
岐南町告示第１１号 

 

一般競争入札告示 

 

 次のとおり、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 238 条の 4第 2項第 4号に基づき、下記のとおり岐

南町庁舎広告付地図案内板設置について一般競争入札を行いますので告示します。 

 

令和 ３年 １月２７日 

 

岐南町長 小島 英雄 

 

 

記 

1.入札に付する事項 

（1）仕様書番号 総務第 R2-168号 

（2）件名 岐南町広告付地図案内板設置 

（3）設置期間 令和 3年 4月 1 日から令和 8 年 3月 31日まで 

（4）設置場所 岐南町役場 1階ロビー 

（5）面積等 高さ 2.10ｍ程度、幅 2.55ｍ程度、奥行 0.15ｍ程度  

 

 

2.入札に参加する者に必要な資格及び条件 

入札に参加する者は、次の条件を満たすものとする。 

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こと。 

2 入札日において、岐南町入札参加資格者名簿に登載されていること。 

3 本町から指名停止を受けていないこと。 

4 町税等の滞納がないこと。 

5 岐南町が行う契約及び交付する補助金からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年９月３０日決裁） 

  第３条の規定に該当しない者であること。 

 

 

3.入札の参加申込み 

 （1）受付期間 令和 3年 1月 27日 ～ 令和 3年 2月 10日（土、日、祝日を除く） 

         午前 8時 30 分 ～ 午後 5時 15分 

 （2）提出先  岐南町役場 総務課  

 （3）提出書類 

 書類名 
法人 

本店 

法人 

支店

等 

個人 備考 

①  入札参加申込書（様式 1） ○ ○ ○  

②  誓約書（様式 2） ○ ○ ○  

③  登記事項証明書（写し可） ○ ○  ・法務局発行 



④  身分証明書（写し可）   ○ 
・代表者の身分証明書 

・本籍地の市区町村発行 

⑤  
登記されていないことの証

明書(写し可) 
   〇 

・代表者の「成年被後見人、被保佐人、

被補助人とする記録がない」証明書 

・東京法務局又は地方法務局(本局、支

局)で発行 

⑥ 
支店長等へ委任する際の 

委任状（様式 3） 
 ○  

・任意様式可 

⑦ 
納税証明書

（写し可） 

市町村民税 

（過去 2 年

分） 

○ ○ ○ 

・登録する営業所の所在地における市町

村民税 

・東京 23 区については都民税 

・完納証明書でも可 

消費税 ○ ○ ○ 

・税務署発行の「その 3・未納税額のな

い証明書」（その 3 の 2、その 3 の 3 で

も可） 

⑧ 実績一覧表 ○ ○ ○ 

2.入札に参加する者に必要な資格及び

条件 ④を確認できる、主な設置実績一

覧表（任意様式） 

⑨ 設置予定機器のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等 ○ ○ ○  

※提出書類の返却はいたしません。 

※各種証明書については、申込書提出日より 3ヶ月以内に発行されたものとします。 

 （4）その他 

    申込みの受付は、持参のみになります。郵送は受付けません。 

    入札参加の申込みがないと、入札参加できません。 

 

 

4.一般競争入札の日程等 

（1）入札日程について 別記一般競争入札日程表を参照のこと 

（2）仕様書等について 岐南町公式ホームページに添付する 

（3）質疑応答 別記一般競争入札日程表を参照のこと 

（4）入札保証金 免除 

（5）契約保証金 免除 

（6）開札 開札は「総務課」にて行う 

（7）無効な入札 岐南町契約規則第 14条の規定による 

（8）入札又は開札の中止 
天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を中止することがある。

この場合における損害は、各入札者の負担とする。 

（9）落札者の決定 

（1）落札決定にあたっては、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 110 分の 100

に相当する金額を入札書に記載するものとする。 

（2）有効な入札を行った者のうち、入札書に記載された金額が、予定価格

以上で、最高の金額をもって入札した者を落札者とする。 

（3）入札書には、総額を記載すること。 

（4）落札者となるべき同価格の入札者が 2人以上あるときは、くじで落札

者を決定する。なお、落札者となるべき同価格の入札者はくじを辞退

することはできない。 

 

（10）その他 

（1）賃借料のほか、別途電気使用料が必要となる。 

（2）その他、この通知に記載していない事項については、地方自治法・同

法施行令、本町の財務に関する規則及び岐南町自動販売機の設置に係

る行政財産の貸付けに関する要綱等の定めるところによる。 



一般競争入札日程表 

 

手続内容 期間・期日 方法・場所 

 

○入札参加申請

書及び質疑の受

付期間 

 

 

令和 3年 1月 27日（水）午前 8時 30 分から 

 

令和 3年 2月 10日（水）午後 5時 15 分まで 

【提出書類】 

 
「一般競争入札告示 3.入札の参加申
込み （3）提出書類」参照 

 
 
＜注意1＞ 
提出書類はﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ出来
ます。 
 
 

 

○入札参加資格

確認通知 

○質疑に対する

回答 

 

 

令和 3年 2月 15日（月）午後 5時 15分までに、

入札参加資格確認通知と質疑に対する回答を

行います。 

 

○入札受付 

 

令和 3年 2月 19日（金）午前 8時 30 分から 

 

令和 3年 2月 26日（金）午後 5時 15 分まで 

 

【必要書類等】 

・様式 4 の入札書 

又は任意様式（封印封緘すること） 

 

・場所：岐南町役場 3 階 

総務部 総務課 

 

 
 
【問い合わせ】 

岐阜県羽島郡岐南町八剣 7 丁目 107 番地 
岐南町役場 総務部 総務課 
電 話 058-247-1360 内線 323 
メール  soumu@town.ginan.lg.jp 

 


