
令和 3 年 11 月 15 日 

 

社会福祉法人 日野学園 

理事長 日野 二郎 

 

車両 3 台購入に係る一般競争入札について(公示) 

 

車両 3 台購入について次の通り一般競争入札(以下｢入札｣という。)を行いますので公示し

ます。 

1． 入札に付する事項 

2．  

(1) 件名         車両 3 台購入 

(2) 納入場所   愛媛県松山市拓川町 3 番 44 号 

     社会福祉法人日野学園 

(3) 購入物品名及び数量  トヨタハイエース 3 台 

(4) 購入物品の内容 

  車両の規格  トヨタ ハイエース ワゴン DX 

     (ロングワイドミドルルーフ) 

     型式：TRH214W-JDTDK 

     ミッション：6A/T 

     ボディ色：シルバー系 

     ※普通自動車免許で運転可能なもの 

  年式   新車(令和 4 年度 3 月登録) 

    排気量   2700cc(2TR-FE) 

  乗車定員数  10 人 

  装備   オーディオ(AM/FM/AUX)、サイドバイザー 

     バックモニターデジタルインナーミラー(バックモ

     ニター内蔵)、フロアマット、カメラ一体型ドライブ

     レコーダー 

(5) 納入期限   令和 4 年 3 月 31 日 

(6) 予定価格    ¥9,600,000- (消費税及び地方消費税を含む)  

(7) 最低制限価格  あり(非公表) 

 

 2．入札に参加するものに必要な資格等に関する事項 

(1) 入札に参加する者に必要な資格 

  次に掲げる件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要

な資格の確認を受けた者であること。 

 



ア． 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   

ない者であること。 

イ． 納入期限内に適正かつ確実に納入できること。 

ウ． 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円滑に実施でき 

る者であること。 

エ． 愛媛県内に事業所を有していること。 

オ． メーカー正規販売店であるディーラー店舗に限る。 

 

   (2) 入札参加資格の確認 

     本入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書(様式 1)を次の期限まで 

     に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、受付期限までに 

     申請書等を提出しなかった者又は審査の結果入札資格がないと認められた者は、 

     本入札に参加することができない。 

     ※様式についてはホームページに掲載しているのでダウンロードし、用紙にて 

      提出をすること。 

ア． 受付期間 

令和 3 年 11 月 15 日(月)から令和 3 年 11 月 24 日(水)まで 

時間：10 時から 16 時まで 

イ． 受付場所 

愛媛県松山市拓川町 3 番 44 号 

社会福祉法人 日野学園 

TEL：089-921-9621 

FAX：089-921-9780 

ウ． 提出書類 

    札参加資格確認申請書(様式 1) 

エ． 提出方法 

 本学園事務所まで持参 

オ． 入札参加資格審査結果の通知 

入札参加資格確認申請書の提出期限の日をもって提出された書類等で入札

参加資格を確認し、その結果は入札参加資格確認結果通知書により、令和 3

年 11 月 25 日(火)17 時までに郵送にて通知する。 

カ． 申請書類等の作成に係る費用は提出者の負担とする。 

キ． 提出された申請書類等は返却しない 

3．入札説明書等の交付場所、質問及び回答 

 入札説明書等の交付場所は下記のとおりにする。入札説明書等に関する質問がある

場合は、メールにて問い合わせすること。なお、質問及び回答の内容はホームページ

に掲載する。入札に参加する者は確認すること。 

 



(1) 入札説明書交付場所 

          松山市拓川町 3 番 44 号 

          社会福祉法人 日野学園 事務所 TEL：089-921-9621 

(2) 質問書提出期限   令和 3 年 11 月 26 日(金)16 時 00 分 

(3) 質問書提出先    質問に関する問い合わせ先 

代表メールアドレス：hinogken@hino-gakuen.jp 

件名：入札説明書に関する質問の件 

担当：中川 

(4) 質問書に対する回答 令和 3 年 11 月 28 日(日)13：00 までにホームページにて 

掲載する。質問及び回答の内容は確認しておくこと。 

 

 4．入札及び開札に関する事項 

   (1) 入札日時 令和 3 年 11 月 29 日(月)13 時 30 分から 

   (2) 入札場所 愛媛県松山市拓川町 3 番 44 号 

          社会福祉法人 日野学園 3F 多目的室 

   (3) 開札日時 入札後、直ちに開札する。 

   (4) 提出書類 

     ア．発注者の決定した予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を 

      落札者とする。 

イ． 入札書には、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

を記載すること。 

     ウ．入札書は日付記入の上、封印して提出するものとする。※封筒様式任意。 

     エ．落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、抽選により落札 

      者を決定する。 

 

 5．入札保証金及び契約保証金 

   (1)．入札保証金 免除 

   (2)．契約保証金 免除 

 

 

 

 

 

 6．入札の無効 

   次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 

(1) 入札参加資格のない者のした入札書 

(2) 同一人がした 2 以上の入札書 

mailto:hinogken@hino-gakuen.jp


(3) 入札者が連合して入札した入札書 

(4) 記名押印もれ、金額その他記載事項が明らかでない入札書 

(5) 予定価格を超える金額の入札書 

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書 

 

 7．入札の中止 

   入札者がいないとき、又は 1 人であるときには、入札を中止する。 

 

 8．契約の成立 

    落札者の決定後、請負契約の締結の間において、当該落札者が 2 に掲げる入札 

   に参加する者に必要な資格のいずれかを満たさなくなった場合には、当該請負契 

   約を締結しないことがある。 

 

 9．支払条件 

   落札者と発注者の協議による。 

 

10．その他 

  入札参加者は本広告内容等を良く理解し厳守して入札に参加すること。 

    

 

11．問い合わせ先 

  社会福祉法人 日野学園 中川 

  〒790-0967 

  愛媛県松山市拓川町 3 番 44 号 

  TEL：089-921-9621 

  FAX：089-921-9780 


