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上告示第４０号 

入 札 公 告 

 

 物品の売払いに係る入札を行いますので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

４条の規定により次のとおり公告します。 

 

 令和３年１１月８日 

上北山村長 山 室  潔  

 

１ 件名 業務番号 第 20 号 上北山村公用車売払い 

 

２ 売払い物品名及び仕様等 

 ⑴ 物品名 トヨタ（RAV４） 

 ⑵ 仕様等 

車名 トヨタ 

初年度登録年月 平成１６年１２月 

乗車定員 ５人 

車体の形状 ステーションワゴン 

車台番号 ＡＣＡ２１－５００４２７５ 

型式 ＣＢＡ－ＡＣＡ２１Ｗ 

原動機の型式 １ＡＺ 

車両重量 １，３５０ｋｇ（車両総重量１，６２５ｋｇ） 

寸法 長さ４１５ｃｍ・幅１７３ｃｍ・高さ１６９ｃｍ 

総排気量又は定格出力 １．９９Ｌ 

燃料の種類 ガソリン 

走行距離 １８８，４２２ｋｍ（令和 3 年 10 月 29 日現在） 

附属装置等 ノーマルタイヤ（アルミホイール付き）、ヒッチメンバ

ー、ベースキャリア 

車検 令和３年１２月２４日まで 

引き渡し条件等 ・いかなる場合でも、引き渡し後の返金・返品・交換は

行わない。 

・上北山村は瑕疵担保責任を負わない。 

・登録手続き、権利移転手続き、移送の手配及び費用は

落札者で負担すること。 

・車両の状況等は入札車両公開期間に実車を確認するこ

と。 
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・走行距離は使用により増える場合がある。 

※車両は現状による引き渡しとなりますので、乗車開始にあたっては事前に必要な準備を

行い、十分に安全を確認してください。 

 

３ 入札参加資格 

 本業務の入札に参加できるものは、次に掲げる要件を満たすものとする。 

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。 

②上北山村暴力団排除条例（平成２４年上北山村条例第６号）第２条第１号又は同条第

３号に規定する者でないこと。 

③本公告時点において、村内に住民基本台帳登録されている者。 

④村民税、固定資産税、国民健康保険税、水道料金等の上北山村に対する諸納付金を滞

納していない者。 

⑤入札参加資格の確認を受けた者。 

 

４ 入札参加資格の確認 

 入札の参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書を下記の期間中に下記まで提出

し入札参加資格があることの確認を受けなければならない。 

 ⑴ 提出期限 令和３年１１月２４日（水）午後５時必着   

 ⑵ 提 出 先 〒６３９－３７０１ 

        奈良県吉野郡上北山村河合３３０番地 

          上北山村 企画政策課 宛 

        ※一般書留、簡易書留または特定記録郵便にて郵送すること。 

         提出先への持参も可とする。 

 ⑶ 入札参加資格確認書類  

ア 入札参加資格確認申請書（様式１） 

イ 住所が確認できる書類（運転免許証・健康保険証の写し 等）    

※入札参加資格確認結果については令和３年１１月２６日（金）（予定）に郵送又は

FAX にて通知する。 

⑷ 提出部数 １部 

 

５ 入札手続きに関する事項 

 ⑴ 入札説明書の配布 

  ①期間 令和３年１１月８日（月）～令和３年１１月２４日（水） 

  ②場所 上北山村役場企画政策課又は上北山村ホームページ上 

 ⑵ 入札物件の公開 

  ①期間 令和３年１１月８日（月）～令和３年１１月２４日（水） 
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      午前９時～午後５時まで（土・日・祝日除く） 

  ②公開の場所 上北山村役場駐車場 

  ③申込 物件の公開は予約制となります。確認の際には、その予定日時を上北山村企

画政策課へ事前に連絡ください。 

   ※車両を運転することはできません。 

   ※確認をしなくても入札はできますが、物件に関するすべての事項を了承してい

るとみなします。 

 

