
入札公告 
 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

令和 3年 5月 26日 

 

胎 内 市 農 業 協 同 組 合 

代表理事組合長 斎藤 和信 

 

１．事業主体      胎内市農業協同組合 

２．補助事業名     令和 2年度 水田麦・大豆産地生産性向上事業 

３．導入機械名・機種  ヤンマー大豆コンバインＹＨ４００ＧＱＥオプション無し 

４．導入台数      ２台 

５．納品場所      胎内市乙 胎内市農業協同組合 農機具格納庫 

６．納品期日      令和 3年 10月 4日（月） 

７．売買契約締結    胎内市農業協同組合と売買契約を締結する 

８．入札事項      売買金額 

９．入札参加資格 

（１）本物件に関して、直近５ヶ年に新潟県内において同種同党または同等機能の機械を納入した実

績がある事。 

（２）経常利益が直近３ヶ年連続赤字ではない者であること。 

（３）申請書および資料の提出期限の日から、開札の時までの期間に、行政ならびにその関係機関か

ら契約に係る指名停止を受けていないこと。 

（４）本社または従たる事業所が新潟県内にあり、機械導入後の点検・整備が行えること。 

１０．入札手続き等 

 （１）入札説明書の交付期間・場所及び方法 

    期  間：令和 3年 5月 26日（水）～6月 9日（水）午後 5時まで 

    場  所：胎内市農業協同組合 本店 営農経済部 利用販売課 

         胎内市本郷字家の下 493番地 2  （電話）0254-43-3140 

 （２）入札参加者は「一般競争入札申請書」を次のとおり提出する。 

    期  間：令和 3年 5月 26日（水）～6月 7日（月）午後 5時まで 

    場  所：胎内市農業協同組合 本店 営農経済部 利用販売課 

         胎内市本郷字家の下 493番地 2  （電話）0254-43-3140 

    提出方法：上記場所に持参のこと 

 （３）参加確認通知の交付 

    期  日：令和 3年 6月 8日（火）午後 5時までに連絡する 

    方  法：ＦＡＸによる 

  



１１．入札執行の日時及び場所 

   期  日：令和 3年 6月 11日（金）午前 11時 00分開始 

   場  所：胎内市農業協同組合 本店会議室 

        胎内市本郷字家の下 493番地 2 

１２．入札の無効 

    本公示に示した入札参加資格のないものの行った入札、申請書または資料に虚偽の記載をした

者、入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。 

１３．落札者の決定方法 

    予定価格に達した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。 

１４．その他 

    詳細は入札説明書による。 

以上 

  



一般競争入札説明書 

 

 胎内市農業協同組合が発注する機械等の調達契約にかかる一般競争入札に基づく一般競争入札（以下、

「入札」という。）については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。入札に参加する者（以

下、「入札参加者」という。）が熟知し、かつ遵守しなければならない一般事項は、下記のとおりとする。 

 

記 

 

１．公告日      令和 3年 5月 26日（水） 

 

２．競争入札に付する事項 

 （１）調達する機械の名称・機種及び数量 

    機 械 名：ヤンマー大豆コンバイン 

    機  種：ＹＨ４００ＧＱＥ オプション無し 

    数  量：２台 

 （２）納入の場所：胎内市乙 胎内市農業協同組合 農機具格納庫 

 （３）納入期限：令和 3年 10月 4日（月） 

 

３．入札参加者の資格に関する事項 

（１）本物件に関して、直近５ヶ年に新潟県内において同種同党または同等機能の機械を納入した実

績がある事。 

（２）経常利益が直近３ヶ年連続赤字ではない者であること。 

（３）申請書および資料の提出期限の日から、開札の時までの期間に、行政ならびにその関係機関か

ら契約に係る指名停止を受けていないこと。 

（４）本社または従たる事業所が新潟県内にあり、機械導入後の点検・整備が行えること。 

 

４．入札参加申請及び期間 

  入札参加予定の者は、胎内市農業協同組合一般競争入札参加申請書を期間内に次の場所に提出する

こと。郵送は不可とする。 

    期  間：令和 3年 5月 26日（水）～6月 7日（月）午後 5時まで 

    場  所：胎内市農業協同組合 本店 営農経済部 利用販売課 

         胎内市本郷字家の下 493番地 2  （電話）0254-43-3140 

  

５．入札参加確認通知の交付 

    期  日：令和 3年 6月 8日（火）午後 5時までに連絡する 

    方  法：ＦＡＸによる 

  



６．入札執行の日時及び場所 

   期  日：令和 3年 6月 11日（金）午前 11時 00分開始 

   場  所：胎内市農業協同組合 本店会議室 

        胎内市本郷字家の下 493番地 2 

 

