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下野市総務部契約検査課
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市有財産（自動販売機設置）貸付までの日程

項  目 日  程

入札公告

（市ホームページに公表）
平成３１（2019）年１月１７日（木）

入札参加受付期間

（持参のみ）

平成３１（2019）年１月１７日（木）から

平成３１（2019）年１月３０日（水）まで

受付時間：午前９時から午後５時（閉庁日を除く）

質問の受付期間

（持参、ＦＡＸ、Ｅメール）

平成３１（2019）年１月１７日（木）から

平成３１（2019）年１月３０日（水）まで

受付時間：午前９時から午後５時（閉庁日を除く）

質問に対する回答の公表

（市ホームページに公表）
平成３１（2019）年２月７日（木）

入札日（開札日）

平成３１（2019）年２月１５日（金）

午前１０時から

※物件１件ごとに入札及び開札を行う

契約予定日
平成３１（2019）年２月２１日（木）

※契約検査課に災害協定書及び契約書を持参

貸付開始日 平成３１（2019）年４月１日（月）
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下野市では、市有施設に自動販売機を設置する事業者を募集し、条件付き一般競争

入札によって決定します。

入札に参加を希望される方は、本募集要項のほか「下野市自動販売機設置に係る仕

様書」等をよく読み、内容を承知したうえで参加してください。

１．目的

市有財産の有効活用を図りながら安定した財源を確保するとともに、市民サービス

の向上と地域経済の活性化を図ることを目的とします。

２．入札参加資格要件

次の要件をすべて満たす法人または個人に限り入札に参加することができます。

（１）公告日までに、下野市入札参加資格または下野市小規模契約希望者登録をもつ      

法人又は個人であること。

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 条）第 167 条の 4第 1項及び第 2項各

号に掲げられた者でないこと。

（３）下野市の市税を滞納していないこと。

（４）下野市と災害協定を結ぶこと。

（５）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。

（６）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及び同条第 6号に規定する暴力団員でないこと。

（７）自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営し、２年以上の実績を有して

いること。

３．入札に付する事項等

（１）自動販売機設置事業者（以下、「設置事業者」という。）の施設使用形態

地方自治法第 238 条の 4 第 2 項第 4 号の規定に基づき、下野市が設置事業者に

対し、市有財産の一部を貸付ける方法（賃貸借契約）により行います。

（２）貸付期間

平成 31（2019）年 4 月 1 日から平成 36（2024）年 3 月 31 日まで（５年間）と

し、貸付期間の更新は認めないものとします。

ただし、貸付物件の一部又は全部を使用する必要性が生じた場合など、業務運

営上の理由で契約を解除することがあります。

（３）貸付場所及び面積

別添「貸付物件一覧及び物件調書」のとおり。

（４）貸付条件等

別添「下野市自動販売機設置に係る仕様書」のとおり。
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４．入札参加申請

（１） 提出書類（提出部数各 1部）

1. 入札参加申込書（様式第 1号）

2. 別表 1（貸付物件一覧）

3. 誓約書（様式第 2号）

4. 設置する自動販売機のカタログ

（２） 提出期間

平成 31（2019）年 1月 17日（木）から平成 31（2019）年 1月 30 日（水）まで

午前 9時から午後 5時まで（市役所閉庁日は除く）

（３） 提出場所

下野市笹原２６番地

下野市役所 総務部 契約検査課（市役所２階）

（４） 提出方法

提出期限までに提出場所に直接持参してください。

（郵送、電話、ファックス、インターネットによる受付は行いません。）

５．質問及び回答について

（１） 提出書類

1. 質問書（様式第 3号）

（２） 提出期間

平成 31（2019）年 1月 17日（木）から平成 31（2019）年 1月 30 日（水）まで

午前 9時から午後 5時まで（市役所閉庁日は除く）

（３） 提出場所

下野市笹原２６番地

下野市役所 総務部 契約検査課（市役所２階）

（４） 提出方法

提出期限までに提出場所に直接持参するか、ファックス、電子メールで提出して

ください。ただし、ファックス、電子メールで提出した場合は、必ず電話で着信し

たことを確認してください。

（５）質問者への回答

平成 31（2019）年 2月 7日（木）までに、下野市ホームページに掲載します。

下野市契約検査課 電 話 ０２８５－３２－８８９０

ＦＡＸ ０２８５－３２－８６０７

         Ｅ-mail keiyakukensa@city.shimotsuke.lg.jp
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６．入札の日時及び場所

（１） 日 時

平成 31（2019）年 2月 15日（金）午前 10時から

（２） 場 所

下野市笹原２６番地

下野市役所２階 ２０１会議室

７．入札方法

（１） 入札は、1物件ごとに行います。

（２） 入札は、所定の入札書（様式第 4号）を使用してください。

（３） 入札書には、ボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に

押印してください。鉛筆、シャープペンシル、消去可能のインクのボールペン

での記入は無効とします。

（４） 入札書（様式第 4号）に記載する金額は、年額とします。

（５） 予定価格は非公表とします。

（６） 代理人により入札する場合は、委任状（様式第 5号）を提出してください。

（７） 再度の入札

1. 落札者がいない場合は、入札参加者を対象として再度の入札を行います。

2. 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、入札を打ち切ります。

（８）その他

1. 提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回するこ

とはできません。

2. 入札を辞退する場合は、入札辞退届（様式第 6 号）を平成 31（2019）年 2 月 7

日（木）までに下野市役所総務部契約検査課へ提出（持参）してください。

3. 入札を公平に執行できないなど、特別な事情があると認めるときは、入札の執

行を延期し、又は取り止めることがあります。

4. 入札参加者の事前公表は行いません。

８．入札保証金・契約保証金

入札保証金及び契約保証金は免除とします。

９．無効な入札等

（１） 次のいずれかに該当する入札は無効とします。

1. 入札に参加する資格のない者がした入札

2. 同一の入札において同一人がした２つ以上の入札（代理人の場合も含む。）

3. 委任状を提出しない代理人のした入札

4. 不正行為による入札

5. 入札者の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき
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6. 記名押印を欠く入札及び金額を訂正した入札

7. 入札関係職員の指示に従わない者、入札会場の秩序を乱した者の入札

8. 申請書（添付書類を含む。）に虚偽の記載を行った者の入札

（２） 失格

入札開始時に不在の場合は失格とします。失格となった者は、再度の入札に参加で

きません。

１０．落札者の決定方法

（１） 市が定める予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った入札者を落

札者とします。

（２） 落札者となるべき者が２者以上ある時は当該入札者にくじを引かせ、落札者を

決定します。なお、くじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない市職

員が代理でくじを引きますが、その結果に対して異議の申し立てはできません。

１１．契約

（１） 契約書のとおりとします。

（２） 落札者は落札の通知を受けた日から７日以内に、契約書に記名押印のうえ各施

設の所管課に提出してください。なお、契約書は１物件ごとに作成してくださ

い。

（３） 落札者が契約を締結しない場合（上記（２）の期日までに契約書が提出されな

い場合を含む。）には当該落札は効力を失います。

（４） 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨としま

す。

１２．その他

（１） 本書に定めのない事項は、地方自治法（昭和 22年法律第 67 号）、地方自治法施

行令、下野市財務規則の定めるところによります。

（２） 本書を入手したものは、当該募集手続以外の目的で本書を使用しないものとし

ます。

（３） 申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置及び現に受けている行政財産

貸付契約の取り消し並びに普通財産貸付契約の解除を行うことがあります。


