
入 札 公 告 
宗像市公告第  号 
 
市有財産（船舶）を一般競争入札により次のように売却する。 
 
平成 29年 8月 23日 

宗像市長 谷 井 博 美 
 
担 当 課 交通対策課 
起工番号 第 700号 
件 名 汽船おおしま売却 
 
１ 入札に付する物件について 
（１）船種及び船名 汽船 おおしま （船舶番号 134475） 
（２）船舶の概要 

ア 総 ト ン 数 194トン   
イ 最大搭載人員 217名(うち乗組員 6名) 
ウ 船質及び用途 鋼 自動車航送船兼旅客船 
エ 寸 法 長さ：42.70m  幅 8.8m  深さ：3.1m 
オ 主 機 関 6N165-EN2 
カ 連続定格出力 367.5kw(500ps)×2基  
キ 建 造 所 株式会社 臼杵造船所 
ク 機関製作所 ヤンマー(株) 
ケ 使 用 燃 料 軽油 
コ 進水年月日 平成 6年 12月 21日 
サ 就航年月日 平成 7年 4月 2日 
シ 船 籍 港 福岡県宗像市 
ス 検 査 期 限 平成 29年 11月 12日 

（３）引き渡し期限  平成 29年 10月 27日 
（４）引き渡し場所  福岡県宗像市大島港 
（５）予定価格  15,700,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

    ※予定価格とは、あらかじめ宗像市が定めた最低売却価格をいう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２ 入札等の日程について 
事 由 日 程 備 考 

(1)入札公告日 平成 29年 8月 23日(水)  
(2)船舶の説明会 平成 29年 9月 7日(木) 午前 10時 30分 予備日：平成 29年 9月 8日(金) 
(3)質疑書の提出期現 平成 29年 9月 13日(水) 正午まで FAXによる提出可 
(4)質疑書への回答期限 平成 29年 9月 15日(金) 午後 5時まで FAXにより回答 
(5)入札書類及び競争入札参
加資格確認申請書類等の提

出期限  

平成 29年 9月 21日(木) 午後 5時まで 郵送又は持参により提出 

(6)入札保証金の納付期限 平成 29年 9月 28日(木)  
(7)開札日時及び場所 平成 29年 9月 29日(金) 

午後 2時  
福岡県宗像市神湊 487-51 
神湊ターミナル 2階 会議室 

開札立会人へは別途通知する 

 
３ 入札に参加する者に必要な資格について 
次の各号に掲げる資格(以下「競争入札参加資格」という)を有する者でなければ入札に参加する 
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 の規定に該当しない者。 
（２） 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法 

（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。 
（３）国税及び市町村税を滞納していない者。 
（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 6号に 

規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でない者。または暴力団員でなくなった日から 
5年を経過した者。 

（５）法人の場合は、その役員が前号に該当する者である法人。 
（６）法人の場合は、暴力団員でない者または暴力団員でなくなった日から 5年を経過した者が 

その事業活動を支配する者である法人。 
（７）経営状況が著しく不健全であると認められない者。 
（８）本公告の時点で、本市から宗像市指名停止等の措置に関する規定に基づく指名停止の措置を受 

けていない者。 
 
４ 入札参加資格確認審査について 
 （１）入札参加者は、入札参加資格を有する者か審査するため、下記の（３）に定める書類を提出し、 
    入札参加資格の確認審査を受けなければならない。 
 （２）入札参加資格確認審査の結果、入札者が資格を有しないと認められた場合は、その旨を電話にて 
    連絡するとともに、当該入札者が行った入札は無効とする。 
（３） ア 入札参加資格確認申請書（様式 1） 

イ 印鑑証明書の写し（申請の 3ヶ月以内に発行されたものに限る） 
ウ 登記簿謄本の写し又は身元（身分）証明書の写し（申請日前 3ヶ月以内に発行されたものに限る） 
①法人の場合、登記簿謄本（履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書可）の写し 
②個人の場合、本籍地の市町村で発行された身元（身分）証明書の写し 



エ 使用印鑑届（様式 2） 
オ 財務諸表の写し又は平成 28年分所得税青色申告決算書又は収支内訳書の写し 
① 法人の場合、貸借対照表及び損益計算書の写し（直前の事業年度の決算のもの） 
② 個人の場合、平成 28年分所得税青色申告決算書又は収支内訳書の写し 

