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※午前１１時００分より公売財産の下見ができます。また、午後１時５０分より公売についての説明を行います。

※本誌に掲載されている公売財産は、公売を中止する場合がありますので、事前に中止の有無をお問い合わせください。

２８，０００円
（　　　　　　０円）

車両
（スズキ　キャリー）

買受人資格その他要件 国税徴収法第９２条及び第１０８条

《公売財産一覧》

《うるま市では下記の方法・日程で動産公売を実施します》

公売の方法 期日競り売り

公売場所および売却決定の場所

参加申込受付の日時 平成２９年１１月２日（木）午後１時００分～午後１時４０分

うるま市役所本庁舎東棟　３階　防災会議室

公売開始の日時 平成２９年１１月２日（木）午後２時００分

売却決定日時 最高価申込者の決定と同時に行う

買受代金納付期限 平成２９年１１月２日（木）　午後３時００分

売却区分番号
見積価格

（公売保証金）
財産種別 公売財産の表示 その他の車両の状況等

２９う－２－２

２９う－２－３

７８，０００円
（　　　　　　０円）

１２０，０００円
（　　　　　　０円）

車両
（ダイハツ　アトレーワゴン）

車両
（ダイハツ　ムーヴ）

２９う－２－１

別紙のとおり
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公売のしおり  

 

1 公売参加資格・買受人の制限 
公売は、差し押さえた財産を入札などによって売却する制度で、原則どなたでも参加することができます。 

   ただし、次に該当する者は、公売財産を買い受けることができません。 

（１）買受人の制限（国税徴収法第９２条）、公売参加者の制限（国税徴収法第１０８条第１項）等、法令の規定により買受人となることができない者。 

     国税徴収法第９２条関係として、例えば滞納者や税務職員等は、公売に参加することができません。 

     同法第１０８条第１項関係として、公売への参加等を妨害した者、不正連合した者、偽りの名義で入札した者、買受代金を故意に納付しなかった者、故意に

公売財産を損傷した者等は、公売参加を制限される場合があります。 

（２）うるま市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員、及びこれらの者と密接な関係を有する者。 

なお、公売に参加される方は「暴力団等でないことの誓約書及び承諾書」を提出してもらいます。 

 

2 公売 
公売は「競り売り」の方法によって行います。売却決定後、引き渡した財産はいかなる理由があっても、返品・交換はできませんので、あらかじめ公売財産を確認した

上で参加してください。 

（１）参加申込  参加希望者は「公売参加申込書兼暴力団等でないことの誓約書及び承諾書」に記入・押印し提出してください。 

             提出後、競り売りに必要な「番号札」をお渡しします。 

（２）代   理  代理人が参加する場合は、事前に代理権限を証する「委任状」を作成し提出してください。 

        委任者が個人の場合は委任者の「住民票抄本」、法人の場合は「商業登記簿」を添付してください。 

（３）必要書類  参加申込に際しては、来場者の身分証明書（運転免許証等）、来場者の印かん、委任状等が必要です。 

○法人が参加する場合 

 ・代表者が参加→①代表者の身分証明書、②代表者の印かん、③商業登記簿 

 ・代理人が参加→①代理人の身分証明書、②代理人の印かん、③委任状、④商業登記簿 

○個人が参加する場合 

 ・本人が参加→①身分証明書、②印かん 

 ・代理人が参加→①代理人の身分証明書、②代理人の印かん、③委任状、④委任者の住民票抄本 

（４）競り売り   公売進行は競り売り人が「売却区分番号」ごとに行います。競り売り人が「売却区分番号」と「見積価額」を読み上げた後、買受申込をされる 

方は見積価額以上かつ千円単位で番号札を挙げながら口頭で申込んでください。競り売り人が、その時点での最高価申込額を読み上げます 

ので、その金額未満で申込んだ方は番号札を下げてください。それ以降に、申込をされる方は、その時点での最高価申込額より高い金額かつ千 

円単位で番号札を挙げながら口頭で申込んでください。 
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３ 最高価申込者の決定 
  最高価申込者の決定は、売却区分番号ごとに、最終的に番号札を挙げている買受申込者の買受申込金額を３回読み上げても、他の方から申込みが 

