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 ≪入札公告≫ 
 

柏原市公告第１２号  

 市有財産の売払いについて、次のとおり一般競争入札を行うので、公告する。 

平成２９年９月４日  

 

柏原市長 冨 宅 正 浩  

 

１ 一般競争入札に付する事項  

(1) 以下の物件（以下「売払物件」という。）を入札に付し、売払う。  

（自動車） 

物件番号 財産名称 概要 予定価格

（円） 

入札保証金

（円） 

２９－１ トヨタ 

クラウン 

ロイヤルサルーン 

平成２３年式 

・車名：トヨタ 

・初年度登録年月：平成23年2月 

・型式：DBA-GRS200 

・車体の形状：箱型 

・総排気量：2.49Ｌ 

・走行距離：14,437km 

（平成29年9月3日現在） 

1,080,000 108,000 

  ※予定価格とは、あらかじめ柏原市が定めた最低売却価格をいう。 

  ※予定価格には、本体価格及びそれに係る消費税相当額、リサイクル預託金を含む。 

  ※下見会、給油等で走行距離が増加する場合がある。 

 

２ 一般競争入札に参加する者に関する事項  

次の事項に該当する者は、入札に参加することができない。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は同条第２項各号

に該当すると認められる者 

(2)  柏原市暴力団排除条例(平成２５年柏原市条例第２７号)第２条第６号、第７号若しくは第

８号に規定する者 

(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５

条第１項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員となってい

る者 

(4) 前記（2）及び（3）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 

(5) 日本語を完全に理解できない者 

(6) 柏原市が定めるガイドライン（以下「本ガイドライン」という。）及びヤフー株式会社が

定めるYahoo!オークションに関する規約及びガイドラインの内容を承諾せず、順守できない
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者 

(7) 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

を有していない者 

(8) 日本国内に住所及び連絡先がない者 

(9)  参加仮申し込みの時点で20歳未満の者 

 

３ 一般競争入札の参加申し込み等に関する事項 

(1) 参加仮申し込み 

入札に参加しようとする者は、平成２９年９月４日(月)１３時から平成２９年９月２１日

(木)１４時までに、ヤフー株式会社の提供するインターネット公有財産売却システム（以下

「公有財産売却システム」という。）の画面上で参加仮申し込み等一連の手続きを行うこ

と。 

(2) 参加申し込み（本申し込み） 

仮申し込み手続きを完了した後、柏原市ウェブサイトから「入札参加本申し込み提出書類

確認票（様式第1号）」、「公有財産売却一般競争入札参加申込書（様式第2号）（以下「申

込書」という。）」及び「暴力団排除に関する誓約書（様式第3号）」をダウンロードし、

必要事項を記入･押印後、住民票抄本の写し（参加者が法人の場合は、履歴事項全部証明書

の写し）及び印鑑登録証明書（いずれも平成２９年６月４日以降に発行されたもの）を添付

の上、平成２９年９月２６日(火)１７時までに提出すること。 

なお、法人の代表者が従業員に入札手続きを委任する場合等、申込者が入札の手続きを行

わない場合は「委任状（入札参加申し込み時）（様式第4号）」が必要となる。柏原市ウェ

ブサイトからダウンロードし、必要事項を記入･押印し、他の書類とともに提出すること。 

ア．持参する場合 

  受付場所 柏原市 財務部 契約検査課 

      （柏原市役所本館2階 所在地：大阪府柏原市安堂町１番５５号） 

  受付時間 ９時から１７時まで（土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

イ．郵送する場合   

  宛先 〒５８２-８５５５ 大阪府柏原市安堂町１番５５号 

               柏原市 財務部 契約検査課 

  ※平成２９年９月２６日（火）当日消印有効。 

  （提出期限間際での、料金後納、料金別納等の消印が押印されない郵送方法は行わない

こと（消印の取り扱いについては、郵便局にて確認すること）。） 

  ※不着などのトラブル防止のため、一般書留郵便又は簡易書留郵便による送付を推奨し

ます。 

 

４ 売払物件の下見会 

売払物件の下見会参加希望者は、事前に下記連絡先へ電話にて予約すること。 

 ●物件番号 ２９－１ 
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 (1) 下見会日時  平成２９年９月１３日（水） １４時から１６時まで 

