足国実委第８５号
令和４年４月１日

事後審査型条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６
号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公告する。
いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会
足利市実行委員会
会長
早川 尚秀
１ 入札に付する事項
委 託

名

委託場所

いちご一会とちぎ国体ビーチバレーボール競技会場設営及び
撤去等業務
足利市特設ビーチバレーボール会場
あしかがフラワーパークプラザ（足利市民プラザ）

委託期間

令和４年９月１６日（金）まで

業務概要

(1) 詳細計画作成（修正及び変更業務を含む。
）
(2) 大会開催に必要な仮設物等の設営、配置転換、保守及び管
理業務（設営に伴う施設の常設物や現有備品等の移動及び
配置換え、運搬等を含む。）
(3) 大会終了後の仮設物等の撤去及び処分業務
(4) 大会終了後の競技会場等の原状回復業務
(5) 上記業務に必要な関係機関への申請及び調整業務
(6) その他本業務の実施に必要な業務

予定価格

18,826,800 円（消費税等抜き）

低入札調査基準価格又は
最低制限価格の設定
契約保証金

設定しない
免除

２ 入札に参加できる者に必要な資格要件等
公告日現在から開札日当日において、足利市の令和４・５年度物品購入・業務委託等認定業
者名簿の業種区分「005001：企画・デザイン・制作」に登録がある業者で、かつ次の要件を満
たしている者であること。
(1) 平成２８年度以降に開催された国体等において、市区町村又は市区町村実行委員会等が
発注した国体等に係る会場設営及び撤去等業務の元請としての履行実績があること。
(2) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。
(3) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定に基づく足利市の入札参加制限を受けて
いないこと。
(4) 足利市競争入札参加者指名停止要領に基づく指名停止期間中でないこと。
(5) 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
号に規定する暴力団若しくは同条第６号に規定する暴力団員又は足利市暴力団排除条例
（平成２４年足利市条例第２２号）第６条に規定する密接関係者でないこと。
(6) 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）に
基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。
(7) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立がなされている
者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立がなされ
ている者（ただし、会社更生法に基づく更生計画又は民事再生法に基づく再生計画につ
いて、裁判所の認可決定を受けた者を除く。
）でないこと。
(8) 国税（消費税等を含む）及び地方税を滞納していないこと。
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３ 競争入札参加手続等
(1) 事後審査型条件付き一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ次により参加を申請
することとし、入札参加資格を確認するための書類は、落札者とするための審査の必要が
ある者から開札後に提出を求めるものとする。
事後審査型条件付き一般競争入札参加申請書
入札参加申請書類
（以下「入札参加申請書」という。
）
いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会足利市実行委員会（以下
入札参加申請書
「実行委員会」という。
）ホームページからのダウンロードとする。
交付方法
http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/site/77kokutai-22zensupo-ashikaga/
令和４年４月１１日（月）午後５時まで（「足利市の休日を定める条例」
に規定する休日（以下「市の休日」という。
）を除く。）
入札参加申請書
提出期限等

提出場所：実行委員会事務局（足利市役所教育庁舎３階国体推進課内）
提出方法：持参又は郵送（提出期限必着。書留郵便に限る。
）
※持参の場合、午前８時３０分から午後５時００分まで
（正午から午後１時までを除く。）
※郵送の場合、事前に電話連絡の上、封筒に「いちご一会と
ちぎ国体ビーチバレーボール競技会場設営及び撤去等業務
委託参加申請書在中」と記し送付すること。

(2) 提出期限までに入札参加申請書を提出した者は、原則として当該入札に参加できるものと
する。
(3) 参加申請書を受領した際に、受領確認通知を交付する。
４ 仕様書
実行委員会ホームページからのダウンロードとする。
http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/site/77kok
utai-22zensupo-ashikaga/
質問書の配付は、いちご一会とちぎ国体・いちご一
会とちぎ大会足利市実行委員会ホームページからの
ダウンロードとする。
提出場所：実行委員会事務局（足利市役所教育庁舎
３階国体推進課内）
提出時間：午前８時３０分から午後５時００分まで
提出方法：事前に電話連絡の上、Fax にて送信する
こと。
(電話：0284-20-2176 Fax：0284-20-2214)

仕様書の閲覧

本公告日から令和４年
４月２０日（水）まで

仕様書に関する
質問

令和４年４月１４日
（木）まで（市の休日
を除く。）に書面によ
り提出

仕様書に関する
質問の回答

令和４年４月１８日（月）までに実行委員会ホームページに掲載

５ 現場確認
入札参加申請書を提出した者のうち、現場確認を希望する者に対して実施するものとする。
【確認期間】参加申請書提出後～４月１３日（水）
※現場確認を希望する者は、入札参加申請書に現場確認を希望する日（第２希望まで）を記
入すること。現場確認日を調整の上、後日実行委員会事務局から連絡するものとする。
６ 入札及び開札の日時及び会場
令和４年４月２１日（木）午前１０時００分 即時開札
日 時
入札書及び積算内訳書の配付は、実行委員会ホームページからのダウンロー
ドとする。
場 所

