入 札 説 明 書
この入札説明書は「夢！きらリンク愛知国体競技会場設営・撤去等業務」に係る一般競争
入札（以下「入札」という。）に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び
契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、
入札参加希望者は、
次の事項を熟読の上、
入札書等を提出されるようお願いいたします。
１

業務内容
(1) 業務の名称
夢！きらリンク愛知国体競技会場設営・撤去等業務
(2) 業務の仕様等
別添「夢！きらリンク愛知国体競技会場設営・撤去等業務仕様書」のとおり

２

競争入札参加資格
この入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた者とします。
(1) 愛知県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。
(2) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）
第 167 条の４に規定する者でないこと。
(3) 公告の日から開札の日までの期間において、愛知県から、入札参加資格（指名）停
止の措置を受けていない者であること。
(4) 公告の日から開札の日までの期間において、
「愛知県が行う事務及び事業からの暴力
団排除に関する合意書」
（平成 24 年６月 29 日付愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）
1(1)アに規定する排除措置を受けていない者であること。
(5) 入札参加申込書提出時点において、物品の製造等に係る令和２・３年度愛知県入札
参加資格者名簿に大分類「03.役務の提供等」、中分類「03.映画等製作・広告・催事」
、
小分類「03. 催事」
、細分類「02 会場設営」に登録されている者であること。
(6) 平成 29 年４月１日から令和２年９月 22 日までに、国民体育大会又は国・地方公共
団体（国・地方公共団体が組織した実行委員会等を含む。）が行う全国規模のスポーツ
大会において、競技会場の装飾施工業務を請け負った実績を有する者であること。

３

競争入札参加資格の確認等
(1) 提出書類
入札に参加しようとする者は、ア及びイの書類を提出し、競争入札参加資格の確認を
受けなければなりません。なお、競争入札参加資格の確認に必要な確認申請書等の記載
内容について説明を求められたときは、これに応じなければなりません。

※

ア

競争入札参加資格確認申請書（様式１）

イ

契約実績証明書（様式２）
様式は以下の Web ページアドレスからダウンロードしてください。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sports/yume-kirarink-kaijosetsuei.html

(2) 提出場所
第 76 回国民体育大会冬季大会スケート競技会（ショートトラック・フィギュア）・
アイスホッケー競技会愛知県実行委員会事務局（愛知県スポーツ局スポーツ振興課内）
名古屋市中区三の丸三丁目１番２号（西庁舎８階）（郵便番号 460-8501）
(3) 提出期限
令和２年９月 23 日(水)午後５時まで
なお、郵送による申請の場合は、書留郵便に限り、令和２年９月 23 日(水)午後５時
必着とします。
(4) 提出書類に関する注意事項
ア

提出書類の作成に要する費用は申請者の負担とします。

イ

提出された書類は申請者に返却しません。また、原則として公表せず、無断で使用
することはしないものとします。

ウ

第 76 回国民体育大会冬季大会スケート競技会（ショートトラック・フィギュア）・
アイスホッケー競技会愛知県実行委員会事務局が指示した場合を除き、提出書類の差
替え及び追加提出は認めません。

(5) 競争入札参加資格の確認結果
確認申請書を提出した者に対して、令和２年９月 29 日 (火)午後２時までに競争入
札参加資格の有無を連絡します。
(6) その他
提出期限内に確認申請書等を提出していない者及び競争入札参加資格がないと認め
られた者は、入札に参加することはできません。
４

現地確認
以下のとおり現地確認を行うことができます。
(1) 実施日時
令和２年９月８日（火）から９月 11 日（金）までの午前 10 時から午後３時まで。
(2)申込方法
事前にモリコロパークアイススケート場の事務所へ電話にて申し込みを行った上で
来場し、事務所で入場許可証を受け取ってから入場してください。
電話(0561)64-1130
※本電話番号は公園管理事務所の電話番号となりますので、電話口でアイススケート
場の事務所へ繋ぐようお伝えください。
(3) その他
ア

モリコロパークアイススケート場の事務所職員に対しては、本業務に関する質問

等は行えません。
イ

現地確認は入札参加の必須条件ではありませんので、希望者のみが行ってくださ

い。

５

入札説明書及び仕様書に対する質問及び回答
(1) 質問
入札説明書及び仕様書に対する質問は、令和２年９月 14 日（月）午後５時までに質
問書（様式３）を下記メールアドレスへ電子メールにより提出してください。
メールアドレス

sports@pref.aichi.lg.jp

(2) 回答
質問に対する回答は、令和２年９月 17 日（木）までに愛知県公式 Web サイトで回答
します。
６

入札執行及び開札に関する日程等
(1) 入札執行及び開札日時
令和２年９月 30 日（水）午後２時から
(2) 入札執行及び開札場所
愛知県庁西庁舎８階愛知県スポーツ局会議室Ａ
名古屋市中区三の丸三丁目１番２号（郵便番号 460-8501）
(3) 入札の辞退
上記３により、入札参加資格を認められた者は、落札者が決定するまでは、入札辞退
届（様式４-１）（再度入札にあたっては、再度入札辞退届（様式４-２））により入札
を辞退することができます。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以降の指名等について、不利益な取り
扱いを受けることはありません。
(4) 入札書の作成方法
入札書（様式５）には、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職氏名を記入の上、
押印してください。（代理人の方が入札される場合は、入札者の欄に委任者の住所等を
記入し、その下に代理人の住所等を記入の上、代理人の方の印鑑を押してください。）
金額の記入は、算用数字を用い、最初の数字の前に「金」の文字を記入してくださ
い。
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 10 に相当す
る金額を加算した金額（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ため、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 110 分の 100
に相当する金額を入札書に記載してください。
誤字等を加除訂正した場合にはその箇所に押印してください。なお、金額の訂正はで
きませんのでご注意ください。
入札書は封筒に入れ、封緘し、入札者の住所等を封筒に表記してください。（別添封
筒書式を参照）
(5) 入札の方法等
入札執行及び開札場所には、入札者でなければ入場できません。
入札書は、会場に設置された入札箱に差し出さなければなりません。提出した入札書

