
津市告示第３５８号 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、平成１８年３月

３１日専決処分した予算及び平成１８年６月２８日市議会の議決を経た予算の要領を次の

とおり公表する。 

   平成１８年７月１４日 

  

                             津市長 松 田 直 久 

 

1 平成１８年３月３１日専決処分した予算 

平成１７年度津市一般会計補正予算（第１号） 

平成１７年度津市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

平成１７年度津市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

平成１７年度津市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

平成１７年度津市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

2 平成１８年６月２８日議決を経た予算 

平成１８年度津市一般会計補正予算（第１号） 

平成１８年度津市モーターボート競走事業特別会計補正予算（第１号） 

平成１８年度津市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

平成１８年度津市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

平成１８年度津市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 
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津市公告第６６号 
 次のとおり条件付一般競争入札を執行するので、津市契約規則（平成１８年

津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の規定により公告する。 
  平成１８年７月３日 
 

津市長 松 田 直 久 
 
１ 入札に付する事項 

(1) 工事名  平成１８年度下建都補第１号 
        栗真町屋都市下水路（第一雨水幹線）築造工事 

(2) 工事場所 津市栗真町屋町地内 
(3) 工事概要 内径１，６５０ｍｍ管推進工 ２１９ｍ 

立坑工             ３箇所 
マンホール工          ３箇所 
側溝工           １７３ｍ 
集水桝工            ５箇所 

(4) 工期   本契約の締結の日から１７０日間 
(5) 予定価格 １８１，６９９，０００円（税抜き） 

２ 入札参加者に必要な資格 
  本件工事の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも

該当する者とする。 
(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) 津市建設工事等条件付一般競争入札実施要領（平成１８年１月１日施行。

以下「要領」という。）第４条第１項に掲げる要件を備えている者 
(3) 要領第４条第２項各号の一に該当しない者 
(4) 本市の区域内に本店又は支店若しくは営業所等（建設工事の請負契約を

締結する権限を有する者が常駐している事務所をいう。）を有する者 
(5) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する特定建設業の

許可（土木一式工事業）を受けている者 
(6) 津市競争入札参加資格者名簿において土木一式工事を希望業種として登

載されている者 
(7) 本市の区域内に本店を有する者にあっては土木一式工事に係る格付区分

がＡ１の者、それ以外の者にあっては審査基準日が平成１６年１０月 1 日か

ら平成１７年９月３０日までの経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知

90



書に記載の土木一式工事の総合評定値について、１２００点以上の者 
(8) 本件工事に土木一式工事の監理技術者を専任で配置できる者 
(9) 本工事のうち推進工事の施工現場に予定された推進工事技士を配置でき

る者 
(10) 過去５年間（平成１３年度以降）の受注した推進工事のうち内径１，３

５０ミリメートル以上の工事の元請としての施工実績（共同企業体による工

事の場合は、代表者としての実績に限る。）を有する者 
３ 入札参加申込書等の配付 

(1) 配付期間 平成１８年７月３日（月）から１４日（金）まで 
(2) 配付場所 津市財務部契約財産課工事契約担当（059-229-3122）又は津

市ホームページ「入札情報」からダウンロード 
４ 入札参加資格の確認等 

(1) 本件工事の条件付一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込書

等を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 
ア 提出期間 平成１８年７月３日（月）から１４日（金）まで 

  イ 提出場所 津市財務部契約財産課工事契約担当（059-229-3122） 
  ウ 提出方法 持参によるものとし、郵送によるものは受け付けない。 

(2) 提出書類 
  ア 津市条件付一般競争入札参加申込書 
  イ 土木一式工事業に係る特定建設業の許可証の写し 
  ウ 審査基準日が平成１６年１０月 1 日から平成１７年 9 月３０日までの

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 
  エ 配置予定監理技術者（３ヶ月雇用関係が継続していること。）に係る監

理技術者資格者証の写し（平成１６年３月１日以降に交付されたものに

ついては、監理技術者講習修了証の写しも添付のこと。） 
  オ 推進工事の工事現場に係る配置予定技術者の資格（推進工事技士登録

証）を有するもの、及び当該配置予定技術者との雇用関係が確認できる

ものの写し 
  カ 上記２（10）に規定する施工実績を証する書類（工種、工期、請負金

額、工事内容等） 
キ 施工計画書 

(3) 入札参加資格の審査結果については、文書により通知する。 
５ 設計図書等の閲覧等 

(1) 閲覧 
  ア 閲覧期間 平成１８年７月３日（月）から８月４日（金）まで 

91



  イ 閲覧場所 津市財務部契約財産課工事契約担当及び津市都市計画部久

居工事事務所 
(2) 購入 

  ア 購入期間 上記（１）アに同じ 
  イ 購入場所 津市大里窪田町字平尾前１５３０番地 
         株式会社 ポップ（059-233-3636） 
６ 入札方法 
  入札方法は、郵便による入札とし、入札書及び積算内訳書（指定様式に限

