヤフー・オークション上に

公開する。 

 

９ 契約保証金の納付 

落札者は、落札の決定後に契約保証金を納付する。契約保証金は、予定価格の１００ 

分の１０以上の金額とし、落札者の納付した入札保証金を充当依頼書に基づき、全額契

約保証金に充当する。 

 

10 契約の締結 

(1) 落札者は、平成２１年９月９日（水）午後５時までに売買契約書により契約を締結し 

なければならない。 

(2) 売買契約書の他に市町村が発行する身分証明書を提出しなければならない。 

 (3) 落札者が契約締結に至らない場合は、契約保証金は損害金として久留米市に帰属す

る。  

 

11 売却代金の納付 

(1)  契約を締結した者は、平成２１年９月１５日（火）午後２時までに久留米市が交付 

する納付通知書により当該契約に係る売却代金を納付し、領収書の写しを久留米市契

約監理室契約課に郵送またはファックスで送ること。 

 (2) 上記(1)の納付期限までに納付が確認できない場合は、契約保証金は損害金として久

留米市に帰属する。 

(3) 売却代金は、売却決定金額から契約保証金を差し引いた金額とする。   

 

12 物件の引渡し 

  売却代金の納付を確認した後、売却代金納付時の現状のまま売却物件を引渡す。 

  なお、引渡しに関する一切の費用は落札者の負担とする。 

 



13 入札の無効 

  入札参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

 

14 その他 

(1)入札参加者は、ヤフー・オークション久留米市ページ及び市ガイドライン等を確認し、

条項を遵守すること。 

(2)契約締結後に、久留米市の責に帰すことができない事由により滅失及び毀損等が生じ

た場合、久留米市に対して契約の解除及び売却代金の減額を請求することはできない。 

(3)この公告、市ガイドライン等に記載する事項及び下見会にて確認した売却物件と整合 

しない事柄を発見しても、それを理由として落札の無効、契約の解除及び売却代金の

減額を請求することはできない。また、久留米市は瑕疵担保責任を負わない。 

(4)契約締結後に、その契約に定める義務を履行しないときは、その損害に相当する金額 

を損害賠償として久留米市に支払わなければならない。 

    

 

   

 


