


３２７ スライド映写機(550Wタイプ)4台 
＋スライド映写ユニット4台セット 

平成１０年 １ ３,０００ ３００ 

３２８ スライド映写機(400Wタイプ)3台セ
ット 

平成１０年 １ １,５００ １５０ 

３２９ スライド映写機専用収納映写台 平成１０年 １ ３,０００ ３００ 

３３０ コーヒーマスター 平成１０年 １ ３０,０００ ３,０００ 

３３１ 座卓（木製）Ａ 平成１２年 １ １,２５０ １２５ 

３３２ 座卓（木製）Ｂ 平成１２年 １ １,２５０ １２５ 

３３３ 座卓（木製）Ｃ 平成１２年 １ １,２５０ １２５ 

３３４ 座卓（木製）Ｄ 平成１２年 １ １,２５０ １２５ 

３３５ 座卓（木製）Ｅ 平成１２年 １ １,２５０ １２５ 

３３６ 座卓（木製）Ｆ 平成１２年 １ １,２５０ １２５ 

 
（２） 入札参加申込期間及び申込場所  

ア 入札参加希望者は、平成２７年１０月２２日（木）午後１時から同年１１月１０日（火）午後２時まで

の間、鳥取県が定める鳥取県インターネット公有財産売却ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）
に基づき、ヤフー株式会社の提供するインターネット公有財産売却システム（以下「売却システム」とい

う。http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/）により、参加仮申込みを行うこと。  
    イ 入札保証金は、アの手続の際に、クレジットカードによる納付を選択すること。 
（３）入札期間及び入札場所 

（２）の手続を完了した入札参加者は、平成２７年１１月２５日（水）午後１時から同年１２月２日（水）
午後１時までの間に、売却システム内で入札を行うこと。 

（４）開札日時及び場所 
   平成２７年１２月２日（水）午後１時から、売却システム内で開札を行う。 
 
２ ガイドライン及び契約条項の交付 

平成２７年１０月２２日（木）午後１時から同年１１月１０日（火）までの間に売却システム内及びインタ

ーネットのホームページ（http://www.pref.tottori.lg.jp/201325.htm）から入手するものとする。ただし、これによ
り難い者には、次により直接交付する。 

（１）交付期間及び時間 
平成２７年１０月２２日（木）から同年１１月１０日（火）までの間（鳥取県の休日を定める条例（平成

元年鳥取県条例第５号）に規定する鳥取県の休日を除く。）の午前９時から午後５時まで。 
なお、平成２７年１０月２２日（木）は午後１時からとし、同年１１月１０日（火）は午後２時までとす

る。 
（２）交付場所及び入札に係る問合せ先 
   〒６８０－８５７０ 鳥取市東町一丁目２２０番地 
   鳥取県会計管理者会計局会計指導課電算担当 
   電話 ０８５７－２６－７４３６ 
 