る 。）並びに設計図書購入の領収書の写し等を指定された封筒に封入の上、

一般書留・簡易書留・配達記録郵便のいずれかの方法で郵送するものとし、

持参は認めない。 
(1) 入札書の郵送期間 

   適格通知書受領の日から平成１８年８月４日（金）まで 
(2) 入札書の郵送提出先 

   〒514-8799 津中央郵便局留 津市役所契約財産課宛 
７ 開札の日時及び場所 

(1) 日時 平成１８年８月９日（水）午後１時から 
(2) 場所 津市庁舎７階入札室 

８ 入札保証金 
  入札の際に入札価格の１００分の３以上の入札保証金を納付しなければな

らない。ただし、規則第１５条第１項各号のいずれかに該当するときは、免

除する。 
９ 契約保証金 
  契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しな

ければならない。ただし、規則第２７条第１項に規定する有価証券等又は金

融機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供すること

により、契約保証金の納付に代えることができる。 
  また、規則第２８条第１項第１号に規定する履行保証保険契約に係る保険

証券又は同項第２号に規定する工事履行保証契約に係る保証証券を提出する

ことにより、契約保証金の納付を免除することができる。 
１０ 開札の立会い 
  開札に当たり、資格を有すると認められた者の中から立会人３者を選定し、

該当者に連絡する。 
１１ 入札の無効 
  要領第１５条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
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１２ 最低制限価格 
  規則第１２条の規定に基づき、最低制限価格を設ける。 
１３ その他の注意事項 

(1) 入札書は、指定した封筒に入れ、封印し、開札日時、工事件名、入札者

の住所、商号（名称）を記入すること。 
(2) 前金払 有 
(3) 部分払 無 
(4) 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５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、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 
(5) この契約の締結については、議会の議決を要するものであるため、落札

後速やかに仮契約を締結し、当該議決を経た後直ちに本契約とする。 
(6) この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とする。 
(7) 談合情報、天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができな

いときは、入札を延期又は中止することがある。 
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津市公告第６７号 
 次のとおり条件付一般競争入札を執行するので、津市契約規則（平成１８年

津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の規定により公告する。 
  平成１８年７月３日 
 

津市長 松 田 直 久 
 
１ 入札に付する事項 

(1) 工事名  平成１８年度下施公補第１号 
        新町西ポンプ場２号ポンプ設置工事 

(2) 工事場所 津市美川町地内 
(3) 工事概要 ２号雨水ポンプ 口径１，２００ｍｍ  １台 

        ２号雨水ポンプ用原動機        １台 
        ２号雨水ポンプ用減速機        １台 
         上記の機器等の製作・据付工事    １式 

(4) 工期   本契約の締結の日から１８０日間 
(5) 予定価格 ２０７，８８５，０００円（税抜き） 

２ 入札参加者に必要な資格 
  本件工事の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも

該当する者とする。 
(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) 津市建設工事等条件付一般競争入札実施要領（平成１８年１月１日施行。

以下「要領」という。）第４条第１項に掲げる要件を備えている者 
(3) 要領第４条第２項各号の一に該当しない者 
(4) 愛知県、岐阜県、又は三重県内に本店又は支店若しくは営業所等（建設

工事の請負契約を締結する権限を有する者が常駐している事務所をいう。）

を有する者 
(5) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する特定建設業の

許可（機械器具設置工事業）を受けている者 
(6) 津市競争入札参加資格者名簿において機械器具設置工事を希望業種とし

て登載されている者 
(7) 審査基準日が平成１６年１０月 1 日から平成１７年９月３０日までの経

営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載の機械器具設置工事の総

合評定値について、本市の区域内に本店を有する者にあっては８００点以上
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の者、それ以外の者にあっては１０００点以上の者 
(8) 本件工事に機械器具設置工事の監理技術者を専任で配置できる者 
(9) 過去５年間（平成１３年度以降）に本件工事と工事内容、規模が類似す