 ６ 入札方法等に関する事項 

  ⑴ 郵便入札 

    提出期限 令和３年１２月３日（金）午後５時必着 

    提 出 先 〒６３９－３７０１ 

         奈良県吉野郡上北山村河合３３０番地 

          上北山村 企画政策課 宛 

    ※一般書留、簡易書留または特定記録郵便にて郵送すること。 

     提出先への持参も可とする。（持参の場合は午前９時から午後５時まで受付） 

  ⑵ 入札書の記載 

    入札は、総計金額で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

  ⑶ 入札保証金 

    免除する。 

  ⑷ 契約保証金 

    免除する。 

  ⑸ 入札の無効 

    「３ 入札参加資格」に定める入札に参加する資格のない者のした入札、入札参

加資格確認資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札者心得に違反した入札は

無効とする。 

 

 ７ 開札の日時、場所 

  ⑴ 日時 令和３年１２月６日（月）午前９時（予定）から 

  ⑵ 場所 上北山村役場２階会議室 

  ⑶ 方法 入札の開札は、公告等に記載した日時及び場所において、入札参加者又は
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入札事務に関係のない職員の立ち会いにより執行する。 

また、開札の結果、落札者となるべき価格で入札をした者が２人以上ある

ときは、開札立会人にくじを引かせて落札者を決定する。 

 

 ８ 結果の通知 

  令和３年１２月６日（月）（予定） 

 

９ 問合せ先 

  この入札に係る不明な点については、上北山村 企画政策課まで問合せください。 

  〒６３９－３７０１ 

  奈良県吉野郡上北山村大字河合３３０番地 

  上北山村 企画政策課 

  ＴＥＬ ０７４６８－２－０００２ 

  ＦＡＸ ０７４６８－３－０２６５ 



 

 

 

 

 

入札説明書 
 

 

 

上北⼭村公⽤⾞売払い 

 

 

 

 

 

令和３年 １１月 

上北⼭村 企画政策課 

 

 



入 札 説 明 書 

 

 上北⼭村公⽤⾞の売払いに係る入札公告に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この

入札説明書によるものとする。 

 入札に参加する者は、下記の事項を熟知の上、入札しなければならない。 

 

１．件名 業務番号 第 20 号 上北⼭村公⽤⾞売払い 

 

２.  売払い物品名及び仕様等 

 ⑴ 物品名 トヨタ（RAV４） 
 ⑵ 仕様等 
⾞名 トヨタ 
初年度登録年月 平成１６年１２月 
乗⾞定員 ５人 
⾞体の形状 ステーションワゴン 
⾞台番号 ＡＣＡ２１－５００４２７５ 
型式 ＣＢＡ－ＡＣＡ２１Ｗ 
原動機の型式 １ＡＺ 
⾞両重量 １，３５０ｋｇ（⾞両総重量１，６２５ｋｇ） 
寸法 ⻑さ４１５ｃｍ・幅１７３ｃｍ・高さ１６９ｃｍ 
総排気量⼜は定格出⼒ １．９９Ｌ 
燃料の種類 ガソリン 
⾛⾏距離 １８８，４２２ｋｍ（令和 3 年 10 月 29 日現在） 
附属装置等 ノーマルタイヤ（アルミホイール付き）、ヒッチメンバー、ベースキャリア 
⾞検 令和３年１２月２４日まで 
引き渡し条件等 ・いかなる場合でも、引き渡し後の返⾦・返品・交換は⾏わない。 

・上北⼭村は瑕疵担保責任を負わない。 
・登録手続き、権利移転手続き、移送の手配及び費⽤は落札者で
負担すること。 
・⾞両の状況等は入札⾞両公開期間に実⾞を確認すること。 
・⾛⾏距離は使⽤により増える場合がある。 



※⾞両は現状による引き渡しとなるので、乗⾞開始にあたっては事前に必要な準備を⾏い、十分に安全を確
認すること。 
 

３. 入札参加資格 

本業務の入札に参加できるものは、次に掲げる要件を満たすものとする。 
①地⽅⾃治法施⾏令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。 
②上北⼭村暴⼒団排除条例（平成２４年上北⼭村条例第６号）第２条第１号⼜は同条

第３号に規定する者でないこと。 
③本公告時点において、村内に住⺠基本台帳登録されている者。 
④村⺠税、固定資産税、国⺠健康保険税、⽔道料⾦等の上北⼭村に対する諸納付⾦を滞納

