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吹田市水道部公告第７６号 

 

 旧千里山浄水所用地一時貸付に係る一般競争入札を下記のとおり実施するので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき公告します。 

 

令和４年９月２８日 

 

吹田市水道事業管理者   前 田  聡  

 

記 

 

制限付一般競争入札実施要領 

 

１ 件名      旧千里山浄水所用地一時貸付   

 

２ 貸付場所    吹田市千里山西 1 丁目 35 番 1、吹田市千里山西 1 丁目 285 番 1 

吹田市千里山西 1丁目 285番 8、吹田市千里山西 1 丁目 285 番 10 

吹田市千里山西 1丁目 1689番 15、吹田市千里山西 1丁目 1689 番 17 

 

３ 貸付期間    令和 4年（2022年）12 月 1 日から令和 6年（2024 年）11月 30日までの 

2年間（予定）      
 

４ 最低貸付料   （全期間）金 18,972,054円 

（税抜）   （年度別内訳） 

       令和 4 年度 金 3,162,008 円 令和 5年度 金 9,486,030 円 

       令和 6 年度 金 6,324,016 円 

       （1か月分）金 790,502 円 
 

５ 入札回数 １回 

 

６ 入札参加資格 

    以下に掲げる要件を全て満たしている者であること。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２） 本市の入札参加有資格者名簿に登載されている者であること。 

（３）公告の日から入札日までの間、吹田市指名停止措置要領に基づく指名停止の措置を受け

ていない者であること。 

（４）公告の日から入札日までの間、吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排

除措置要領に基づく入札参加除外の措置を受けていない者であること。また、同要領別表

に掲げる措置要件に該当しない者であること。 

（５）会社更生法又は民事再生法に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者に

ついては、更生計画又は再生計画の認可決定の確定を受けている者であること。 
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（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

から第 4 号まで及び第 6 号の規定に該当しないこと。 

（７）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）第 5条

第 1項に規定する観察処分を受けていないこと。 

（８）最近３年間において、継続して駐車場の管理運営に関する業務実績を有していること。 

（９）本制限付一般競争入札実施要領及び旧千里山浄水所用地一時貸付実施要領（以下「貸付実

施要領」という。）の内容を遵守できること。 

 

７ 入札参加資格確認申請手続 

（１）本入札の参加希望者は、入札参加資格を有することの確認を受けるため、（２）に示す書

類を提出し、本市水道部の確認を受けなければならない。 

（２）入札参加資格確認申請に必要な書類（以下「申請書等」という。） 

ア 入札参加資格確認申請書（様式１） 

イ 最近３年間の駐車場管理運営に関する業務実績を確認できる書類 

  （契約書、事業報告書等） 

 

（３）申請書等の提出  

ア 提出期間 

令和４年９月２８日（水）から令和４年１０月１８日（火）まで（土曜日、日曜日及び

祝日を除く。）の午前９時から午後５時３０分まで（正午から午後０時４５分までを除く。） 

イ 提出場所 

吹田市南吹田３丁目３番６０号 吹田市水道部企画室経理グループ（水道部本館３階） 

電話 （０６）６３８４－１２５３ 

メールアドレス sui-keiyaku@city.suita.osaka.jp 

ウ 申請書の取得方法 

申請書及びその他の入札関係書類については、吹田市水道部のホームページ（水道部契

約・入札情報＞一般競争入札（物品・修繕・委託業務等）情報＞同公告様式 以下「ホー

ムページ」という。）からダウンロードすること。  

エ その他 

（ア）入札参加資格確認申請手続に係る費用は、全て提出者の負担とする。 

（イ）提出された申請書等は、返却しない。 

（ウ）申請書等の提出はメール（送信後は電話により到着確認を行うこと）、持参又は郵送

（配達記録の残るものに限る。）によるものとし、（３）アに記載する期間内に必着のこ

と。 

（４）入札参加資格の確認の結果は、令和４年１０月２４日（月）までに、申請者に電話連絡

したうえでメールにて通知する。入札参加資格がないと認めた者には、その理由を付して

同様に通知する。 

（５）期限までに申請書を提出しない者又は本市水道部が入札参加資格がないと認めた者は、

本入札に参加することができない。 
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８ 現地説明会  

日時 令和４年１０月６日（木）午前１０時 

詳細は貸付実施要領を確認すること。 

 

