
「国際陶磁器フェスティバル美濃’21」看板製作及び設置、撤去委託業務 

に関する一般競争入札公告 

 

 「国際陶磁器フェスティバル美濃’21」看板製作及び設置、撤去委託業務について、一般競争入札を行う

ため公告する。 

 

 令和３年４月２６日 

 

            国際陶磁器フェスティバル美濃実行委員会会⾧ 多治見市⾧ 古川 雅典 印 

 

１．一般競争入札に付する事項 

（１）委託業務名 

   「国際陶磁器フェスティバル美濃’21」看板製作及び設置、撤去委託業務 

（２）業務の概要 

   入札説明書による 

（３）履行期間 

   契約締結の日から令和３年１０月２９日（金） 

（４）履行場所 

   入札説明書による 

 

２．入札参加者の資格に関する事項 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 に該当しない者であること。 

（２）岐阜県、多治見市、瑞浪市、土岐市及び可児市のいずれかの入札参加資格者名簿に登載されている 

  者であること。 

（３）岐阜県、多治見市、瑞浪市、土岐市及び可児市のいずれかから、県及び各市の指名停止措置要領に 

  基づく指名停止措置を競争入札参加資格確認申請期限の日から入札の日までの期間内に受けていない 

  こと。 

（４）岐阜県、多治見市、瑞浪市、土岐市及び可児市のいずれかから、県及び各市が行う契約からの暴力 

  団排除に関する措置要綱に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加資格確認申請期限の日から 

  入札の日までの期間内に受けていないこと。 

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき、更生手続き開始の申立てがなされている者（更 

  生手続き開始の決定を受けている者を除く。）でないこと、及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号） 

  に基づき、再生手続き開始の申立てがなされている者（再生手続き開始の決定を受けている者を除く。） 

  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 

  る暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

（７）宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。 

 

３．入札手続等に関する事項 

（１）担当事務局 

  〒507-0801 多治見市東町 4-2-5 

  セラミックパーク MINO 内 

  国際陶磁器フェスティバル美濃実行委員会事務局 

  TEL：0572-25-4111 FAX：0572-25-4138 

（２）入札説明書の交付期間及び交付場所 

  ①交付期間 

   令和３年４月２６日（月）から令和３年５月１３日（木）までの毎日 

  ②交付の場所 

   ３の（１）に同じ 

   電子メールによる交付を希望する場合も、３の（１）まで申し出ること。 

（３）競争入札参加資格の確認 

  ①入札参加希望者は、下記期限までに別に定める入札参加資格確認申請書を上記３の（１）まで提出 

   し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

  ②提出期限 令和３年５月１７日（月）１７時 

   期限までに入札参加資格確認申請書を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、入 

   札に参加することができない。 

  ③入札参加資格の確認結果は、令和３年５月２４日（月）までに通知する。 

（４）入札の日時及び場所 

  ①日 時：令和３年５月３１日（月）１5 時 

  ②場 所：多治見市東町 4-2-5 

       セラミックパーク MINO １階 小会議室 

（５）開札の日時及び場所 

  入札終了後直ちに上記３の（４）の②の場所において行う。 

（６）契約条項を示す場所 

  ３の（１）に同じ。 

（７）入札方法等に関する事項 

  ①入札方法 

    入札は、本人又はその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「入札書記載金額」という。） 

   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）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 

   る金額を入札書に記載すること。 

  ②入札保証金及び契約保証金 

   多治見市契約規則（以下「規則」という。）第５条に該当するときは免除する。 

  ③落札者の決定方法 

    落札者は、予定価格に 110 分の 100 を乗じて得た額の範囲内で、最低の入札書記載金額をもって 

   入札した者を落札者とする。なお、落札者がいないときは、直ちに再度の入札をすることがある。 

  ④入札の無効 

    本公告に示した入札に参加する資格のない者及び競争入札参加資格確認において虚偽の申請を行 

   った者のした入札並びに規則第１４条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ⑤入札又は開札の中止 

   天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができないときは、これを中止する。 

   入札又は開札の中止による損害は、入札者の負担とする。 

  ⑥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。 

 

４，その他 

（１）入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約書作成の要否 

  要 

（３）郵便又は電信による入札は認めない。 

（４）談合情報があった場合は、談合の事実の有無に関わらず、そのすべてを公表することがある。 

（５）談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無に関わらず、契約の締結をしないこ 

  とがある。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。 

（６）落札者が、岐阜県、多治見市、瑞浪市、土岐市及び可児市のいずれかから、県及び各市が行う契約 

  からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日 

  までの期間内に受けたときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。 

   また、契約後に同要綱に基づく入札参加資格停止措置を受けた場合は、原則、契約を解除する。 

（７）詳細は、入札説明書による。 
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令和３年４月 



国際陶磁器フェスティバル美濃実行委員会 

 この入札説明書は、「国際陶磁器フェスティバル美濃’21」看板製作及び設置、撤去委託業務に係る
入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を定めたものであり、
入札参加希望者は次の事項を熟知のうえ、入札書を提出すること。 
 
１．一般競争入札に付する事項 
（１）委託業務名 
  「国際陶磁器フェスティバル美濃’21」看板製作及び設置、撤去委託業務 
（２）委託業務の仕様等 
  別紙「仕様書」による 
（３）履行期間 
  契約締結の日から令和３年１０月２９日（金） 
（４）履行場所 
  別紙「仕様書」による 
 
