
スマート農業技術の開発・実証プロジェクトによる（有）すぎもと農園の「側面シャ

ッター付き 20 フィートコンテナ借入契約」に関する一般競争入札についてお知らせし

ます 

 

 

入札公告 

 

一般競争入札の公告について（側面シャッター付き 20 フィートコンテナ借入契約） 

 

（有）すぎもと農園が発注する借入れ内容について、次のとおり一般競争入札に付し

ます。 

令和２年７月 8 日 

取締役 杉本賢 

 

１ 調達内容 

案件名：側面シャッター付き 20 フィートコンテナ借入契約 

委託内容：別添『入札説明書』による 

契約期間：令和２年８月 11 日（火曜日）～令和 3 年 3 月 31 日（水曜日）まで 

支払い方法：契約締結後速やかに請求書を発行することとし、２ヶ月後末日までに契

約全期間分の支払いを振込にて行う。（請求書・領収書 発行 要） 

入札方法：一般競争入札（１回目に入札で予定価格を下回らない場合は、再度入札書

の提出を求めます） 

公募期間：令和２年７月 8 日（水曜日）～７月 17 日（金曜日） 

公募場所：（有）すぎもと農園ホームページ(http://o-mikan.com/)に掲載  

 

２ 入札参加資格 

資格要件（入札者及び落札候補者に求められる義務） 

(1)当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でな

いこと。 

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十

二条第一項各号に規定する暴力団員、又は法人であってその役員かが暴力団員でな

いこと。  

(3)入札参加申請時点で、各法令違反により、農林水産省の機関、三重県、もしくは、

他行政機関から指名停止措置を受けていないこと。 

 



上記記載事項について、競争入札参加資格を満たすことを証明するため、次の申請書

類を期日までに提出すること。（詳細は下記１１に記載） 

別添 第１号様式『競争入札参加資格確認申請書』 

別添 別記様式第７号『契約に係る指名停止等に関する申立書』  

提出期限：令和２年７月 14 日（火曜日）午後５時００分 

 

３ 入札参加条件 

次の全ての要件を満たすこと。 

（１） 公募期間内に契約に係る見積書を提出すること。見積書には内訳又は明細書を

付け、本社・支店及び各営業所を明記すること。見積書には配送費と設置費等

は含めること。（詳細は下記１３に記載） 

提出期限：令和２年７月 14 日（火曜日）午後５時００分 

 

（２） （有）すぎもと農園本社敷地内（三重県南牟婁郡御浜町神木３９４）。但し、

設置場所の詳細は発注者が指示することとし、設置日程等の調整については発

注者と協議して決定する。 

借入物品の搬入・調整およびその他付随作業については、当社業務に支障をき

たさないよう発注者と十分協議して施工すること。 

搬入作業は、納期、作業期間の日程を発注者と事前に打ち合わせを実施し、そ

の日程に従い完了すること。 

   契約期間内は、通常使用により故障した場合の無償修理に応じること。 

   物品の故障、不具合が発生した場合に、年間を通じて常時連絡体制が整備され

ていること。 

 

４ 入札方法 

入札者は金額（税抜き）を記載した入札書を持参・郵送し、提出すること。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(単価合計)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とする。)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(単価合計、税抜き)を入札書に記載すること。 

原則として、当該入札の執行において入札執行回数は 2 回を限度とする。  

（入札書を郵送し、開札に参加しない場合は２回目の入札には参加できない） 

 

5 落札者の決定方法  



（１）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

とする。 

（２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、直ちに当該入札者

にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札

者のうち開札に立ち会わない者又は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する。   

 

6  入札の無効 

次の入札は無効とする。 

 なお、７により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加

わることができない。 

（１）入札金額の記載がないもの、または、入札金額を訂正した入札 

（２）法令又は入札に関する条件に違反している入札 

（３）同一入札者が同一事項の入札に対し二以上の入札をしたとき 

（４）所定の場所及び日時に到達しない入札 

（５）入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札 

（６）金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 

（７）入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者（開札時点において指名 

停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。）及び虚偽の申請を行

った者がした入札 

 なお、落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利

を失うものとし、契約を締結しない。 

（８）入札書の日付のないもの、又は日付に記載誤りがある入札(1) 入札に参加する

資格のない者が入札したとき。 

 

７ 落札者がない場合の措置 

 開札をした場合において落札者がないときは、再度の入札を行う。入札者又はその

代理人のすべての同意が得られれば直ちにその場で行う。 

（入札書を郵送し、開札に参加しない場合は２回目の入札には参加できない） 

 

８ 入札保証金  

入札保証金は、免除。  

 

９ 当該調達契約に関する事務を担当する事務所名 



 〒５１９－５２０１ 

（有）すぎもと農園本社事務所 

 三重県南牟婁郡御浜町神木３９４ 

 電話番号 059-793-1330（ダイヤルイン） 

 FAX 番号 059-792-3138 

 