９ 質疑及び回答 

（１）質疑受付期間 

令和４年９月２８日（水）から令和４年１０月１１日（火）午後４時までとし、メールに

より受け付ける。送信後は電話により到着確認を行うこと。 

質疑書の様式（様式２）は吹田市水道部のホームページからダウンロードすること。受付

メールアドレスは「７入札参加資格確認申請手続（３）イ」のとおり。 

（２）回答期日 

令和４年１０月１４日（金）午後５時３０分までに、ホームページに掲載する。なお質疑

がない場合もその旨掲載する。 

 （３）上記に挙げる方法以外による質疑は一切受け付けない。なお、意見の表明と解されるも

のについては回答しないことがある。 

 

10 入札の日時及び入札場所 

（１）入札日時 令和４年１０月２８日（金） 午後１時３０分（時間厳守） 

（２）入札場所 吹田市南吹田３丁目３番６０号  吹田市水道部 第二別館２階 研修室 

委任状（様式４）・入札書（様式５）をホームページからダウンロードし、使用すること。 

 

11 入札の辞退 

入札参加資格確認申請書（様式１）を提出した後、入札を辞退する事情が生じた場合は、

上記入札日時までに入札辞退届(様式３)を提出するものとする。入札辞退届の様式はホーム

ページからダウンロードすること。 

入札書提出後の辞退は一切認めない。 

入札を辞退した者は、これを理由として不利益な扱いは受けないものとする。 

 

12 入札 

 （１）入札参加者は、入札に際し、部の指示に従い円滑な入札に協力するとともに公正な入札を妨

害するような行為をしてはならない。 

 （２）入札参加者は、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）

その他の関係法令に抵触する行為を行ってはならない。 

（３）入札参加者は、この公告、貸付実施要領、図面、現場を十分検討し、また契約締結に必要な

条件等を熟知のうえ、入札しなければならない。 

（４）入札参加者は、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていか

なる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

（５）入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示しては

ならない。 

（６）入札及び契約において、用いる言語は日本語とし、通貨は日本円とする。 
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（７）入札保証金の納付は免除とする。落札者が契約を締結しない場合は、違約金として落札

金額の１００分の３に相当する額を徴収するものとする。 

（８）入札参加者が代理人の場合は、委任状（様式４）を提出しなければならない。 

（９）入札書の提出は、入札書は封筒から出し、入札書のみを入札箱に入れるものとし、入札

箱に投入された入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

 

13 入札の中止又は延期 

（１）入札参加者が、「12 入札（１）から（６）」までに抵触した恐れがあるとき等、本市水道部

が必要と認める場合は入札の執行を延期し、又は入札を取り止めることができる。この場合に

おいて、部が必要と認めるときは、当該入札に関する調査を行うことができるものとする。 

（２）前項の規定により部が調査を行うときは、当該調査に協力しなければならない。 

（３）入札の執行に際して、天災地変その他やむを得ない事由が生じた場合は、入札の執行を延期し、

又は取り止めることができる。 

 

14 入札金額 

入札金額は貸付期間（令和4年12月1日から令和6年11月30日まで）の貸付料の総額（消費税

等相当額を除く。）を記載し、内訳には１か月あたり貸付料（消費税等相当額を除く。）及

び２４か月×１か月あたりの貸付料（消費税等相当額を除く。）を記載すること。 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する金額を加算した金額（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。以下「契約希望金額」という。）をもって落札金額とするので、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。 

 

15 開札 

   開札は、入札書提出期限を経過した場合又は全ての入札参加者が入札書を提出した場合に、

直ちにその場で入札参加者の立ち会いのもとに行い、その結果を口頭で知らせるものとする。 

 

16 入札の無効   次の各号の一に該当する入札は無効とする。 

（１）入札参加資格を有しない者が行った入札 

（２）委任状を提出しない代理人のした入札 

（３）指定様式以外での入札 

（４）記名、押印を欠く入札（朱肉を使用しない押印を含む。） 

（５）金額を訂正した入札、又は金額の記載が不明瞭な入札（容易に消去できる文具で記載された

入札を含む。原則として、黒のインク又はボールペンとする。） 

（６）誤字、脱字などにより意思表示が明確でない入札書による入札 

（７）内訳欄の記載に誤りがある入札及び内訳の（２４か月×１か月あたりの貸付料） 

と入札金額に差異がある入札 

（８）所定の日時を過ぎて提出された入札、所定の場所に提出しない入札 

（９）一の入札に対して２通以上の入札書を提出した入札 

（１０）入札参加者が他の入札参加者の代理人を兼ねてした入札 
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（１１）公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るため連合したと認められる者による入札 

