
  

 

町有財産売却 

一般競争入札説明書 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有田町役場財政課 

〒849-4192 

佐賀県西松浦郡有田町立部乙 2202 番地 

ＴＥＬ 0955-46-2003    

 

 



 これは、今般執行する一般競争入札（車両売払い）に関する説明です。次の条項をよ

く読み入札書及び必要書類を提出してください。 

なお、このほかの事項については、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治

法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）、有田町財務規則（平成 18 年有田町規則第 50 号）

等の規定によります。 

 

１ 事業名  令和 3年度 有田町マイクロバス売払い 

 

２ 物件の詳細 

 

物件 

番号 
種類 名称/型式 

初年度登録 

/購入年 

排気量/ 

走行距離 

最 低 価 格

（円） 
備考 

①  
マイクロ

バス 

トヨタ  

コースター

/U-HDB51 

平成 7年 3月 
4.16L/ 

223,613km 

400,000 円

（税抜） 

次回車検：

令和 4 年 3

月 15 日 

※走行距離は令和 3年 11 月 10 日現在。売却時までに変動する場合があります。  

 

３ 参加申込書、入札書等の提出について 

（１） 参加申込書について 

 ①提出期限 令和 3年 12 月 9 日（木）17 時まで 

②提出先  有田町財政課 （担当：中尾・讃井） 

        住所：佐賀県西松浦郡有田町立部乙 2202 番地 

        TEL：0955-46-2003 

        FAX：0955-46-2100 

        E-mail：zaisei@town.arita.lg.jp 

  ③提出方法 郵送又は持参 

  ④提出物  1.参加申込書 

2.暴力団等の排除に関する誓約書 

3.市町村民税に滞納がない証明書（所在地の市町村の様式で可） 

※2.及び 3.については、令和 3・4年度有田町一般（指名）競争入札参

加資格申請書を提出し、登録を受けた法人である場合は不要。 

（２）物件の下見について 

   物件の下見を希望する方は、令和 3 年 12 月 6 日（月）17 時までに有田町財政課

にご連絡ください。日程調整後、下見の実施日をお伝えします。 

（３）入札会について 

  ①日時   令和 3 年 12 月 20 日（月）10 時 

②場所   有田町役場 3階 第 4・5 会議室 



        住所：佐賀県西松浦郡有田町立部乙 2202 番地 

③入札方法 直接入札 

④提出物  1.入札書 

2.誓約書 

3.委任状（代理人が入札に参加する場合） 

4.入札保証金 

  ⑤その他  1.入札金額はアラビア数字を用い、金額の頭には「￥」を記入してく

ださい。 

        2.入札金額は、消費税及び地方消費税額を含む額（契約予定額）とし

てください。 

（４）入札保証金について 

  ①納付方法 入札当日の受付時に納付してください。 

  ②納付金額 入札予定金額の 5/100 以上。入札後に、入札保証金額が入札金額の

5/100 に満たないことが判明した場合は、失格となります。 

  ③返還   落札者以外は入札執行後に利息は付さずに返還します。落札者につい

ては、契約金額に充当します。落札者が、契約締結期限までに契約を

締結しない場合又は落札後に参加資格を満たしていないことが判明

し、失格となった場合は入札保証金は返還しません。 

（５）入札会の参加資格  

次の事項に該当する方は、入札会に参加をすることができません。また、町有財

産を売却する際の申請資格として、申請者が暴力団関係者ではないことを伊万里警

察署に照会、確認をすることとしておりますので、ご承知ください。 

① 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者 

② 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項各号の規定に該当する者で、その事実が

あった後 2年を経過していない者 

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

条第 2号に規定する暴力団及び個人または法人の役員等が「同法第 2 条第 6号

に規定する暴力団員。また、個人または法人の役員等が暴力団員でなくなった

日から 5 年を経過しない者 

④ 当該物件を暴力団の用に供しようとする者 

⑤ 次のいずれかに該当する者  

1.暴力団員がその経営に実質的に関与している者 

2.自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加え

る目的をもって暴力団を利用するなどしている者  

3.暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者  

4.暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 



5.暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者 

⑥ 前記③から⑤に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 

※ 契約締結後に、契約者が上記①から⑥に該当することが判明した場合は、当該

契約は無効となります。 

⑦ 納付すべき市町村民税等の滞納がある者 

⑧ 参加申込書を所定に日時までに提出しない者 

（６）入札書提出の無効 

次の事項のいずれかに該当する入札書は、無効とします。 

①入札書の金額が訂正されているとき。 

②入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。 

③入札書に記名及び押印がないとき。 

④同一人が二通以上の入札書を提出したとき。 

⑤鉛筆、シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したと

き。 

⑥代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。 

⑦入札保証金の額が入札金額の 5/100 に満たないとき。 