る工事の元請としての施工実績（共同企業体による工事の場合は、代表者と

しての実績に限り、規模については出資比率による。）を有する者 
３ 入札参加申込書等の配付 

(1) 配付期間 平成１８年７月３日（月）から１４日（金）まで 
(2) 配付場所 津市財務部契約財産課工事契約担当（059-229-3122）又は 

       津市ホームページ「入札情報」からダウンロード 
４ 入札参加資格の確認等 

(1) 本件工事の条件付一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込書

等を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 
ア 提出期間 平成１８年７月３日（月）から１４日（金）まで 

  イ 提出場所 津市財務部契約財産課工事契約担当（059-229-3122） 
  ウ 提出方法 持参によるものとし、郵送によるものは受け付けない。 

(2) 提出書類 
  ア 津市条件付一般競争入札参加申込書 
  イ 機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可証の写し 
  ウ 審査基準日が平成１６年１０月 1 日から平成１７年９月３０日までの

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 
  エ 配置予定監理技術者（３ヶ月以上雇用関係が継続していること。）に係

る監理技術者資格者証の写し（平成１６年３月１日以降に交付されたも

のについては、監理技術者講習修了証の写しも添付のこと。） 
  オ 上記２（９）に規定する施工実績を証する書類（工種、工期、請負金

額、工事内容等） 
カ 施工計画書 

(3) 入札参加資格の審査結果については、文書により通知する。 
５ 設計図書等の閲覧等 

(1) 閲覧 
  ア 閲覧期間 平成１８年７月３日（月）から８月４日（金）まで 
  イ 閲覧場所 津市財務部契約財産課工事契約担当及び津市都市計画部久

居工事事務所 
(2) 購入 

  ア 購入期間 上記（１）アに同じ 
  イ 購入場所 津市大里窪田町字平尾前１５３０番地 
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         株式会社 ポップ（059-233-3636） 
６ 入札方法 
  入札方法は、郵便による入札とし、入札書及び積算内訳書（指定様式に限

る。） 並びに設計図書購入の領収書の写し等を指定された封筒に封入の上、

一般書留・簡易書留・配達記録郵便のいずれかの方法で郵送するものとし、

持参は認めない。 
(1) 入札書の郵送期間 

   適格通知書受領の日から平成１８年８月４日（金）まで 
(2) 入札書の郵送提出先 

   〒514-8799 津中央郵便局留 津市役所契約財産課宛 
７ 開札の日時及び場所 

(1) 日時 平成１８年８月９日（水）午後２時から 
(2) 場所 津市庁舎７階入札室 

８ 入札保証金 
  入札の際に入札価格の１００分の３以上の入札保証金を納付しなければな

らない。ただし、規則第１５条第１項各号のいずれかに該当するときは、免

除する。 
９ 契約保証金 
  契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しな

ければならない。ただし、規則第２７条第１項に規定する有価証券等又は金

融機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供すること

により、契約保証金の納付に代えることができる。 
  また、規則第２８条第１項第１号に規定する履行保証保険契約に係る保険

証券又は同項第２号に規定する工事履行保証契約に係る保証証券を提出する

ことにより、契約保証金の納付を免除することができる。 
１０ 開札の立会い 
  開札に当たり、資格を有すると認められた者の中から立会人３者を選定し、

該当者に連絡する。 
１１ 入札の無効 
  要領第１５条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
１２ 最低制限価格 
  規則第１２条の規定に基づき、最低制限価格を設ける。 
１３ その他の注意事項 

(1) 入札書は、指定した封筒に入れ、封印し、開札日時、工事件名、入札者

の住所、商号（名称）を記入すること。 
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(2) 前金払 有 
(3) 部分払 無 
(4) 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５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、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 
(5) この契約の締結については、議会の議決を要するものであるため、落札

後速やかに仮契約を締結し、当該議決を経た後直ちに本契約とする。 
(6) この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とする。 
(7) 談合情報、天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができな

いときは、入札を延期又は中止することがある。 
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津市公告第６８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１８年７月４日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１８年６月２９日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市島崎町１７９－１ほか１６筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  東京都新宿区西新宿六丁目５－１ 新宿アイランドタワー９Ｆ 

  株式会社エムシーコーポレーション 

  代表取締役 木下 直哉 
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津市公告第６９号 

 次のとおり条件付一般競争入札を執行するので、津市契約規則（平成１８年

津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の規定により公告する｡ 

  平成１８年７月５日 

 

  津市長 松 田 直 久   

 