７．入札の方法等に係る事項 

  入札は、本人または代理人が行うこととする。ただし、代理人が入札する場合には、入札前に委任

状を提出するものとする。 

  また、落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額（以下、「入札記載金額」という。）の

100分の 10に相当する加算した金額（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）をもって落札金額とするので、入札者は消費税額及び地方諸費税にかかる課税事業者で

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 10 に相当する金額を入札

書に記載すること。 

 

８．入札の無効 

  一般競争入札心得による。 

 

９．落札者の決定方法 

  一般競争入札心得による。 

 

１０．落札の無効 

  落札者が、落札決定の通知を受けた日から原則として１週間以内に契約を締結しないときは、その

落札は無効とする。 

 

１１．その他 

 （１）契約書類の要否  要 

 （２）郵送または電話による入札は認めない。 

  



【一般競争入札心得】 

 

 入札参加者は、下記の事項に注意し、厳正に入札を行う。 

１． 入札参加者は、指定の日時・場所に出頭し、指示に従って入札書を提出する。 

 

２． 代理人が各書類を提出するときは、委任状を提出する。 

 

３． 入札書には、 

（１） 入札金額 

（２） 住所（登記上）・社名、団体名・代表者名（商号代表者の肩書・氏名）・代表者印 

＊なお、代理人が入札提出時は、代理人の記名及び代理人印を押印のこと（代表者印は

不要）。 

（３） 入札年月日 

を明記する。 

 

４． 入札参加者は、要求に応じて提出できるよう、内訳明細書を持参する。 

 

５． 次の各号に該当する入札は、無効または失格とする。 

（１） 入札書に求められる事項を履行しなかった者が行った入札 

（２） 同一人が同一事項について２通以上の入札 

（３） 入札書の表記金額を訂正した入札 

（４） 入札書の表記金額、氏名、印影または重要な文字が誤脱し、または不明な入札 

（５） 入札条件に違反した入札 

（６） 談合、その他不正の行為があった入札 

 

６． 入札の回数は３回までとし、次の方法により落札者を決定する。 

（１） ３回以内に入札予定価格内に達した最低価格者。 

（２） 第１回の入札で入札予定価格に達しなかった場合、最低価格を発表し、第２回の入札

を実施する。第２回の入札でも予定価格に達しなかった場合、最低価格を発表し第３

回の入札を実施する。 

（３） 第３回の入札を行っても入札予定価格に達しない場合は、不調として入札を終了し、

指名競争入札に付するものとする。 

（４） 同額入札書提出の場合は、抽選とする。 

 

以上 

  



別記様式第 7号（第９、第 25 及び第 29関係） 

 

契約に係る指名停止に関する申立書 

令和  年  月  日 

 

胎内市農業協同組合 殿 

 

 

 

 

 

 当社は、貴殿発注の〇〇契約の競争参加にあたって、当該契約の履行地域について、現在、農林

水産省の機関から〇〇契約に係る指名停止の措置を受けていないことを申立てます。 

 また、この申立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、意義は一切申立

てません。 

 

 

 

（注１） ○○には、「工事請負」、「物品・役務」のいずれかを記載すること。 

（注２） この申立書において、農林水産省の機関とは、本省内局及び外局、施設等機関、地方支

分部局並びに農林水産技術会議事務局筑波事務局をいう。 

      ただし、北海道にあっては、国土交通省北海道開発局、沖縄県にあっては内閣府沖縄

総合事務所を含む。 

（注３） 「指名停止の措置等」の「等」とは、公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号）に基づく排除措置命令又は課徴金命令

を受けたものであって、その命令の同一事案において他者が農林水産省の機関から履行

地域における指名停止措置を受けた場合の当該公正取引委員会からの命令をいう。なお、

当該命令を受けた日から、他社が受けた指名停止の期間を考慮した妥当な期間を経過し

た場合は、この限りではない。 

 

  

所 在 地  

商号又は 名称  

代 表 者 印 



委  任  状 
 

私は              ㊞を代理人と定め、下記の入札に関する権限を委任

します。 

 

 

 

記 

 

 

１．件   名 ： 胎内市農業協同組合一般競争入札 

 

２．補助事業名 ： 令和 2年度 水田麦・大豆産地生産性向上事業 

 

３．物 品 名 ： ヤンマー 大豆コンバイン ＹＨ４００ＧＱＥ ２台 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

（委任者） 

 

 

 

 

（代理人） 

 

 

 

 

（事業主体） 

胎内市農業協同組合 

代表理事組合長  齋藤 和信 様 