１０ 入札説明書の交付 

 本公告上において、令和２年７月 8 日（水曜日）に掲載する。 

 

１１ 入札参加資格申請書の提出期限及び場所 

別添 第１号様式『競争入札参加資格確認申請書』 

別添 別記様式第７号『契約に係る指名停止等に関する申立書』  

提出期限：令和２年７月 14 日（火曜日）午後５時００分 

 提出方法は PDF 等によるメール提出又は郵送による提出を期限内におこなうこと。

メール提出は期限厳守、原本は開札日もしくは開札日までに持参又は郵送でも有効。 

 なお、入札参加の確認結果は後日通知する。 

◎（有）すぎもと農園本社事務所 

 三重県南牟婁郡御浜町神木３９４ 

 電話番号 059-793-1330（ダイヤルイン） 

 FAX 番号 059-792-3138 

 メールアドレス(3 名) kensugi@o-mikan.com、kujuji@o-mikan.com、kubo@o-

mikan.com 

 

１２ 仕様等に関する質問の期限及び場所 

 委託業務に関する質問は、メール又は書面(ファックス可）郵送にて令和２年７月 14

日（火曜日）の午後３時００分までに提出すること。質問は順次回答する。 

質問は下記の２ヶ所に連絡すること。 

◎（有）すぎもと農園本社事務所 

 三重県南牟婁郡御浜町神木３９４ 

 電話番号 059-793-1330（ダイヤルイン） 

 FAX 番号 059-792-3138 

 メールアドレス(3 名) kensugi@o-mikan.com、kujuji@o-mikan.com、 

kubo@o-mikan.com 

◎三重県農林水産部農産園芸課園芸特産振興班宛 

三重県津市広明町 13 番地 

mailto:kensugi@o-mikan.com、kujuji@o-mikan.com、kubo@o-mikan.com
mailto:kensugi@o-mikan.com、kujuji@o-mikan.com、kubo@o-mikan.com
mailto:kensugi@o-mikan.com、kujuji@o-mikan.com、


 電話番号 059-224-2808 

 FAX 番号 059-223-1120 

 メールアドレス nousan@pref.mie.lg.jp  

 

１３ 見積書・明細書の提出期限及び場所 

委託業務の見積書には内訳又は明細書を付け、本社・支店及び各営業所を明記する

こと。  

提出期限：令和２年７月 14 日（火曜日）午後５時００分 

 提出方法は PDF 等によるメール提出又は郵送による提出を期限内におこなうこと。

メール提出は期限厳守、原本は開札日もしくは開札日までに持参又は郵送でも有効。 

提出先は下記に記す２ヶ所に連絡すること。 

◎（有）すぎもと農園本社事務所 

 三重県南牟婁郡御浜町神木３９４ 

 電話番号 059-793-1330（ダイヤルイン） 

 FAX 番号 059-792-3138 

 メールアドレス(3 名) kensugi@o-mikan.com、kujuji@o-mikan.com、 

kubo@o-mikan.com 

◎三重県農林水産部農産園芸課園芸特産振興班宛                  

三重県津市広明町 13 番地 

 電話番号 059-224-2808 

 FAX 番号 059-223-1120 

 メールアドレス nousan@pref.mie.lg.jp  

 

１４ 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法 

（１）提出場所 

 〒５１９－５２０１ 

（有）すぎもと農園本社事務所 

 三重県南牟婁郡御浜町神木３９４ 

 電話番号 059-793-1330（ダイヤルイン） 

 FAX 番号 059-792-3138 

（２）提出期限 

 ア 郵送する場合 令和２年７月 20 日（月曜日）午後３時００分必着 

 イ 持参する場合 令和２年７月 21 日（火曜日）開札時に提出 

（３）提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期限内必着）で行う。 

mailto:kensugi@o-mikan.com、kujuji@o-mikan.com、


 

１５ 開札の場所及び日時 

（１）場所 

 〒５１９－５２０１ 

（有）すぎもと農園本社事務所 

 三重県南牟婁郡御浜町神木３９４ 

 電話番号 059-793-1330（ダイヤルイン） 

 FAX 番号 059-792-3138 

（２）日時 

 令和２年７月 21 日（火曜日）午前１0 時 0０分 

 

１６ その他 

（１） 契約書の作成を要する。 

（２） 予定価格は有する。 

（３）入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他

県の情報（公知の事実を除く。）を漏らしてはならない。 

（４）暴力団等排除措置要綱による契約の解除 

契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等

排除措置要綱」第 3 条又は第 4 条の規定により、落札停止要綱に基づく落札資

格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとする。 

（５）その他、詳細は別添『入札説明書』による。 