１ 入札に付する事項 

（１）物件   災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 

（２）納入場所 津市久居明神町２２７６番地 

 津市消防本部 

（３）納入期限 本契約の締結の日から１５０日間 

２ 入札参加者に必要な資格（次の各号のいずれにも該当する者であること。） 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項及び第２項の規定により一般 

競争入札に参加することができない者でない者 

（２）津市物件等調達業者に対する指名停止基準により、指名停止等を受け 

ている期間中でない者 

（３）平成１８年度津市競争入札参加者名簿（物件等）の希望業種を「その

他販売（消防・保安・防災用品）」、「車両・船舶（特殊車両販売・修理）」

又は「車両・船舶（一般車両販売・修理）」とし、かつ当該物件と同等

の納入実績を有する者 

３ 応募受付期間 

  平成１８年７月５日（水）から同年７月１２日（水）まで 

４ 応募者が提出すべき書類 

（１）津市条件付一般競争入札参加申込書 

（２）納入実績を証する書類 

５ 入札の日時 

  平成１８年７月２６日（水）午後１時３０分 

６ 開札の日時 

  平成１８年７月２６日（水）午後１時３０分 

７ 入札及び開札の場所 

  津市消防本部内研修室（３階） 

８ 入札の心得、契約条項その他入札に必要な事項を示す期間及び場所 

（１）期間 平成１８年７月５日（水）から同年７月１２日（水）まで 

（２）場所 津市消防本部消防総務課 
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９ 入札保証金 

入札の際に入札価格の１００分の３以上の入札保証金を納付しなければな 

らない｡ただし、規則第１５条第１項各号のいずれかに該当するときは、免除

する｡ 

10 契約保証金 

  契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しな 

ければならない｡ただし、規則第２７条第１項に規定する有価証券等又は金融

機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供することに

より、契約保証金の納付に代えることができる｡ 

  又、同規則第２８条第１項第１号に規定する履行保証保険契約に係る保険 

証券又は同項第２号に規定する工事履行保証契約に係る保証証券を提出する 

ことにより、契約保証金の納付を免除することができる｡ 

11 入札の無効 

  津市建設工事等条件付一般競争入札実施要領第１５条各号の一に該当する

入札は、無効とする｡ 

12 その他 

（１）入札時に第１回目の入札金額の根拠となった物件等に係る積算内訳書 

を提出すること｡ 

（２）この契約の締結については、議会の議決を要するものであるため、落 

札後速やかに仮契約書を作成し、当該議決を経た後直ちに本契約とする。 

（３）この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とする。 

（４） 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、 

入札を延期又は中止することがある｡ 
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津市公告第７０号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年７月６日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年７月５日  
２ 抑留期間 平成１８年７月７日まで  

番号  
捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  白塚町  雑種  黒白  メス  中  不明  
 

２  白塚町  雑種  白茶  メス  中  不明  
 

 
３ 公示期間 平成１８年７月６日から平成１８年７月７日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  
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津市公告第７１号 

次のとおり一般競争入札を執行するので、津市契約規則（平成１８年津市規

則第４０号）第４条の規定により公告する。 

  平成１８年７月７日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

１ 入札に関する事項 

（１） 件名      市有公用車公売 

（２） 車両概要 

  ア 車両番号   三重５２せ８０４６  
    車名     グロリア      走行距離  ５５，１８０ＫＭ  
    グレード   クラシック     色     黒  
    排気量（Ｌ） １．９９      備考    ４ドア セダン  
    購入年月日  昭和６３年４月２７日   
    車検有効期限 平成１９年４月３０日               
  イ 車両番号   三重３３ふ６４７７  
    車名     クラウン      走行距離  ７０，６９０ＫＭ  
    グレード   ロイヤル      色     黒            
           サルーンＧ     備考    ４ドア セダン        

    排気量（Ｌ） ２．９９   
    購入年月日  平成６年４月２８日   
    車検有効期限 平成１９年４月２７日  
  ウ 車両番号   三重３３ふ６２８９  
    車名     シーマ       走行距離 １００，５６０ＫＭ  
    グレード   ツーリング・    色     黒            
           セレクション    備考    ４ドア セダン        

    排気量（Ｌ） ２．９６    
    購入年月日  平成６年４月２８日   
    車検有効期限 平成１９年４月２６日  
  エ 車両番号   三重３３そ８９４０  
    車名     クラウン      走行距離 １０８，３３０ＫＭ  
    グレード   ロイヤルサルーン  色     黒            
    排気量（Ｌ） ２．９５      備考    ４ドア セダン        