足利市役所教育庁舎３階会議室
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(1) 入札に際しては、地方自治法、地方自治法施行令及び足利市契約規則等を遵守するとともに、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為をしないこと。
(2) 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
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
入札書に記載すること。
(3) 提出した入札書等は、撤回又は差し替えをすることはできない。
(4) 開札は①いちご一会とちぎ国体ビーチバレーボール競技会場設営及び撤去等業務→②いちご
一会とちぎ国体レスリング競技会場設営及び撤去等業務→③いちご一会とちぎ国体ボウリン
グ競技会場設営及び撤去等業務→④いちご一会とちぎ国体ソフトボール競技会場設営及び撤
去等業務の順で行うものとする。
(5) 開札の結果、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候
補者とし、その者から徴取した入札参加資格確認書類の審査の結果、入札参加資格要件を満
たしている場合には、当該落札候補者を落札者とする。資格要件を満たしていない場合には、
次順位者から順次審査を行い適格者が確認できるまで行うものとする。
(6) 先に開札した入札の落札候補者は、次の入札にも参加することができる。
(7) 代理人により入札する場合は、委任状を提出しなければならない。
７ 入札の辞退
入札参加申請者は、入札を辞退することができるものとする。
(1) 入札を辞退する場合には、当該入札開始前までに辞退の届を次の方法により提出するも
のとする。
ア 提出方法
郵送又は持参
イ 提出先
〒326-8601 栃木県足利市本城三丁目２１４５番地
いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会足利市実行委員会
（足利市役所教育庁舎３階国体推進課内）
(2) 郵送する封筒には、次の事項を記載するものとする。
ア 表面に記載する事項
・辞退届在中
・開札年月日
・委託名
イ 裏面に記載する事項
・差出人の住所、商号又は名称、代表者の氏名、電話番号及びＦＡＸ番号
(3) 辞退の届には、次の事項を記載するものとする。（辞退届はホームページからのダウン
ロードとする。）
ア 委託名
イ 開札年月日
ウ 辞退理由
(4) 提出した辞退届は、撤回することができない。
８ 積算内訳書
(1) 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を提出すること。積算内
訳書の配布は、ホームページからのダウンロードとする。
(2) 積算内訳書は、入札書を提出する際に同封すること。
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９ 入札保証金
免除
１０ 契約保証金
免除
１１ 入札参加資格の確認等
(1) 入札参加資格確認手続
開札後に、落札者とするための入札参加資格の確認を行うので、落札候補者は次により、
入札参加資格確認の審査を受けなければならない。
ア 確認申請書類
(ｱ) 事後審査型条件付き一般競争入札参加資格要件確認申請書
(ｲ) 事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認書類
イ 確認申請書類の配付等
上記ア(ｱ)の配付は、実行委員会ホームページからのダウンロードを原則とする。
(2) 入札参加資格確認書類の提出期限、提出場所及び提出方法
ア 提出期限
事後審査型条件付き一般競争入札参加資格要件確認申請書及び入札参加資格確認書類
（以下「確認申請書等」という。）の提出を求められた日の翌日から起算して２日以内
（市の休日を除く。以下同じ。
）とする。
イ 提出場所：実行委員会事務局（足利市役所教育庁舎３階国体推進課内）
ウ 提出方法：持参又は郵送（提出期限必着。書留郵便に限る。
）
※持参の場合、午前８時３０分から午後５時００分まで（正午から午後１時までを除く。）
※郵送の場合、事前に電話連絡の上、封筒に「いちご一会とちぎ国体ビーチバレーボール
競技会場設営及び撤去等業務委託確認申請書等在中」と記し送付すること。
(3) 入札参加資格の確認に基づく落札の可否については、確認申請書等の提出期限日の翌日か
ら起算して２日以内に通知する。
(4) 落札候補者は、入札参加資格を有すると認められなかった場合は、前項の通知を受けた日
の翌日から起算して２日以内に、その理由について書面で問い合わせることができる。
(5) 落札候補者が提出期限内に(1)に定める確認申請書等を提出しないときは、当該落札候補
者のした入札は効力を失う。
１２ 業務委託契約書作成
要する。
１３ 契約条項を示す場所
契約書及び入札を定めている足利市契約規則等については、足利市ホームページにて閲覧で
きる。
１４ 入札の無効
(1) 次のいずれかに該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。
ア 入札参加資格のない者が行った入札
イ 同一の入札について２人以上の代理をした者が行った入札
ウ 同一の入札について他の入札者の代理をした者が行った入札
エ 同一の入札について同一の入札者が２通以上行った入札
オ 入札書の記載事項が不明瞭で判読できない入札
カ 入札書に記載した金額を訂正した入札及び入札書に記名押印をしないで行った入札
キ 他の入札者の代理人又は数人が共同して行った入札
ク その他、入札に関する条件に違反して行った入札
(2) 入札参加申請書を提出した者であっても、第２項に掲げる資格のない者の行った入札は無
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効とする。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
ア 入札開始時に、入札会場に本人又は代理人が不在の場合
イ 入札書に記載の金額が予定価格を上回る場合
１５ 同価入札
最低価格入札者が２者以上になった場合には、落札候補者の決定を保留した上で、直ちに、
くじにより落札候補者を決定するものとする。なお、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に関係のない職員がくじを引くものとする。

ビーチバレーボール競技会場設営及び撤去等業務委託 入札公告-5