していない者。 
⑤入札参加資格の確認を受けた者。 
 

４．入札参加資格の確認 

入札の参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書を下記の期間中に下記まで提出し入札

参加資格があることの確認を受けなければならない。 

なお、期限までに入札参加資格確認申請書を提出しない者、並びに参加資格がないと認められた

者は本入札に参加できないものとする。 

①提出期限  令和３年１１月２４日（⽔）午後５時 必着  

②提 出 先  〒６３９－３７０１ 

奈良県吉野郡上北⼭村河合３３０番地 

上北⼭村 企画政策課 宛 

③提出部数  １部 

④提出⽅法  持参または郵送 

※郵送の場合、⼀般書留、簡易書留または特定記録郵便にて郵送すること。 

⑤入札参加資格確認書類 

ア 入札参加資格確認申請書（様式１） 

イ 住所が確認できる書類（運転免許証・健康保険証の写し 等） 

※上記様式は上北⼭村ホームページからダウンロードすること。 
 

５. 入札物件の公開 



①期間  令和３年１１月８日（月）〜令和 3 年１１月２４日（⽔）  
午前 9 時〜午後 5 時 

②場所  上北⼭村役場 
③申込  物件の公開は予約制となります。確認の際には、その予定日時を上北⼭村企画政策

課まで事前に連絡すること 
    ※⾞両を運転することはできません。 

※確認をしなくても入札はできますが、物件に関するすべての事項を了承しているとみなします。 

６. 入札手続きに関する事項 

①入札⽅法   郵便入札（⼀般書留、簡易書留または特定記録郵便のいずれか） 
提出先への持参も可とする。（持参の場合は午前９時から午後５時まで受付） 

②提出期限   令和３年１２月３日（⾦）午後５時 必着 
提出先  〒639-3701 

奈良県吉野郡上北⼭村河合 330 番地 
上北⼭村 企画政策課 宛 

③入札書    入札書（様式２ 上北⼭村ホームページからダウンロードすること） 
入札書は、総計⾦額で⾏う。落札決定に当たっては、入札書に記載された⾦額
に当該⾦額の 100 分の 10 に相当する額を加算した⾦額（当該⾦額に 1 円未
満の端数があるときは、その端数⾦額を切り捨てた⾦額）をもって落札価格とする
ので、入札者は、消費税および地⽅消費税に係る課税事業者であるか免税事業
者であるかを問わず、⾒積もった⾦額の 110 分の 100 に相当する⾦額を入札書
に記載すること。 

④入札保証⾦  免除する。 
⑤契約保証⾦  免除する。 
⑥入札⽤封筒  指定様式のとおり（様式３ 上北⼭村ホームページ参照） 
⑦開札日時   令和３年１２月６日（月）午前９時００分から（予定） 
⑧開札場所   上北⼭村役場２階会議室 
⑨落札者の決定⽅法 最高価格をもって有効な入札を⾏ったものを 

落札者とする。 
⑩入札の無効  ３．に示した入札に参加する資格のない者のした入札、入札参加資格確認資

料等に虚偽の記載をした者の入札および入札者心得に違反した入札は無効と
する。 

⑪⽅法      入札の開札は、公告等に記載した日時及び場所において、入札参加者⼜は入
札事務に関係のない職員の⽴ち会いにより執⾏する。 
また、開札の結果、落札者となるべき価格で入札をした者が２人以上あるときは、
開札⽴会人にくじを引かせて落札者を決定する。 



⑫結果通知   令和３年１２月６日（月）（予定） 
 

７. 契約及び売払い代⾦について 

落札者は、令和 3 年１２月９日（木）までに契約を締結し、令和 3 年１２月１５日（⽔）
までに上北⼭村が発⾏する納付書により売払い代⾦を納付すること。 

 

８．物品の引渡し 

①物品の引渡しは、売払代⾦納付後、所有者の名義変更等の手続き完了を確認した後とする。ま
た、名義変更等の手続きは落札者が⾏い、完了後に証明書等の写しを提出すること。 

②物品の引渡しは、令和３年１２月２０日（月）までにすること。 
③物品の引渡し場所は、上北⼭村役場駐⾞場とする。 
④物品の落札者への引渡し⽅法は、現状渡しとし、引渡し後の不調や故障についての保証は⼀切

⾏わない。 
 

９.問い合わせ先 

奈良県吉野郡上北⼭村河合 330 番地 
上北⼭村 企画政策課 
電話 07468-2-0001 
FAX 07468-3-0265 
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