カ 滞納（未納）税額の無いことの証明書 
  国税は「納税証明書その 3の 3」の写し、市町村税は滞納（未納）税額の無いことの 
証明書の写し 
※滞納（未納）税額の無いことの証明書が発行されない市町村の場合は納税証明書の写し 

キ 委任状（様式 3） 
ク 誓約書(入札参加資格確認審査用) （様式 4） 
ケ 役員等名簿（様式 5） 
 
※公告の時点で、宗像市競争入札参加有資格者名簿に登録されている者は、上記アの書類のみを提出

するものとする。 
 
５ 入札保証金について 
 （１）入札者は、入札書記載の金額に当該金額の 100分の 8相当額を加算した金額（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）の 100分の 10に相当する額以上の額を、2(6)で 
指定する期日までに下記の口座に振り込むこと。 
銀行・支店名  福岡銀行 宗像支店  
口座番号  普通 0972021  
口座名義     宗像市会計管理者 岡田 光晴 
カナ名義  ﾑﾅｶﾀｼｶｲｹｲｶﾝﾘｼｬ ｵｶﾀﾞ ﾐﾂﾊﾙ 

 （２）入札保証金の振込領収証の原本を、2(6)で指定する期日までに郵送又は持参すること。 
 （３）入札保証金は、落札者以外には還付し、落札者には還付せず契約保証金に充当する。 
 （４）落札者が定められた期限までに契約を締結しないときは、その者が納付した入札保証金は、市に 

帰属することとする。 
 
６ 入札書類の提出について 
（１）提出書類 
  入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる書類（以下「入札書類」という。）を郵送又は持参 
すること。 

  ア 入札書（様式 6） 
  イ 誓約書（入札用）（様式 7） 
  ウ 質疑書（原本未提出の場合）（様式 8） 
  エ 入札保証金の振込領収証の原本（2(6)で指定する期日までに郵送又は持参も可） 
（２）入札に記載する金額 
  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 8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、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の 
108分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 



 
（３）書類の提出方法及び提出期限 

   入札書類を提出する際の封筒は 2重とすること。中封筒に入札書を入れ封印し、中封筒、誓約書及び 
質疑書、入札保証金の振込領収証の原本、4(3)で指定する書類を外封筒に入れ、郵送又は持参すること。
ただし、入札保証金の振込領収証の原本については、2(6)で指定する期日までに郵送又は持参も可とする。 
なお、提出された書類の差替え又は撤回は認めない。 
ア 提出先 

   〒811-3501 福岡県宗像市神湊 487-51  
宗像市 総務部 交通対策課 渡船係 

   イ 提出期限 
   平成 29年 9月 21日（木）午後 5時 

 
７ 入札参加資格確認申請書等及び入札書類等の交付方法について 
  入札参加資格確認申請書等及び入札書類等は、本公告の日から、宗像市公式ホームページに掲載するので、 
  ダウンロードして使用すること。 
※宗像市公式ホームページ 
http://www.city.munakata.lg.jp → 「観光・産業・まちづくり」 → 「まちづくり」  
→ 「公共交通」 → 入札公告「汽船おおしま売却」 

 
８ 質疑書の提出及び回答について 
（１）質疑書の提出 
質疑書の受付は次のとおり行う。なお、質疑書（指定様式）を FAXにより提出する場合は、 
原本を入札書類とともに郵送または持参すること。 
ア 受付期間 

     本公告の日から 2(3)で指定する質疑書の提出期限まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。 
     ただし、最終日の受付時間は正午までとする。 
   イ 受付場所 
     〒811-3501 福岡県宗像市神湊 487-51  宗像市 総務部 交通対策課 渡船係 
  FAX 0940-62-3503 
（２）質疑書への回答 

   質問書に対する回答書を次のとおり閲覧に供する。また、質問した者へは回答書を 2(4)で指定する 
質疑書への回答期限の午後 5時までに FAXにより送付する。 

   ア 閲覧期限 
2(4)で指定する質疑書への回答期限の日の翌日から入札書類の提出期限まで。 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 
   イ 閲覧場所 
  〒811-3501 福岡県宗像市神湊 487-51  宗像市 総務部 交通対策課 渡船係 
 
９ 入札に付する物件（船舶）の説明会について 
  次の日時及び場所において、入札物件の説明会を行う。参加しなくても入札には参加可能だが、この場合、 
  すべて了知されているものとみなす。 