(2) 場所     大阪府柏原市安堂町１番５５号 柏原市役所別館横駐車場 

(3) 予約期限及び連絡先 

平成２９年９月１１日（月）までに下記連絡先へ電話にて予約すること。 

                  柏原市 総務部 総務課（車両運行担当） 

                電話番号 ０７２－９７１－２２６３ 

         （９時から１７時まで（土曜日、日曜日、祝日を除く。）） 

(4) 注意事項 

 ① 下見会当日のみ、売払物件の内装及び外観を目視により確認することができる。 

 ② 下見会では、下見会参加者による売払物件の試運転はできない。なお、担当職員におい

ても試運転は行わない。 

③ 下見会で売払物件を確認しなくても入札に参加できるが、売払物件に関するすべての事

項を了承されているとみなす。 

④ 下見会の急遽の参加はできません。 

 

５ 一般競争入札等の場所及び期間 

(1) 場所   公有財産売却システム上 

(2) 入札期間 平成２９年１０月 ５日（木）１３時から 

        平成２９年１０月１２日（木）１３時まで 

(3) 開札期間 平成２９年１０月１２日（木）１３時から 

 

６ 入札の方法 

(1) 公有財産売却システム上で入札価格を登録する。なお、この登録は、一度しか行うことが

できない。 

(2) 郵送又は持参による入札書の提出は認めない。 

 

７ 入札保証金に関する事項 

   入札に参加しようとする者は、「３ 一般競争入札の参加申込み等に関する事項」の手続

きとともに物件番号ごとに定められた入札保証金を指定された納付方法により納付するこ

と。 

(1) 入札保証金の納付は、クレジットカードによる納付のみとする。参加仮申し込みの際に入

札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付すること。 

(2)  落札者が納付した入札保証金は、本人の申し出により契約保証金に充当することができ 

る。 

(3)  落札者以外の者には、クレジットカードからの入札保証金の引落しを行わない。ただし、 

クレジットカードの種類によっては、引落時期の関係上、一旦実際に入札保証金の引落し 

を行い、翌月以降に返還を行う場合がある。 

(4)  落札者が、柏原市が定める契約締結期限までに契約を締結しない場合は、その落札を無効 
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  とし、入札保証金は柏原市に帰属する。 

(5) 入札保証金には、利息を付さない。 

 

８ 落札者の決定の方法 

   入札期間終了後、柏原市は開札を行い、売却区分（公有財産売却の財産の出品区分）ごと

に、公有財産売却システム上の入札において、入札価格が予定価格（最低落札価格）以上で

かつ最高価格である入札者を落札者として決定とする。ただし、最高価格での入札者が複数

存在する場合は、くじ（自動抽選）で落札者を決定する。 

 

９ 入札の無効 

    本公告並びに本ガイドラインに示した入札参加資格のない者及び入札参加資格の確認につ

いて、虚偽の申請を行った者のした入札は無効とする。 

  

10 契約の締結 

   柏原市より「市有財産売買契約書」２部及び「契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼

書（様式第5号）」を送付するので、落札者は必要事項を記入、押印の上、契約締結期限の

平成２９年１０月１９日（木）１７時までに柏原市財務部契約検査課に直接持参又は郵送

（一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。契約締結期限必着。）すること。契約の締結後

「市有財産売買契約書」は１部を落札者に送付し、１部を柏原市が保管する。なお、収入

印紙が必要な場合は落札者の負担とする。 

ア．持参する場合 

  受付場所 柏原市 財務部 契約検査課 

      （柏原市役所本館2階 所在地：大阪府柏原市安堂町１番５５号） 

  受付時間 ９時から１７時まで（土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

イ．郵送する場合   

  宛先 〒５８２-８５５５ 大阪府柏原市安堂町１番５５号 

                  柏原市 財務部 契約検査課 

 

11 契約保証金 

(1) 落札者は、契約の締結に際して契約保証金を納付する。契約保証金は、入札保証金と同額 

    とする。 

(2) 落札者の納付した入札保証金は、落札者からの「契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依

頼書（様式第5号）」に基づき、全額を契約保証金に充当することができる。 

(3) 契約保証金には、利息を付さない。 

 

12 売払代金の納付 

(1) 売払代金は落札金額とし、契約を締結した者は、柏原市が発行する納付書により売払代金

を、平成２９年１０月２６日（木）１４時３０分までに納付及び柏原市が納付を確認できる
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よう、領収書の写しを下記へ持参又はＦＡＸ等により送信しなければいけない。 