    購入年月日  平成１年１１月８日  
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    購入年月日  平成１年１１月８日   
    車検有効期限 平成１８年１０月２９日  
  オ 車両番号   三重３３り４９２１  
    車名     クラウン      走行距離 １３２，６００ＫＭ  
    グレード   ロイヤルサルーン  色     黒        
    排気量（Ｌ） ２．４９      備考    ４ドア セダン        
    購入年月日  平成８年１０月１１日   
    車検有効期限 平成１８年１０月１０日               
  カ 車両番号   三重３３そ４８１  
    車名     クラウン      走行距離 １５６，８２０ＫＭ  
    グレード   ロイヤル      色     黒     
           サルーンＧ     備考    ４ドア セダン        

    排気量（Ｌ） ２．９５       
    購入年月日  昭和６３年２月１９日   
    車検有効期限 平成１９年２月１８日  
  キ 車両番号   三５８む６０３８  
    車名     セドリック     走行距離 １２５，６７０ＫＭ  
    グレード   ＳＧＬ       色     黒  
    排気量（Ｌ） １．９９      備考    ４ドア セダン  
    購入年月日  昭和６１年５月１４日   
    車検有効期限 平成１９年５月１３日  
  ク 車両番号   １  
    車名     クラウン      走行距離  ３９，５８０ＫＭ  
    グレード   ロイヤルサルーン  色     黒       
    排気量（Ｌ） ２．４９      備考    霊柩車      

   購入年月日  平成７年１１月２８日   
    車検有効期限 平成１９年１１月２９日  
  ケ 車両番号   ２  
    車名     クラウン      走行距離 １２２，１１０ＫＭ  
    グレード   スーパー      色     黒  
           デラックス     備考    霊柩車        
    排気量（Ｌ） １．９８    
    購入年月日  平成６年１１月２８日   
    車検有効期限 平成１８年１１月６日  
（３） 最低落札価格（左のカタカナは車両概要の記号）  
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ア  １９，７１０円  車両価格、リサイクル料、自賠責残月分含む  

イ  ６９，５９０円  車両価格、リサイクル料、自賠責残月分含む  

ウ  １０２，４２０円  車両価格、リサイクル料、自賠責残月分含む  

エ  ３，０００円  車両価格、自賠責残月分含む  

オ ９４，９７０円 車両価格、リサイクル料、自賠責残月分含む 

カ １７，５９０円 車両価格、リサイクル料、自賠責残月分含む 

キ  ２２，０００円  車両価格、リサイクル料、自賠責残月分含む  

ク  １１６，５９０円  車両価格、リサイクル料、自賠責残月分含む  

ケ  ２０１，０００円  車両価格、自賠責残月分含む  

２ 入札参加者に必要な資格  
  市町村税を完納した個人又は法人を対象とした市内外の者  
３ 売却車両の展示等  
（１） 展示  
  ア 展示日  平成１８年７月２９日（土）午後１時から午後５時まで  
         平成１８年７月３０日（日）午後１時から午後５時まで  
         （雨天決行）       
  イ 展示場所 津市西丸之内２３番１号 お城西公園   
         霊柩車は津市斎場（津市半田３２４７番地１）に展示  
４ 入札方法  
  入札書を直接津市役所６階契約財産課財産管理担当へ持参又は、郵送によ  
 によるものとする。  
（１）入札書の書き方  
   購入申し込みは１人で複数台申し込むことができるが、入札書は希望車  

 両１台ごとに必要。  
   入札書には入札者の住所、氏名、入札金額、車両番号、車名及びグレー

ドを記入し、必ず押印すること。なお、入札金額の訂正は無効とする。  
   入札書の日付は、開札日である平成１８年８月１０日を記入すること。  
（２）入札用封筒  
   封筒は、希望車両１台ごとに作成すること。  
  車両番号、車名、差出人の住所及び氏名を記入し、入札書、市町村税完納

証明書（発行できない場合は過去 2 年間の納税証明書）及び（複数台申込

みの者は２台目からコピー可）を入れ封筒の裏面に３箇所の割印をするこ

と。割印のない封筒については無効とする。  
（３）その他  
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   １物件に２枚以上の入札書を提出すると、その入札書はいずれも無効と

する。   
（４）  郵送の場合  

宛先  
    〒  ５１４－８７９９  
    津中央郵便局留  
   津市役所 契約財産課 財産管理担当  行  
   郵送については「一般書留」「簡易書留」「配達記録郵便」のいずれかの  
  方法で郵送するものとし、開札が終わるまで差出控えを保管すること。  
   普通郵便は無効となる。  
（５）入札書の受付期間  
   平成１８年７月３１日（月）から平成１８年８月７日（月）までの土、