は、その事由のいかんにかかわらず書換え、引換え又は撤回することはできません。
(6) 入札の無効
愛知県財務規則(昭和 39 年愛知財務規則第 10 号。以下「財務規則」という。）第
152 条(入札の無効)の規定に準じ、当該条項に該当する入札及び競争入札資格確認申請
書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札は無効とし、
無効の入札を行った者を落
札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
なお、
競争入札参加資格のあることを確認された者であっても、落札決定時において、
上記２に掲げる資格のない者は、競争入札参加資格のない者に該当します。
(7） 開札
開札は、入札後直ちに入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその代理人が
開札場所に同席しない場合には、入札に関係ない事務局の職員を立ち会わせて開札し
ます。この場合、異議の申し立てはできません。
(8) 落札者の決定方法
財務規則第 153 条第１項の規定に準じて作成された予定価格の制限の範囲内で最低
の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
なお、
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者が複数いた場合は、
当該入札者によるくじ引きにより落札者を決定します。当該入札者のうち、くじを引か
ない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる
ものとします。
(9) 再度入札
開札の結果、落札とならなかった場合は、再度入札を行います。再度入札の回数は１
回とします。
(10) 入札不調
再度の入札に付し落札者がない場合で、当該入札の最低価格から随意契約が可能であ
ると判断されるときは、地方自治法施行令第167条の２第１項８号の規定により、最低
の価格をもって入札した者から見積書を徴取し、
予定価格の制限の範囲内で随意契約に
より契約を締結します。
（11）入札の取りやめ等
入札希望者が連合し、又は不穏な行為をなす等の場合において、入札を公正に執行す
ることが出来ないと認められるときは、当該入札希望者を入札に参加させず、または入
札の執行を延期し、もしくは取りやめることがあります。
７

入札保証金
(1) 入札保証金の納付
入札に参加しようとする者は、財務規則第 152 条の２に準じて、入札日に見積金額の
100 分の５以上の金額の入札保証金（財務規則第 152 条の４に規定する入札保証金に
代わる担保も含む）を納めなければなりません。

ただし、財務規則 152 条の３の規定に準じ、納付を免除されたときは、この限りで
はありません。なお、入札保証金の免除の可否については、競争入札参加資格の確認結
果と合わせて通知します。
入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供がなく、入札保証金を免除され
る者であることが確認できない場合、その者は入札に参加できません。また、その者が
行った入札は無効となります。
(2) 入札参加者への入札保証金の還付
入札保証金は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の入札者に対しては、入
札執行後に還付します。なお、落札者の入札保証金は、申し出により契約保証金の一部
に充当することができます。
(3) 入札辞退者への入札保証金の還付
入札を辞退した者は、落札者決定後にこれを還付します。
(4) 入札保証金の還付に係る利息の取り扱い
入札保証金を納付した者は、
入札保証金を納付した日からその還付を受ける日までの
期間に対する利息の支払いを請求することが出来ません。
(5) 落札者が契約を締結しないときの入札保証金の取り扱い
落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付した入札保証金は第 76 回国民
体育大会冬季大会スケート競技会(ショートトラック・フィギュア)・アイスホッケー
競技会愛知県実行委員会に帰属するものとします。
８

その他
(1) 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限ります。
(2) 契約書作成の要否
要（契約書（案）のとおり）

（3）契約保証金
落札者は、契約の締結時までに、財務規則第 129 条の２に準じ、契約金額の 100 分
の 10 以上の契約保証金の納付（財務規則第 129 条の４に規定する契約保証金に代わる
担保の提供を含む。）をしなければなりません。落札者が、財務規則第 129 条の３ に
該当するときは、契約保証金の全部、又は一部の納付を免除するものとします。
(4) 落札者の資格喪失
開札日から契約締結日までの期間において、
上記２に掲げる資格のないものは契約を
締結しないものとします。
(5) 特定の不正行為等に対する措置
本件入札に係る契約に関し、談合、贈賄等の不正な事実が判明した場合には、本件入
札に係る契約を解除し、損害賠償を請求することがあります。
(6) 合意書等に基づく契約解除
合意書等に規定する排除措置を受けた場合には、契約を解除し、損害賠償を請求する
ことがあります。

(7) 妨害又は不当要求に対する届出義務
本件契約に関し、妨害又は不当要求を受けた場合は、速やかに第 76 回国民体育大会
冬季大会スケート競技会（ショートトラック・フィギュア）・アイスホッケー競技会愛
知県実行委員会に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければなりません。
これを
怠った場合は、
指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の
相手方としない措置を講じることがあります。
(8) その他
この入札説明書において、特別の定めのない事項については、愛知県入札心得（物品
の製造等）に準じて入札を執行します。
９

問い合わせ先
第７６回国民体育大会冬季大会スケート競技会（ショートトラック・フィギュア）・ア
イスホッケー競技会愛知県実行委員会事務局（愛知県スポーツ局スポーツ振興課内）
名古屋市中区三の丸三丁目１番２号（西庁舎８階）（郵便番号 460-8501）
電話（052）954－6819

