
 

 

一般競争入札による資産（重機等）の売払公告 

 

 令和元年７月 22 日  

盛岡市神明町７－５      

公益社団法人岩手県農業公社  

理事長  小 原 敏 文   

 

１ 売払い内容 

 (1) 件名及び数量  重機等 19 台（番号１４について一括売却）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 現  状  別添のとおり 

 (3) 搬出期限  令和元年８月 30 日（金） 

 (4) 保管場所  花巻市二枚橋町南１丁目 46-３（基盤整備部花巻事務所） 

 (5) 売払い方法 (1)の件名について、１件ごとに入札に付する。なお、落札決定にあた

っては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の８に相当する額を加算した金

1 №1 スター ディスクハロー MTH2800 66 1587416 H8

2 №3 タカキタ ライムソワー ＬS2103 48 60092 Ｈ8

3 №4 タカキタ ライムソワー ＬS2103 49 60093 Ｈ8

4 №5 タカキタ ライムソワー ＬＳ2207 1 10139 H24

5 №6 タカキタ ライムソワー ＬＳ2207 2 20146 H24

6 №7 タカキタ ライムソワー ＬＳ2207 3 20147 H24

7 №8 タカキタ ライムソワー ＬＳ2207 4 20151 H24

8 №13 ビコン ローラー KTS3002 1 2110263 H24

9 №14 ビコン ローラー KTS3002 3 2110422 H24

10 №15 ビコン ローラー KTS3002 4 2110423 H24

11 №16 ビコン ローラー KTS3002 6 2110425 H24

12 №18 マルトミ フローイングカルチ ＭＳ200 2 185 Ｓ59

13 №19 マルトミ フローイングカルチ ＭＳ200 4 198 Ｓ59

№2 スター ライムソワー ＭＳＬ2102 47 30259 Ｈ5

№9 ビコン ブロードキャスター 76112 52 05439 H3

№10 ビコン ブロードキャスター 76112 53 05440 H3

№11 ビコン ブロードキャスター 76112 54 10286 H6

№12 ビコン ブロードキャスター 76112 55 10693 H6

№17 公社 Ｗストンアッパー 8 Ｈ3

14
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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、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であ

るか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金

額を入札書に記載すること。 

 

２ 入札参加者の資格 

 (1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人でないこと。 

 (2) 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で

あること。 

 (3) 岩手県暴力団排除条例（平成 23 年岩手県条例第 35 号）第２条第２号に規定する暴

力団、同条第３号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。 

 (4) ３に定める入札物件の公開に参加した者であること。 

 

３ 入札物件の公開の日時及び場所等 

 (1) 日 時  令和元年８月１日（木）午前９時～午後４時 

        令和元年８月２日（金）午前９時～午後４時 

 (2) 場 所  花巻市二枚橋町南１丁目 46-３（公社基盤整備部花巻事務所） 

 (3) 担当者  花巻事務所 板倉耕司  ℡0198-26-1200 

 

４ 入札の日時及び場所 

 (1) 入札日時  令和元年８月７日（水）午後 1 時３０分 

 (2) 入札場所  岩手県農業公社 ４階公社会議室 

 (3) 入札書を郵便（簡易書留に限る。）で提出する場合は、令和元年８月 5 日（月）午後

５時までに９の場所に必着のこと。 

また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封のうえ、当該中封筒及び外封筒

の表面に次の事項を記載すること。 

ア 氏名（法人にあっては商号又は名称） 

イ 「８月７日入札 重機等売却に係る入札書在中」 

 

５ 入札保証金  免除 

 

６ 契約保証金  免除 

 

７ 入札参加申込み この一般競争入札への参加を希望する者は、入札参加申込書（様式

１）を令和元年８月５日（月）午後５時までに９の場所に提出しなければならない。 

 

８ 入札の留意事項 

 (1) 代理人により入札に参加する場合は、委任状を提出してください。 

 (2) 契約書等作成の要否 否 

 (3) 落札者の決定方法 売払いは、予定価格以上の価格で入札した者のうち、最高の価

格をもって入札した者を落札者とする。 

 (4) 現物の引渡しは、売払代金を完納し、確認後に行います。 

 (5) 入札物件の引渡し方法は、保管場所の花巻市二枚橋町南１丁目 46-３（公社基盤整

備部花巻事務所）において現状渡しとします。 

 (6) 引渡し後の不調や故障についての補償は、一切行いません。 



 

 

(7) その他 詳細は入札説明書及び当日の指示による。 

 

９ 問い合わせ先 

〒020-0884 盛岡市神明町７－５ 

      公益社団法人 岩手県農業公社 

担当  総務部 総務課 小山 大輔 

電話  019-651-2181 

Fax   019-624-5107 