⑧前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。 

（７）開札 

  開札は、３（３）に記載の日時、場所において入札者立会いのもとで行います。 

（８）落札者 

①落札者は、最低価格以上の価格のうち、最高の価格を以て入札書を提出した者と

します。なお、予定価格につきましては、「２ 物件の詳細」に記載の最低価格を

予定価格とします。なお、落札者が決定した後に参加資格を満たしていないこと

が判明した場合は失格となり、次点者が落札者となります。 

②落札者となるべき同価の入札書を提出した者が 2人以上あるときは、直ちにくじ

を引かせて落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があると

きは、これに代えて当該事務に関係のない有田町職員にくじを引かせることとし

ます。 

（９）再度の入札 

再度の入札につきましては、最低落札価格（予定価格）を公表しているため実施

しません。 

（10）当該町有財産の売払いに係る事務の中止 

不正な入札書の提出が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他

入札書の提出が困難な特別の事情が生じたときは、当該町有財産の売払いに係る事

務を中止又は延期することがあります。 

 

 



４ 契約 

（１）契約の締結 

落札者は、落札者決定後、有田町長 松尾佳昭を売払人とする契約を締結してい

ただきます。契約金額は、入札書の金額欄に記載された価格とします。具体的な方

法につきましては、追ってお知らせいたします。 

（２）契約の確定 

契約は、有田町が落札者とともに物品売買契約書に記名押印し、売買代金の支払

い後に確定します。 

（３）契約保証金 

有田町財務規則第 109 条第 2項第 5 号の規定により免除 

（４）売買代金の納付  

売買代金の納付は契約締結日までに、金額全額（ただし、入札保証金の納付があ

る場合は、入札保証金額を差し引いた額）を有田町が発行する納入通知書により納

付してください｡なお、代金納付にかかる費用は落札者の負担となります｡ 

 

５ 契約費用及び公租公課費等 

（１）車両登録及び引渡し 

①売払物品は、所有者変更手続を終えたときに引渡します。引渡場所は有田町役場

本庁駐車場とし、日時は別途調整します。 

②売払物品の代金完納後の引渡しに要する費用、車検及び所有権移転に要する諸費

用、公租公課等は、落札者の負担とします。 

③引渡しまでに所有者変更記録の記載がなされた一時抹消登録証明書の写しを有

田町総務課に提出することが引渡しの要件となります。所有者変更等の手続につ

いては、買受人において陸運局等にお問合せください。 

④引渡し場所からの移動等は、搬送の費用の負担を含め、全て落札者の責任で行っ

てください。 

（２）落札者を義務者として課される公租公課は、落札者の負担となります。 

（３）その他契約に要する費用が生じた場合は、落札者の負担となります。 

 

６ 契約に係る特約事項 

（１）売却条件 

①公序良俗に反する使用等の禁止  

1.暴力団事務所の利用等の禁止 

買受人は、売買契約締結の日から 10 年間、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号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき

公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の使用

又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを



知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物品を第三者に貸してはなりま

せん。 

2.風俗営業等の禁止  

買受人は、売買契約締結の日から 10 年間、売買物品を風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第 2 条第 1 項に規

定する風俗営業、同条第 5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類

する業の用 に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を

第三者に移転し又は売買物品を第三者に貸してはなりません。 

②実地調査等  

1.町は、上記①1.及び 2.の履行状況を把握し、条件違反を未然に防止するため、

必要があると認めるときには、実地調査を実施し、又は報告若しくは資料の提

出を求めることができます。  

2.買受人は、正当な理由なく上記②1.に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌

避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはなりません。 

（２）契約の解除 

①買受人が売買契約書の各条項に違反したとき、又は契約に定められた義務を履行

しないときは、町は契約を解除し売払物品を買戻しすることができます。この場

合、利息を付すことなく契約金額で買戻すものとします。なお、この金額には買

受人が投下した一切の費用は含みません。 

②上記により契約が解除されたときは、買受人は、町の指示する期間内に自己の費

用で物品を原状に回復して町に引き渡さなければなりません。 

（３）契約不適合責任 

物件の状況等については、職員の目視・操作等により確認できた事項のみであ

り、正確な内容を保証するものではなく、また車両状況の全てを確認しておりま

せん。当該物件を現状有姿のまま売渡すため、物件が種類又は品質に関して契約

に適合しないものであっても、これを理由に履行の追完、代金減額、契約の解除

又は損害賠償請求をすることができないものとします。落札後使用を予定してい

る方は、ご理解のうえ入札書の提出に参加してください。 

 

７ その他 

（１）車両の動作状況、車両に残される装備品及び付属品について、性能の保証はでき

ません。 

（２）売払物品に「有田町」等の文字が入っている場合は、物品引渡後に文字を完全に

消し、その後写真等を提出してください。 

（３）入札及び契約に使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨とします。 

（４）書類作成、代金納付等の本入札参加に係る一切の費用は、入札参加者の負担とし

ます。 