３ 契約する者及び契約担当部局 

番 号 契約する者 契約担当部局 

３０１、
３０２ 

鳥取県倉吉児童相談所長 
 木下 直子 

鳥取県倉吉児童相談所 

３０３ 鳥取県農業試験場長 
 宮田 邦夫 

鳥取県農業試験場 

３０４ 鳥取県産業人材育成センター所長 
 山本 剛司 

鳥取県産業人材育成センター倉吉校 

３０５～
３１０ 

鳥取港湾事務所長 
 山本 孝久 

鳥取港湾事務所 

３１１ 鳥取県西部総合事務所長 
 山根 淳史 

鳥取県西部総合事務所地域振興局会計総
務課 

３１２～
３１７ 

鳥取県立公文書館長 
 杉本 朗 

鳥取県立公文書館 



３１８～
３２４ 

鳥取県中部総合事務所長 
 西山 信一 

鳥取県中部総合事務所地域振興局会計総
務課 

３２５ 鳥取県園芸試験場長 
 村田 謙司 

鳥取県園芸試験場弓浜砂丘地分場 

３２６～
３３６ 

鳥取県知事 
 平井 伸治 

鳥取県会計管理者会計局会計指導課 

 
４ 入札手続等 
（１）郵便又は電信による入札の可否 
   郵便又は電信による入札は認めない。 
（２）下見会 

番 号 開催日時 場 所 

３０１、
３０２ 

平成２７年１０月２２日（木）午後１時から
１１月１０日（火）午後２時まで 
期間中各日午前８時３０分から午後５時１
５分まで 

〒６８２－０８８１ 鳥取県倉吉市宮川町二
丁目３６ 鳥取県倉吉児童相談所 
電話 ０８５８－２３－１１４１ 

３０３ 平成２７年１０月２７日（火）から２８日
（水）まで 
各日午前１０時から午後４時まで 

〒６８０－１１４２ 鳥取県鳥取市橋本２６
０ 鳥取県農業試験場 
電話 ０８５７－５３－０７２１ 

３０４ 平成２７年１０月２８日（水）から２９日
（木）まで 
各日午前１０時から午後４時まで 

６８２－００１８ 倉吉市福庭町二丁目１番
地 鳥取県産業人材育成センター倉吉校 
電話 ０８５８－２６－２２４７ 

３０５～
３１０ 

平成２７年１０月２２日（木）午後１時から
１１月１０日（火）午後２時まで 
期間中各日午前８時３０分から午後５時１
５分まで 

６８０－０９０６ 鳥取市港町８番地 鳥取
港湾事務所 
電話 ０８５７－２８－２４３２ 

３１１ 平成２７年１０月２９日（木）から３０日
（金）まで 
各日午前１０時から午後４時まで 

６８３－００５４ 米子市糀町一丁目１６０ 
鳥取県西部総合事務所 
電話 ０８５９－３１－９７０６ 

３１２～
３１７ 

平成２７年１０月２２日（木）午後１時から
１１月１０日（火）午後２時まで 
期間中各日午前８時３０分から午後５時１
５分まで 

６８０－００１７ 鳥取市尚徳町１０１ 
鳥取県立公文書館 
電話 ０８５７－２６－８１６０ 

３１８～
３２４ 

平成２７年１０月２２日（木）午後１時から
１１月１０日（火）午後２時まで 
期間中各日午前８時３０分から午後５時１
５分まで 

〒６８２－０８０２ 鳥取県倉吉市東巌城町
２ 鳥取県中部総合事務所 
電話 ０８５８－２３－３９５４ 

３２５ 平成２７年１０月２７日（火）から２８日
（水）まで 
各日午前１０時から午後４時まで 

〒６８４－００７３ 鳥取県境港市中海干拓
地２７ 鳥取県園芸試験場弓浜砂丘地分場 
電話 ０９０－５３７０－９６９５ 

３２６～
３３０ 

平成２７年１０月２８日（水）から２９日
（木）まで 
各日午前１０時から午後４時まで 

〒６８３－００４３ 鳥取県米子市末広町２
９４ 米子コンベンションセンター  
電話 ０８５９－３５－８１１１ 

３３１～
３３６ 

平成２７年１０月２９日（木） 
午前１０時から午後４時まで 

〒６８２－０８１６ 鳥取県倉吉市駄経寺町
２１２－５ 鳥取県立倉吉未来中心 
電話 ０８５８－２３－５３９０ 

 
（３）入札参加資格 
   次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。 
  ア 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

イ 政令第１６７条の４第２項の各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後、２年を経過しない
者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者 

ウ ガイドライン及びヤフオク！に関連する規約・ガイドラインの内容を承諾、順守できない者 
エ １の（２）の手続を行っていない者又は１の（２）に定められた期間内に手続が終了しなかった者 

  オ その他知事が不適当と認める者 
（４）入札保証金 



本件入札に参加する者は本件公告に掲げた入札保証金を納付しなければならないが、１の（２）のイによ

り参加申込みを行い、ヤフー株式会社からクレジットカード売上承認に係るカード与信枠を取得している事
実を証する書面が県に提出された場合は、入札保証金納付に代わる担保の提供があったものとみなす。 

   なお、落札できなかった場合は、入札期間満了後に担保の返還を行うものとする。 
（５）入札及び開札 

ア 入札者は、１の（３）に定められた期間内に売却システム内に入札価格を登録する手続を行うこと。た

だし、この登録は１回のみ可能とする。 
イ 開札は、平成２７年１２月２日（水）午後１時から、売却システム内で行う。 
ウ 入札者は、政令、鳥取県会計規則（昭和３９年鳥取県規則第１１号。以下「会計規則」という。）を熟

知の上、入札すること。 
エ 入札後、本件公告、ガイドライン、物件情報等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることは

できない。 
オ 入札者は、その理由いかんにかかわらずいったん登録した入札価格の書き換えを行うことはできない。 

（６）契約保証金 
   落札者は、契約保証金として入札保証金と同額の金額を納付しなければならない。 
   なお、落札者が納付した入札保証金は、これを契約保証金に充当する。 
 
５ その他 
（１）契約手続において使用する言語及び通貨 
   日本語及び日本国通貨 
（２）入札の無効 
   次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

ア 本件公告に示した入札参加資格のない者の入札 
イ 入札者の求められる義務を履行しない者の入札 
ウ 入札に関して不正のあった者の入札 
エ ４の（４）に定める入札保証金を納付しない者のした入札及び入札保証金の額が各物件ごとに定めた額
に満たない者のした入札 

オ 同じ物件について２以上の入札を行った者の入札 
カ 委任状のない代理人の入札 
キ 他の入札者の代理を兼ねた者、又は２人以上の入札者の代理をした者の入札 
ク 政令、会計規則、本件公告に違反した入札 

（３）契約書の要否 
   不要。ただし、落札額が１件１００万円を超える物件又は自動車の物件については、契約書を作成する。 
（４）落札者の決定方法 

本件公告に掲げた予定価格（最低入札価格）以上の額で最高価格をもって有効な入札を行った者を落札者

とする。 
なお、落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、くじ（売却システム上の自動抽選）

により決定するものとする。この場合、くじを辞退することはできない。 
（５）用途制限 

この公告の物件は、次の各号に掲げる用途に対し制限を付し、落札者が第三者に対し貸し付け、交換し、

売払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定する場合にも同様に付するものとする。 
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に定め

る風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用途 
イ 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２号に定める暴力

団の事務所の用途 
ウ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）第５条に規定する
観察処分の決定を受けた団体の事務所の用途 

（６）手続における交渉の有無 
   無 
（７）その他 
   詳細はガイドラインによる。 