 

http://www.city.munakata.lg.jp


 
（１） 日時 
  平成 29年 9月 7日（木）午前 10時 30分から 1時間程度（荒天の場合は 9月 8日（金）） 
（２） 場所 
  福岡県宗像市大島港 

 
１０ 入札の辞退について 
  入札書類を提出した後に入札を辞退する場合は、平成 29年 9月 29日(金)の開札前までに入札辞退届を 
提出すること。 
 

１１ 開札及び開札の立ち会いについて 
  開札は 2(7)で指定する日時及び場所で行う。なお、開札の立ち会いについては、必要に応じて 
別途通知する。 
 

１２ 入札の無効について 
  次のいずれかに該当する入札は無効とする。 
（１）６に定める方法以外で郵送又は持参された入札 

 （２）封筒及び入札書等に入札件名等の必要事項が記載されていない入札 
 （３）封筒と入札書等の記載内容が一致しない入札 
 （４）宗像市契約事務規則第 20条の規定に該当する入札その他関係法令に違反した者のした入札 
（５）入札参加資格のない者、入札参加資格に反した者（入札（開札）時点において指名停止期間中である 

者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行った者がした入札 
 （６）前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反した入札 
 
１３ 落札者の決定について 
 （１）開札の結果、予定価格以上の価格で、一番高い金額で入札した者を落札者とする。 
 （２）開札の結果、同価格の入札をした者が 2者以上ある時は、立会人等のくじにより落札者を決定 

するものとする。 
 （３）落札者に対する落札決定の連絡は、電話で行う。 
 
１４ 入札結果の公表について 
  入札結果は、落札決定の日以降に宗像市公式ホームページ及び交通対策課窓口で公表する。公表まで電話等

による問い合わせには一切応じない。 
 
１５ 契約の締結及び契約保証金について 
 （１）落札者は平成 29年 9月 29日（金）から 1週間以内に契約を締結すること。 
（２）売却代金は、入札書記載の金額に当該金額の 100分の 8相当額を加算した金額（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）とする。 
（３）契約の締結は使用印鑑届で届け出た印鑑で行うこと 
（４）契約保証金については、入札保証金を充当するものとする。 
（５）正当な理由がなく落札者により契約が解除された場合及び落札者の契約不履行により市が契約を 

解除した場合において、落札者は売却代金の 100分の 10に相当する額を違約金として支払うもの 



とする。上記（４）で定める契約保証金を違約金として取り扱うものとし、市に帰属することとする。 
 
１６ 売却代金の納付について 
   落札者は契約締結後、1週間以内に売却代金から契約保証金を控除した額を市が指定する方法により 

一括して納付すること。 
 
１７ 名義変更等について 

変更登録等の手続は、売却代金の納付後、2週間以内に落札者が自らの負担で行うこと。落札者は、 
手続きを完了したことが確認できる書類の写しを市に提出すること。 

 
１８ 売却物件の引き渡しについて 
 （１）売却物件は、売却代金の納付及び落札者による変更登録等の手続きの完了を市が確認した後に 

現状にて引き渡すこととする。 
 （２）引き渡し場所は福岡県宗像市大島港とする。 
 （３）落札者は、売却物件の変更登録前に、その物件にかかる一切の権利義務を第三者に譲渡することは 

できない。 
 （４）売却物件に記載されている市に係る文字やイラストは、売却物件引き渡し後、１週間以内に落札者が 
    自らの負担で抹消すること。落札者は、抹消したことが確認できる写真を市に提出すること。 
 
１９ 権利及び危険負担の移転時期について 
  売却物件について、権利及び危険負担の移転時期は、引き渡しの時とする。その後、市の責めに帰すべき 
  事由なくして当該物件が毀損又は滅失した場合における危険負担は、落札者が負う。 
 
２０ 瑕疵担保責任について 
  契約締結から売却物件の引き渡しまでの間において売却物件に隠れた瑕疵があることが発見された場 
合は、落札者と市の双方の協議により解決するものとする。また、落札者は、売却物件の引き渡し後 
に隠れた瑕疵があることを発見しても、損害の請求又は契約の解除をすることはできないものとする。 

 
２１ 問い合わせ先 
  宗像市 総務部 交通対策課 渡船係 
〒811-3501 福岡県宗像市神湊 487－51 

  TEL：0940-62-3592  FAX：0940-62-3503 
  受付時間：午前 9時から午後 5時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 
 