日を除く午前８時３０分から午後５時１５分までとする。ただし、郵送に

よる場合は８月７日（月）の局留めとする。  
５ 開札の日時  
  平成１８年８月１０日（木）午前９時 津市役所 ６階６１会議室  
６ 落札者の決定  
（１）  最低落札価格以上で最高の価格をもって有効な入札をされた者を落札  
   者とする。  
（２） 最低最高の価格が同額の場合、くじ（開札の立会い人）により決定する  

ものとする。  
（３）  落札者には郵便で通知する。  
（４） 落札者から辞退届が提出された場合は、次の高額入札者が落札の権利を

有するものし、以後同様とする。  
（５）  不正行為等が確認された場合は取消しとする。  
７ 落札後の手続き  
  落札者は通知により開札日の翌日から２週間以内に入金及び名義変更を行  

い、確認後に車両（公有財産）を引渡しするものとする。  
８ 付帯条件  
（１）  名義変更手続き等（書類代、車両登録番号の変更を含む。）は落札者自

らの負担で行うこととする。  
（２） 入札物件は現状渡しとし、引渡し後の不調や故障についての補償は一切

行わない。  
９ 問い合わせ先  
  津市西丸之内２３番１号  
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  津市役所 財務部契約財産課 財産管理担当  
 （０５９－２２９－３１２６）  

1０ その他  
（１） 公用車公売の案内書は、契約財産課財産管理担当、各総合支所総務課、 
   各出張所及び展示会場に備える。  
（２）  売却車両は移動により、走行距離が増える場合がある。  
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津市公告第７２号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年７月７日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年７月７日  
２ 抑留期間 平成１８年７月１０日まで  

番号  
捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  垂水  雑種  茶  オス  中  不明  茶色の首輪

 
３ 公示期間 平成１８年７月７日から平成１８年７月１０日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  
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津市公告第７３号 
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、次の

ように津市農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 
   平成１８年７月１０日 
 
                         津市長 松 田 直 久 
 
    （ 「次のように」は省略し、その関係書類を津市農林水産部農林水産課に備え 
    置いて縦覧に供する。 ） 
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津市公告第７４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告する。 

  平成１８年７月１１日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成１８年７月３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市芸濃町椋本字東豊久野２９４８－３ほか５筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市芸濃町椋本３７１９－２ 

  村上 鉄夫  
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津市公告第７５号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年７月１１日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年７月１０日  
２ 抑留期間 平成１８年７月１３日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  藤方  

  
 

雑種  

 

うす茶 オス  中  不明  首輪なし  

 
３ 公示期間 平成１８年７月１１日から平成１８年７月１３日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  
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津市公告第７６号  
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

示します。  
  平成１８年７月１４日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 抑留日  平成１８年７月１２日  
２ 抑留期間 平成１８年７月１８日まで  

番号  捕獲した  
場所  

種類  毛色  性別  体格  年齢  その他  

１  白塚町  

  
 

雑種  

 

黒白  オス  中  不明  首輪なし  

２  白塚町  雑種  黒白  オス  中  不明  首輪なし  

３  白塚町  雑種  黒白  メス  中  不明  首輪なし  

４  白塚町  雑種  黒白  不明  中  不明  首輪なし  

 
３ 公示期間 平成１８年７月１４日から平成１８年７月１８日まで  
４ 連絡先 津市環境部環境保全課  
         電話 ０５９－２２９－３２８２  
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課  
         電話 ０５９－２２３－５１９２  
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津市選挙管理委員会告示第６７号  
 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により、次の者を

選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により告示する。  
  平成１８年７月１１日  

 
                       津市選挙管理委員会  
                       委員長 大 橋 達 郎  

 
 １ 抹 消 者 数 
              男       女       計  
             ２２６人    １９０人    ４１６人  

 
 ２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管  

 
 ３ 抹 消 し た 年 月 日  平成１８年７月１１日  
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津市選挙管理委員会告示第６８号  
 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１１の規定により、次

の者を在外選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により告示する。  
  平成１８年７月１１日  

 
                       津市選挙管理委員会  
                       委員長 大 橋 達 郎  

 
 １ 抹 消 者 数 
              男       女       計  
             ２人      ０人      ２人  

 
 ２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管  

 
 ３ 抹 消 し た 年 月 日  平成１８年７月１１日  
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