（１２）同一入札に参加する複数の者の関係が、次のいずれかに該当する者が行った入札。ただし、

入札書を提出するまでに、該当する者の１者を除く全てが入札を辞退した場合には、残る１

者の入札は有効とする。 

ア 子会社等と親会社等（会社法及び会社法施行規則の規定による子会社等及び親会社等をい

う。以下同じ。）の関係にある場合 

  イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

  ウ 一方の会社等の役員（持株会社の取締役（指名委員会等設置会社にあっては執行役）、持

分会社（合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。）の業務を執行する社員、組合の

理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねてい

る場合 

エ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更生法第６７

条第１項の規定により選任された管財人（以下、単に「管財人」という。）を現に兼ねてい

る場合 

オ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

（１３） 同一入札に参加する事業協同組合とその組合員又は同一の組合員が重複して加入している

事業協同組合同士が行った入札 

（１４）同一入札に参加する共同企業体とその構成員又は同一の構成員が重複して結成している共

同企業体同士が行った入札 

（１５）本市水道部により入札参加資格がある旨を確認された者であっても、当該確認の後、

入札時点において「６入札参加資格」に掲げる資格のない者のした入札 

17 失格の入札 

最低貸付料を下回る入札は失格とする。 

 

18 落札者の決定 

（１）有効な入札を行った者のうち、入札価格が本市水道部が定めた最低貸付料以上で最高価

格のものを落札者とする。 

（２）落札者となるべき同価格の入札をした者が 2者以上ある場合は、入札参加者を立ち合わ

せて直ちに当該入札をした者に「くじ」を引かせて落札者を決定する。ただし、当該入札

者は「くじ」を辞退することはできない。 

（３）入札参加者が２者に満たない場合も入札は成立するものとする。 

（４）落札額は、落札者の入札書記載金額に消費税等相当額を加算した金額とする。なお、 

１円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 

（５）落札者は本案件に係る内訳書を提出すること。 

 

19 誓約書の提出 

落札者は、吹田市暴力団の排除等に関する条例第８条第２項に規定する暴力団員及び暴力

団密接関係者でない旨の誓約書（様式６）を提出すること。 

 

20 落札決定の取消し 

（１）吹田市水道部は、落札者の決定日から契約の確定日までの間に落札者が次のアからエま
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でのいずれかに該当したときは、当該入札の落札決定を取り消すことができる。 

ア 吹田市指名停止措置要領に基づく指名停止の措置を受けたとき 

イ 吹田市公共工事等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領に基づく入札参加

除外措置を受けたとき又は同要領別表に掲げる措置要件に該当したとき 

ウ 16入札の無効（１１）に該当する行為があったと認められるとき 

エ 正当な理由がなく、契約予定日までに契約を締結しないとき 

（２）（１）のアからエまでの規定により落札決定を取り消したことについて、本市水道部は

一切の責めを負わないものとする。 

 

21 契約の締結  

（１）契約の締結に当たっては、契約書の作成を要する。契約保証金は免除とする。 

契約予定日は令和４年１１月７日とする。 

（２）契約時に必要な書類 

ア 普通財産貸付申請書 

イ 個人情報等の収集及び利用に関する調査同意書 

ウ 印鑑登録証明書 

エ 登記事項証明書（履歴事項証明書に限る。） 

オ 定款 

カ 直近の損益計算書 

キ 貸借対照表 

ク 財産目録 

ケ 事業報告書 

コ 納税証明書（その３の３） 

サ その他（オからコまで）に類する書類であって本市が適当と認めるもの 

シ 連帯保証人の印鑑登録証明書 

ス 連帯保証人の登記事項証明書（履歴事項証明書に限る。） 

セ 連帯保証人の定款、直近の損益計算書、貸借対照表、財産目録、事業報告書、納税証明

書（その３の３）その他これらに類する書類であって本市が適当と認めるもの 

※上記のうちア、イは本市水道部指定の様式を使用すること。 

※契約の締結及び履行に必要な費用は全て落札者の負担とする。 

※官公庁が証明する書類については普通財産貸付申請日前３か月以内に発行されたものに限

る。 

※落札者は貸付物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することができない。 

（３）契約の締結には連帯保証人を必要とする。 

 

22 その他 

入札参加者は、この公告のほか、地方公営企業法、同施行令、地方自治法、同施行令、 

  吹田市水道部会計規程、吹田市財務規則、その他の関係法令及び貸付実施要領の内容を承認

の上、入札を行うこと。 
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入札参加者は、入札後、この公告、貸付実施要領、現場、契約書及び契約締結に必要な条

件等についての不明を理由として、異議申し立てをすることができない。 

      

23 問い合わせ先 

吹田市南吹田３丁目３番６０号 

吹田市水道部企画室経理グル―プ（水道部本館３階） 

電話  （０６）６３８４－１２５３（直通） 

ＦＡＸ （０６）６３８４－１９０２ 

メールアドレス sui-keiyaku@city.suita.osaka.jp 

mailto:sui-keiyaku@city.suita.osaka.jp

