
 

 

公有財産売却に係る仕様書 
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尾三消防組合 

 



公有財産売却に係る仕様書 

 １ 公有財産売却対象車両 

   一般競争入札による対象車両４台は下記のとおりです。 

（１）物件番号Ｒ３－２ トヨタ 高規格救急自動車① 

ア 車両の規格  

自動車登録番号  名古屋８３９ ね １１９  

登録年月日／交付年月日  令和３０年４月１３日  

初度登録年月  平成２１年１１月  

自動車の種別  普通  

用途  特種  

自家用、事業用の別  自家用  

車体の形状  救急車  

車名  トヨタ  

型式  ＣＢＦ－ＴＲＨ２２６Ｓ  

乗車定員  ７人  

最大積載量  －  

車両重量  ２，８４０ｋｇ  

車両総重量  ３，２２５ｋｇ  

車台番号  ＴＲＨ２２６－０００６６９０  

原動機の型式  ２ＴＲ  

長さ  ５６７ｃｍ  

幅  １８９ｃｍ  

高さ  ２４９ｃｍ  

総排気量  ２．６９Ｌ  

燃料の種類  ガソリン  

前前軸重  １，５４０ｋｇ  

後後軸重  １，３００ｋｇ  

有効期間の満了する日  令和３年１１月１８日  

走行距離  

(令和３年１０月末日現在 ) 
９１，０８６ｋｍ  

ＭＴ車・ＡＴ車の別  ＡＴ車  

特記事項  

・一時抹消登録  

・使用車種規制 (ＮＯｘ・ＰＭ )適合  

・ストレッチャーあり、医療器具なし。  

・ドライブレコーダーあり。  

・四輪駆動  

 

   ・保管場所移動のため、走行距離は増加することがあります。  

   ・バッテリーの低下により、引渡時にはブースターで起動する可能性があります。  

 

 



  

 

注意事項  

・ドライブレコーダー、ナビあり。 

・スタッドレスタイヤあり。 

・ホイルセンターキャップ１個なし 

・消防用機器(消火器を除く)、回転灯、サイレンは引渡し時までに取り外します。消防用機

器を外すことにより、内装等に穴が空いた状態になることがあります。 

・下見会で積載してある資器材が入札対象となります。 

・一時抹消登録後の引渡しとなります。 

・預託金(リサイクル券)、消費税は売却価格に含みます。 

・使用及び経年により、キズ、塗装の剥がれや劣化がありますので、下見会でのご確認をお

すすめします。 

・いかなる理由であっても、落札後のクレーム返品は致しかねます。 

・車両の背景に写っている建物等は、入札の対象外です。 

・写真は当組合職員が撮影したものであり、実際の色合い状態が異なっている場合がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



イ　車両写真

トヨタ　高規格救急車①         前面

背面         右側面

左側面         ステアリング、運転席及び助手席

車内         車内



車内         車内

運転席　シート破れあり         後部席　シート破れあり

        



 

 (２)物件番号Ｒ３－３ トヨタ 高規格救急自動車② 

ア 車両の規格 

自動車登録番号  名古屋８３９ ぬ １１９  

登録年月日／交付年月日  平成３０年４月１３日  

初度登録年月  平成２１年１１月  

自動車の種別  普通  

用途  特種  

自家用、事業用の別  自家用  

車体の形状  救急車  

車名  トヨタ  

型式  ＣＢＦ－ＴＲＨ２２６Ｓ  

乗車定員  ７人  

最大積載量  －  

車両重量  ２，８９０ｋｇ  

車両総重量  ３，２７５ｋｇ  

車台番号  ＴＲＨ２２６－０００６８７３  

原動機の型式  ２ＴＲ  

長さ  ５６２ｃｍ  

幅  １８９ｃｍ  

高さ  ２４９ｃｍ  

総排気量  ２．６９Ｌ  

燃料の種類  ガソリン  

前前軸重  １，５３０ｋｇ  

後後軸重  １，３６０ｋｇ  

有効期間の満了する日  令和３年１１月２９日  

走行距離  

(令和３年１０月末日現在 ) 
１１０，３５４ｋｍ  

ＭＴ車・ＡＴ車の別  ＡＴ車  

特記事項  

・使用車種規制 (ＮＯｘ・ＰＭ )適合  

・ストレッチャーなし、医療器具なし。  

・ドライブレコーダーあり。  

・四輪駆動  

 

・保管場所移動のため、走行距離は増加することがあります。 

   ・バッテリーの低下により、引渡時にはブースターで起動する可能性があります。  

 

 

 

 

 



 

注意事項  

・ドライブレコーダー、ナビあり。 

・ストレッチャーなし。 

・消防用機器(消火器を除く)、回転灯、サイレンは引渡し時までに取り外します。消防用機

器を外すことにより、内装等に穴が空いた状態になることがあります。 

・下見会で積載してある資器材が入札対象となります。 

・一時抹消登録後の引渡しとなります。 

・預託金(リサイクル券)、消費税は売却価格に含みます。 

・使用及び経年により、キズ、塗装の剥がれや劣化がありますので、下見会でのご確認をお

すすめします。 

・いかなる理由であっても、落札後のクレーム返品は致しかねます。 

・車両の背景に写っている建物等は、入札の対象外です。 

・写真は当組合職員が撮影したものであり、実際の色合い状態が異なっている場合がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



イ　車両写真

トヨタ　高規格救急車②         前面

背面         右側面

左側面         ステアリング、運転席及び助手席

車内         車内



車内         車内

運転席　シート補修あり         後部席　シート破れあり

        



 