ない場合に、 その買受申込者を最高価申込者として決定します。なお、最高価申込者が２名以上の場合は、くじで最高価申込者を決定します。 

なお、くじについては、受付番号の若い順番にくじを引き、「１番」のくじを引いた方を最高価申込者として決定します。 

 

４ 売却決定 
売却決定は、最高価申込者の決定と同時に行います。権利移転手続きに必要な売却決定通知書については、買受代金の納付後に交付します。 

 

５ 買受代金の納付 

     買受人は、売却決定を受けた後、公売公告に記載した納付期限までに現金で納付してください。 

    

６ 買受代金納付の効果（権利移転・危険負担の移転の時期） 
     公売財産権利移転の時期及び権利移転に伴う危険負担の時期は、売却決定後、買受人が買受代金の全額を納付したときです。なお、買受代金納付後 

   に生じた財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。 

 

７ 権利移転の手続き 
     権利移転の手続きについては、買受人ご自身で行ってください。手続きの詳細についてもご自身で陸運事務所・軽自動車協会へご確認ください。また、権利移転に関

する費用は、全て買受人の負担となります。権利移転手続き後は、うるま市納税課まで報告してください。 

 

８ 売却決定の取消し 

  次に該当する場合は、売却決定を取り消します。 

（１）買受代金納付期限までに、滞納税の完納の事実が証明されたとき 

（２）買受人が、買受代金をその納付期限までに納付しないとき 

（３）国税徴収法第１０８条第２項の規定が適用されたとき 

    

９ 買受申込等の取消 
    買受代金の納付期限前に滞納処分の続行停止があった場合は、最高価申込者及び買受人は、その停止されている間、買受を取り消すことができます。 
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その他の車両の状況等

・前面左側スモールライト点灯しない
　（原因不明）
・室内灯点灯しない（原因不明）
・コンプレッサが作動しない（原因不明）
・マフラーを支える金具が腐食している
　（うるま市が針金で一部固定済み）
・傷、錆等あり
・自動車検査証あり
・自動車損害賠償責任保険証明書なし
・リサイクル料金預託済み
　（預託証明書なし）
・鍵１個あり

売却区分番号
見積価格

（公売保証金）
財産種別 公売財産の表示

２９う－２－１
２８，０００円

（　　　　　０円）
車両

（スズキ　キャリー）

＜軽自動車＞

初 年 度 検 査 年 月 日 ：平成８年
自　動　車　の　種　別　　：軽自動車
用　　　　　　　　　　　　途　：貨物
自 家 用  ・ 事業用の別  ：自家用
車　　体　　の　　形　　状 ：キャブオーバ
乗　　　車　　　定　　　員　：２人
最　　大　　積　　載　　量 ：３５０ｋｇ
車　　　両　　　重　　　量　：６７０ｋｇ
車　　両　　総　　重　　量 ：１１３０ｋｇ
長　　　　　　　　　　　　　さ ：３２９ｃｍ
　　　　　　　幅　　　　　　　 ：１３９ｃｍ
高　　　　　　　　　　　　　さ ：１７１ｃｍ
車　　　　　　　　　　　　 名 ：スズキ
型　　　　　　　　　　　　 式 ：V－ＤＣ５１Ｔ
原　動　機　の　型　式　　：Ｆ６Ａ
燃　　料　　の　　種　　類 ：ガソリン
総排気量又は定格出力　：０．６５ℓ
前　　　　　 軸　　　　　 重 ：４００ｋｇ
後　　　　　 軸　　　　　 重 ：２７０ｋｇ
型　式　指　定　番　号　　：０６９２５
類　別　区　分　番　号　　：０４０２
ミ　　 ッ　　 シ　　 ョ　　 ン ：４ＭＴ
ハ　　　 ン　　　ド　　　ル　：右
車　　　体　　　の　　　色　：ホワイト
走　　　行　　　距　　　離　：２１７，８０１ｋｍ
（平成２９年１０月３日車内メーターにて確認）
有効期間の満了する日   ：平成２８年４月２２日
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【正面】 
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【側面】 

