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平成３０年４月２６日（木）１６時３０分

※車両等の展示会場は西棟地下１階、選挙管理委員会事務所前になります。

※車両の詳細、写真につきましては別紙公売広報誌（車両）をご確認ください。

※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。

４０，０００円
（　　　　　　０円）

車両
（ミツビシ　ミニカ）

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 期日入札

公売の場所

入札期間 平成３０年４月２６日（木）１２時００分～１４時００分

うるま市役所本庁舎　東棟３階　大講堂　※車両の展示会場は西棟地下１階

開札日時・場所 平成３０年４月２６日（木）１４時０１分　うるま市役所本庁舎　東棟３階　大講堂

平成３０年４月２６日（木）１５時００分　うるま市役所本庁舎　東棟３階　大講堂

買受代金納付期限

売却決定日時・場所

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 財産の詳細等

３０う－１－２

３０う－１－３３

１２０，０００円
（　　　　　　０円）

２８，０００円
（　　　　　　０円）

車両
（ホンダ　シャドウ）

車両
（ホンダ　アクティ）

３０う－１－１

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 入札 

公売は「入札」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） 入札に際しては、あらかじめ公売財産を確認したうえで入札してください。 

（２） 入札ができる時間は、１２時００分から１４時００分までで、時間厳守です。 

（３） 代理人が入札する場合は、代理権限を証する委任状を受付の際に提出してください。 

（４） 入札者は、公売当日に受付で交付される所定の入札書により、売却区分番号ごとに入札してください。 

（５） 入札書は、字体を鮮明に記載し、訂正したり、抹消したりしないでください。書き損じたときは、新たな入札書を使用してください。 

（６） 一度提出した入札書は、入札時間内であっても、引換え、変更または取り消しすることはできません。 

（７） 同一人が、同一の売却区分番号について、２枚以上の入札書を提出した場合は、その入札書はいずれも無効となります。 

 

3 開札 
（１） 売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。最高価申込者の決定は、入札書の入

札価額欄に記載された金額により行います。 

（２） 入札価額が見積価額に達しない場合は、入札が成立しませんので無効とします。 

 

 

権利移転後

16時30分

　　　※下記は車両等の手続きの流れ
　　　　・買受代金納付後、売却決定通知の交付
　　　　・公売財産引渡し、権利移転についての説明

買受人で行う

　　　　　　公売手続きの流れ
公売参加の心得

（各財産の共通留意事項）

４月２６日
12時00分～

　　　14時00分
　公売財産は、現況有姿により行います。次の留意事項を
十分ご理解の上、公売へご参加ください。
　また、公売の手続き等については、本誌の「公売のしお
り」をご覧ください。

１．公売財産に隠れた瑕疵（かし）があっても、うるま市（執
行機関）は担保責任を負いません。公売財産の詳細は、
納税課職員が目視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、すべての状況を確認
してはおりません。

２．車両および装置は、代金納付時の現況有姿により引き
渡す。なお、いかなる理由があっても、引き渡した財産の
返品・交換はできませんので、あらかじめ公売財産の現況
（車両の状況等）をご自身で確認した上で公売に参加して
ください。

３．本誌に掲載されている公売財産は、公売が中止する場
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。

14時01分

15時00分

　　　　・買受代金の納付後、公売財産引渡し

公売参加の受付・入札

開札

最高価申込者の決定・売却決定

買受代金の納付期限

権利移転

納税課へ権利移転の報告

ｃ
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4 追加入札 
開札の結果、最高価申込者が２名以上のときは、その方々同士による追加入札を行います。その追加入札価額がなお同額の場合は「くじ」で最高価申込者を決

定します。 

（１） 追加入札の価額は、当初入札価額以上でなければなりません。 

（２） 追加入札をするべき方が入札をしなかった場合、又は追加入札価額が当初の入札価額に満たなかった場合には、国税徴収法１０８条の規定により、その事

実があった後２年間、公売の場所に入ることを制限し、入札させないことがあります。 

 

5 売却決定 

     売却決定は、公売広告に記載した日時に最高価申込者に対して行います。また、売却決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額をもって行います。

（消費税法等で課税対象となるものについても、見積価額・入札価額・売却決定金額に消費税及び地方消費税相当額が含まれています。） 

 

6 最高価申込者決定等の取り消し 

下記の場合は、その最高価申込者決定、又は売却決定を取消します。 

（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 

 

7 代金の納付 

買受人は、売却決定を受けた後、公売広告に記載した納付期限までに納付してください。 

 

8 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。 

 

9 権利移転の手続き 

車両等の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。 

 

10 瑕疵（かし）担保責任 
うるま市は、公売財産について瑕疵担保責任は負いません。 
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11 財産の引き渡し方法 

公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況（現況有姿）で公売当日に引き渡します。 

    

12 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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No 売却区分番号 品名 見積価格（円） 品　質・形　状　等