(３)物件番号Ｒ３－４ 日野 救助工作車 

ア 車両の規格 

自動車登録番号  名古屋８３２ め １１９  

登録年月日／交付年月日  平成３０年４月１３日  

初度登録年月  平成１３年１０月  

自動車の種別  普通  

用途  特種  

自家用、事業用の別  自家用  

車体の形状  消防車  

車名  日野  

型式  ＫＬ－ＦＧ１ＪＪＤＡ改  

乗車定員  ６人  

最大積載量  －  

車両重量  １２，５３０ｋｇ  

車両総重量  １２，８６０ｋｇ  

車台番号  ＦＧ１ＪＪＤ１００６３  

原動機の型式  Ｊ０８Ｃ  

長さ  ８５７ｃｍ  

幅  ２４７ｃｍ  

高さ  ３３４ｃｍ  

総排気量  ７．９６Ｌ  

燃料の種類  軽油  

前前軸重  ３，６９０ｋｇ  

後後軸重  ８，８４０ｋｇ  

有効期間の満了する日  令和３年１０月３０日  

走行距離  

(令和３年１０月末日現在 ) 
１２，８９７ｋｍ  

ＭＴ車・ＡＴ車の別  ＭＴ車  

特記事項  

・使用車種規制 (ＮＯｘ・ＰＭ )適合  

・ドライブレコーダーあり。  

 

 

・保管場所移動のため、走行距離は増加することがあります。 

   ・バッテリーの低下により、引渡時にはブースターで起動する可能性があります。  

 

 

 

 

 

 



 

 

注意事項  

・ドライブレコーダー、カーオーディオあり。 

・消防用機器(消火器を除く)、回転灯、サイレン、消防章は引渡し時までに取り外します。

消防用機器を外すことにより、内装等に穴が空いた状態になることがあります。 

・下見会で積載してある資器材が入札対象となります。 

・一時抹消登録後の引渡しとなります。 

・預託金(リサイクル券)、消費税は売却価格に含みます。 

・使用及び経年により、キズ、塗装の剥がれや劣化がありますので、下見会でのご確認をお

すすめします。 

・いかなる理由であっても、落札後のクレーム返品は致しかねます。 

・車両の背景に写っている建物等は、入札の対象外です。 

・写真は当組合職員が撮影したものであり、実際の色合い状態が異なっている場合がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



イ　車両写真

日野　救助工作自動車         前面

背面         上部　車両照明電球なし

右面①         右面②

左面①         左面②



ステアリング         運転席　シート破れ

助手席         後部席

右面後部シャッター開放         左面後部シャッター開放



 

(４)物件番号Ｒ３－５ 日野 水槽付き消防ポンプ自動車  

ア 車両の規格 

自動車登録番号  名古屋８３２ む １１９  

登録年月日／交付年月日  平成３０年４月１３日  

初度登録年月  平成１３年１１月  

自動車の種別  普通  

用途  特種  

自家用、事業用の別  自家用  

車体の形状  消防車  

車名  日野  

型式  ＫＫ－ＧＤ１ＪＧＤＡ改  

乗車定員  ６人  

最大積載量  １，５００ｋｇ  

車両重量  ７，２７０ｋｇ  

車両総重量  ９，１００ｋｇ  

車台番号  ＧＤ１ＪＧＤ１０２５８  

原動機の型式  Ｊ０８Ｃ  

長さ  ６６３ｃｍ  

幅  ２３２ｃｍ  

高さ  ２９０ｃｍ  

総排気量  ７．９６Ｌ  

燃料の種類  軽油  

前前軸重  ２，４８０ｋｇ  

後後軸重  ４，７９０ｇ  

有効期間の満了する日  令和３年１１月６日  

走行距離  

(令和３年１０月末日現在 ) 
１９，６７３ｋｍ  

ＭＴ車・ＡＴ車の別  ＡＴ車  

特記事項  

・使用車種規制 (ＮＯｘ・ＰＭ )適合  

・ドライブレコーダーあり。  

 

・保管場所移動のため、走行距離は増加することがあります。 

   ・バッテリーの低下により、引渡時にはブースターで起動する可能性があります。  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

注意事項  

・ドライブレコーダー、カーオーディオあり。 

・消防用機器(消火器を除く)、回転灯、サイレン、消防章は引渡し時までに取り外します。

消防用機器を外すことにより、内装等に穴が空いた状態になることがあります。 

・下見会で積載してある資器材が入札対象となります。 

・車両は一時抹消登録後の引渡しとなります。 

・預託金(リサイクル券)、消費税は売却価格に含みます。 

・使用及び経年により、キズ、塗装の剥がれや劣化がありますので、下見会でのご確認をお

すすめします。 

・いかなる理由であっても、落札後のクレーム返品は致しかねます。 

・車両の背景に写っている建物等は、入札の対象外です。 

・写真は当組合職員が撮影したものであり、実際の色合い状態が異なっている場合がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



イ　車両写真

日野　水槽付き消防ポンプ自動車         前面

背面         上部

右面①         右面②

左面①         左面②



ステアリング         運転席　シート破れ

助手席         後部席　シート破れ

右面後部シャッター開放         左面後部シャッター開放



 

２ 引渡しの条件 

（１）契約金額の納付確認後、引渡しをします。 

（２）車両の引渡しは現状による引渡しとなるため、引渡し後の不具合等については一切保

障しません。 

（３）車両の廃車又は名義変更は買受人が行い、車両の登録抹消又は移転登録の写しを提出

してください。諸手続きに関する費用は全て買受人の負担とします。 

（４）車両各部に貼付されている所属表示、エンブレム等の当組合の消防車である旨を示す

ステッカー類を削除し、赤色灯、サイレン及びサイレンアンプを撤去した状態での引渡

しとなります。 

（５）車両の引渡しは、当組合が指定する場所において直接引渡すこととし、引渡場所まで

来られない場合は、買受人の負担で対応していただきます。 