ア．持参する場合 

  受付場所 柏原市 財務部 契約検査課 

      （柏原市役所本館2階 所在地：大阪府柏原市安堂町１番５５号） 

イ．ＦＡＸ送信の場合 

  ＦＡＸ送信先 柏原市 財務部 契約検査課 

         ＦＡＸ番号 ０７２－９７１－２５３０ 

(2) 納付期限までに売払代金が納付されない場合は、その契約を無効とし、契約保証金は柏原

市に帰属する。この場合、契約保証金は返還しない。 

(3) 落札者の納付した契約保証金は、落札者からの「契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依

頼書（様式第5号）」に基づき、全額を売払代金の一部に充当することができる。 

 

13  所有権の移転及び名義変更 

(1) 売払物件の所有権は落札者が売払代金を完納した時に移転する。 

(2) 所有権の移転後、速やかに柏原市総務部総務課へ「市有財産（自動車）移転登録書類請求

書（様式第6号）」を提出すること。当該自動車は、一時抹消登録して引渡しする。名義変更

に必要な書類一式が柏原市より送付されたら、速やかに売払物件及び自動車損害賠償責任保

険証明書の名義を落札者に変更し、自動車検査証及び自動車損害賠償責任保険証明書の写し

を柏原市総務部総務課へ提出すること。また、名義変更に伴う諸費用（登録手数料、自動車

取得税等）は全て落札者の負担とする。 

(3) ETC車載器の名義変更等に伴う再セットアップを速やかに落札者の負担で行い、ETC車載器

セットアップ証明書の写しを柏原市総務部総務課に提出すること。 

(4) 譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人とし、登録手続き等をしないまま保管

しないこと。 

(5) 落札者は、落札物件の移転登録前に、その物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡する

ことはできない。 

(6) 売払物件の売払代金完納後の引渡しに要する費用、所有権移転又は車検及び登録手続き等

に要する諸費用及び公租公課等、本契約の締結及び履行に関しての一切の費用は落札者の負

担とする。 

 

14 売払物件の引渡し 

(1)  引渡しは落札者の本人確認のため、住所、氏名が明記され本人の写真が添付されている運

転免許証、パスポート、個人番号カードなどの公的書類及び実印を持参すること。 

(2)  落札者が法人で引渡しを法人の代表者が受ける場合は、代表者本人の運転免許証、パス 

  ポート、個人番号カードなどの住所、氏名が明記され本人の写真が添付されている公的書類 

  及び実印を持参すること。 

(3) 法人の代表者以外または代理人が引渡しを受ける場合には、代理権限を証する「委任状（引

渡し時）（様式第 7 号）」と、代理人の運転免許証、パスポート、個人番号カードなどの住所、
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氏名が明記され代理人の写真が添付されている公的書類及び認印を持参すること。 

(4)  引渡し時に、自動車臨時運行許可申請（仮ナンバープレート）を行う場合は、事前に自動

車損害賠償責任保険証明書の名義を落札者に変更しなければならない。 

(5) 引渡し後、「市有財産（自動車）受領書（様式第 8号）」を柏原市総務部総務課へ提出するこ

と。 

(6) 売払物件は、売払代金の納付が完了した後に、現状のまま引渡すものとする。 

(7) 落札者は、自動車の引渡しを受けた後、車体文字がある場合は消去し、消去後速やかに写

真を柏原市総務部総務課に提出すること。 

(8) 引渡し後に発生した不具合、故障及び発見された傷等については、柏原市は一切の責任を負

わないものとする。 

 

15 質問と回答 

(1) 質問については、電子メールで受付けを行う。質問事項、住所、氏名、電話番号（携帯番号）

を電子メールに記載し、下記メールアドレスに送信すること。 

  メールアドレス  nyusatsu@city.kashiwara.osaka.jp 

(2) 回答については、柏原市ウェブサイトにて随時回答する（質問者の氏名等、個人情報は記載

いたしません）。 

 

16  その他 

(1) 当該公告文記載内容その他の事項については、本ガイドラインに基づくものとする。 

(2) 柏原市は、売払物件の瑕疵担保責任は一切負わない。 

(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  名称    柏原市 財務部 契約検査課 

  所在地   〒５８２－８５５５ 大阪府柏原市安堂町１番５５号 

  電話番号  ０７２－９７２－１７３０ 

   メールアドレス  nyusatsu@city.kashiwara.osaka.jp 

(4) 契約書作成の要否  要 