1 30う-1－1 ミツビシ　ミニカ 40,000円 別紙、公売広報誌(車両)をご確認ください

2 30う-1－2 ホンダ　シャドウ 120,000円 別紙、公売広報誌(車両)をご確認ください

3 30う-1－3 ジャケット① 1,500円
ジャケット
鳶ＳＡＮＤＡＮ　ＥＬ

4 30う-1－4 ジャケット② 1,000円
ライダースジャケット
ＳＰＬＥＮＤＩＤ　ＳＡＴＩＳ
ＦＡＣＴＩＯＮ　３Ｌ

写真

【公売財産一覧】
備考・メモ欄
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5 30う-1－5 ジャケット③ 3,000円

ライダースジャケット
メーカー不詳
プロテクター入り　ＸＸＬ
「Ｓｃｏｔｃｈｌｉｔｅ　３
Ｍ」、「ＷＡＴＥＲ　ＰＲＯＯ
Ｆ」のタグあり

6 30う-1－6 ジャケット④ 6,000円

ライダースジャケット
メーカー不詳
プロテクター入り　ＸＸＬ
「ＧＥＮＵＩＮＥ　Ｌｅａｔｈ
ｅｒ」タグあり

7 30う-1－7 ゴルフクラブセット 5,000円

ゴルフバッグ（ＩＧＮＩＯ）
１Ｗ（ヘッドカバー付き）
・ヘッド：Ｔｉｔｌｅｉｓｔ・８．
５°
・シャフト：ＣＵＳＴＯＭ　ＧＲＡＰ
ＨＩＴＥ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ　Ｓ
アイアン（メーカー不詳、３－９番・
ＰＳ・ＰＷ・ＳＷ）
パター（ＰＩＮＧ）・ボール３６個

8 30う-1－8 スクリーン 3,000円

プロジェクタースクリーン
ＫＩＫＵＣＨＩ　ＡＭＶ－８０
ＨＤＣ

9 30う-1－9 はしご 5,000円
２連はしご
ピカコーポレイション
２ＥＸ－６０
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10 30う-1－10 空気清浄器 1,000円

加湿空気清浄器
ＳＨＡＲＰ　ＫＣ－３０Ｔ３－
Ｗ
２０１３年製

11 30う-1－11 レコーダー 1,500円

インタビューライブレコーダー
ＭＩＲＵＭＩＲＵＢＡＬＬ－Ｐ
ＥＮ
ＢＳＣ－０３

12 30う-1－12 スケール 500円
ピッチマン　マルチスケール
Ｐ－５８００

13 30う-1－13 電子辞書 500円
Ｃａｎｏｎ　ＩＤＰ－６１０Ｊ

14 30う-1－14 関数電卓① 500円 ＣＡＳＩＯ　ｆｘ－３７５ＥＳ
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15 30う-1－15 関数電卓② 1,000円 ＳＨＡＲＰ　ＥＬ－５０９Ｍ

16 30う-1－16 ＤＶＤプレイヤー 200円
ＡＳＰＩＬＩＴＹ
ＡＤＶ－０２

17 30う-1－17 三脚 500円 Ｋｅｎｋｏ　ＳＶ－１０

18 30う-1－18 漫画セット 500円 医龍１巻－１７巻

19 30う-1－19 棚 300円
３０ｃｍ×６０ｃｍ×７６ｃｍ
フック付き
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20 30う-1－20 ツボ① 700円 蓋つき

21 30う-1－21 ツボ② 700円 蓋、取っ手つき

22 30う-1－22 ツボ③ 700円 耳つき

23 30う-1－23 本① 1,400円 琉球音楽人物事典 箱つき

24 30う-1－24 本② 2,100円
琉球芸能辞典、
琉球芸能実演家名簿
箱つき
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25 30う-1－25 本③ 2,100円
琉歌大成
（本文校異編、解説・索引編）

26 30う-1－26 本④ 350円
玉城朝薫作
組踊五番上演台本

27 30う-1－27 本⑤ 210円
声楽譜付
八重山古典民謡工工四　上巻

28 30う-1－28 指輪 10,400円 指輪（Ｋ１８金様）

29 30う-1－29 フィギュア① 300円
ドラゴンクエストＡＭ
ソフビフィギュア
スライムタワー
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30 30う-1－30 フィギュア② 300円

スター・ウォーズ
プレミアム１／１０
スケールフィギュア
クローン・トルーパー　フェイ
ズ２

31 30う-1－31 お酒セット 1,200円

・万座　３０℃
瓶詰年月日　２０１７．２．２
８
・萬座２５　２５℃（古酒）
瓶詰年月日　２０１７．６．９
箱つき

32 30う-1－32 ユニフォーム 2,000円

ｍｉｔｃｈｅｌｌ＆ｎｅｓｓ
４０（Ｍ）
ＨＡＲＤＷＯＯＤ　ＣＬＡＳＳ
ＩＣＳ（ＡＵＴＨＥＮＴＩＣ）
ＣＨＩＣＡＧＯ　ＢＵＬＬＳ
ＮＢＡＦｉｎａｌｓ　１９９７
－９８
ＤＥＮＮＩＳ　ＲＯＤＭＡＮ

33 30う-1－33 ホンダ　アクティ 28,000円 別紙、公売広報誌(車両)をご確認ください 平成３０年４月９日追加
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