8



【後方】 

マフラー支え 腐食あり

針金で一部固定
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マフラー支え 腐食あり

針金で一部固定
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【内観】 

マフラー支え 腐食あり

針金で一部固定
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売却区分番号
見積価格

（公売保証金）
財産種別 公売財産の表示 その他の車両の状況等

２９う－２－２
７８，０００円

（　　　　　０円）
車両

（ダイハツ　アトレーワゴン）

＜軽自動車＞

初 年 度 検 査 年 月 日 ：平成１８年５月
自　動　車　の　種　別　　：軽自動車
用　　　　　　　　　　　　途　：乗用
自 家 用  ・ 事業用の別  ：自家用
車　　体　　の　　形　　状 ：ステーションワゴン
乗　　　車　　　定　　　員　：４人
最　　大　　積　　載　　量 ：－
車　　　両　　　重　　　量　：９８０ｋｇ
車　　両　　総　　重　　量 ：１２００ｋｇ
長　　　　　　　　　　　　　さ ：３３９ｃｍ
　　　　　　　幅　　　　　　　 ：１４７ｃｍ
高　　　　　　　　　　　　　さ ：１８７ｃｍ
車　　　　　　　　　　　　 名 ：ダイハツ
型　　　　　　　　　　　　 式 ：ＴＡ－Ｓ３２０Ｇ（ＺＰＸＺ）
原　動　機　の　型　式　　：ＥＦ
燃　　料　　の　　種　　類 ：ガソリン
総排気量又は定格出力　：０．６５ℓ
ミ　　 ッ　　 シ　　 ョ　　 ン ：ＡＴ
ハ　　　 ン　　　ド　　　ル　：右
車　　　体　　　の　　　色　：オーシャンブルー（Ｂ５９）
走　　　行　　　距　　　離　：１６５，５５５ｋｍ
（平成２９年１０月３日車内メーターにて確認）
有効期間の満了する日   ：平成３１年４月
　　　　　　　　　　　　　　　　　（車検標章より確認）
　
※自動車検査証がない為「軽自動車税申告書」より転載部分あり

・傷、ヘコミ、錆等あり
・自動車検査証なし
（売却決定通知書にて再発行可能）
・自動車損害賠償責任保険証明書なし
・リサイクル料金預託済み
（預託証明書なし）
・鍵１個あり
（キーレスエントリー付き）
・カーナビ付き
・ＥＴＣ付き
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【正面】 
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【側面】 
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【内観】 
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売却区分番号
見積価格

（公売保証金）
財産種別 公売財産の表示 その他の車両の状況等

２９う－２－３
１２０，０００円

（　　　　　　０円）
車両

（ダイハツ　ムーヴ）

＜軽自動車＞

初 年 度 検 査 年 月 日 ：平成１９年３月
自　動　車　の　種　別　　：軽自動車
用　　　　　　　　　　　　途　：乗用
自 家 用  ・ 事業用の別  ：自家用
車　　体　　の　　形　　状 ：箱型
乗　　　車　　　定　　　員　：４人
最　　大　　積　　載　　量 ：－
車　　　両　　　重　　　量　：８５０ｋｇ
車　　両　　総　　重　　量 ：１０７０ｋｇ
長　　　　　　　　　　　　　さ ：３３９ｃｍ
　　　　　　　幅　　　　　　　 ：１４７ｃｍ
高　　　　　　　　　　　　　さ ：１６１ｃｍ
車　　　　　　　　　　　　 名 ：ダイハツ
型　　　　　　　　　　　　 式 ：CBA－L１７５S
原　動　機　の　型　式　　：ＫF
燃　　料　　の　　種　　類 ：ガソリン
総排気量又は定格出力　：０．６５ℓ
前　　　　　 軸　　　　　 重 ：５３０ｋｇ
後　　　　　 軸　　　　　 重 ：３２０ｋｇ
型　式　指　定　番　号　　：１５４９４
類　別　区　分　番　号　　：００１０
ミ　　 ッ　　 シ　　 ョ　　 ン ：ＡＴ
ハ　　　 ン　　　ド　　　ル　：右
車　　　体　　　の　　　色　：ブラック
走　　　行　　　距　　　離　：１２１，２３４ｋｍ
（平成２９年１０月２日車内メーターにて確認）
有効期間の満了する日   ：平成３０年５月１８日

・傷等あり
・自動車検査証あり
・自動車損害賠償責任保険証明書あり
（有効期限：平成３０年６月７日　午前１２時）

・リサイクル料金預託済み
（預託証明書なし）
・鍵１個あり
（キーフリーシステム）
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【正面】 
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【側面】 
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【内観】 
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