２．入札参加者の資格に関する事項 
（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 に該当しない者であること。 
（２）岐阜県、多治見市、瑞浪市、土岐市及び可児市のいずれかの入札参加資格者名簿に登載されて 
  いる者であること。 
（３）岐阜県、多治見市、瑞浪市、土岐市及び可児市のいずれかから、県及び各市の指名停止措置要 
  領に基づく指名停止措置を競争入札参加資格確認申請期限の日から入札の日までの期間内に受 
  けていないこと。 
（４）岐阜県、多治見市、瑞浪市、土岐市及び可児市のいずれかから、県及び各市の契約からの暴力 
  団排除に関する措置要綱に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加資格確認申請期限の日 
  から入札の日までの期間内に受けていないこと。 
（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき、更生手続き開始の申立てがなされている者 
  （更生手続き開始の決定を受けている者を除く。）でないこと、及び民事再生法（平成 11 年法律 
  第 225 号）に基づき、再生手続き開始の申立てがなされている者（再生手続き開始の決定を受け 
  ている者を除く。）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 
  定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 
（７）宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。 
 
３．入札手続等に関する事項 
（１）担当事務局 
  〒507-0801 多治見市東町 4-2-5 
  セラミックパーク MINO 内 
  国際陶磁器フェスティバル美濃実行委員会事務局 
  TEL：0572-25-4111 FAX：0572-25-4138 
（２）契約条項を示す場所 
  ３の（１）に同じ 



  電子メールによる交付を希望する場合も、３の（１）まで申し出ること。 
（３）競争入札参加資格の確認 
  ①入札参加希望者は、下記期限までに別に定める入札参加資格確認申請書を上記３の（１）まで 
   提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 
  ②提出期限 令和３年５月１７日（月）１７時 必着 
   期限までに入札参加資格確認申請書を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者 
   は、入札に参加することができない。 
  ③入札参加資格の確認結果は、令和３年５月２４日（月）までに通知する。 
（４）入札参加の辞退 
   上記３の（３）で競争入札参加資格が認められた後に入札参加を辞退する場合は、入札辞退届 
  を入札執行日時までに上記３の（１）まで提出すること。 
（５）入札に関する質問等 
  ①入札説明書や仕様書の内容、その他本件入札についての質問は、下記期限までに質問書（様式 
   ５）にて上記３の（１）まで提出すること。 
  ②提出期限 令和３年５月１７日（月）１７時 必着 
  ③質問に対する回答は、令和３年５月２４日（月）までに入札説明書受領者すべてに回答します。 
 
４．入札の日時及び場所 
（１）日時 
  令和３年５月３１日（月）１５時 
（２）場所 
  多治見市東町４−２−５ 
  セラミックパーク MINO １階 小会議室 
 
５．入札方法等に関する事項 
（１）入札方法 
  ①入札は、本人又はその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。 
  ②郵便及び電信による入札は認めない。 
（２）入札書 
   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「入札書記載金額」という。）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）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 
  当する金額を入札書に記載すること。 
（３）その他 
  ①入札書は、インク等の消散し難いものにより記載すること。 
  ②入札書の金額及び数量は、訂正することができない。 
  ③入札書の記載事項（金額及び数量を除く。）を訂正する場合は、訂正印の押印をすること。 
  ④入札書は封書にすること。 
  ⑤一度提出した入札書は、これを書き換え、引き換え、又は撤回することができない。 



 
６．入札保証金 
  落札した場合に契約を締結しない恐れがない場合等、多治見市契約規則（以下「規則」という。） 
 第５条に該当するときは免除する。 
 
７．開札の日時及び場所 
 上記４に記載する入札会場において、入札終了後直ちに行う。 
 
８．開札方法 
  開札は、入札者又はその代理人の立ち会いのもと行う。これらの者が立ち会わないときは、本件 
 入札事務に関係のない職員が立ち会う。 
 
9．落札者の決定方法 
（１）原則 
   予定価格に 110 分の 100 を乗じて得た額（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「入札書比較価格」という。)の範囲内で、最低の入札書記載金額 
  をもって入札した者を落札者とする。 
（２）くじによる決定 
   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、くじにより落札者を決定する。 
  なお、くじを引くことを辞退することはできない。仮にくじを引かない者があるときは、代わり 
  に本件入札事務に関係のない職員がくじを引く。 
（３）再度入札 
   入札書比較価格の範囲内の入札書記載金額による入札がないときは、直ちに再度の入札をする 
  ことがある。再度入札は原則として 1 回のみとする。 
   再度入札の参加を辞退する場合は、再度入札辞退届を提出すること。 
 
10．入札の無効 
 次のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とする。 
（１）入札者が入札参加資格の確認において虚偽の申請を行ったとき。 
（２）入札者が同一事項に対し、二以上の入札をしたとき。 
（３）入札者が他人の代理人をし、又は代理人が他人の代理を兼ねたとき。 
（４）入札保証金を免除した場合を除き、その全部又は一部が納付されていないとき。 
（５）入札に関し談合等の不正行為があったとき。 
（６）入札書に記名押印がないとき。 
（７）入札書の記載事項の確認ができないとき。 
（８）入札参加資格を有しない者が入札をしたとき。 
（９）その他あらかじめ指定した事項に違反したとき。 
 
 
11．入札又は開札の中止による損害 
 天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができないときは、これを中止する。 



 入札又は開札の中止による損害は、入札者の負担とする。 
 
12．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。 
 
13．その他 
（１）入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 
  日本語及び日本国通貨に限る。 
（２）契約書作成の要否 
  要 
（３）契約保証金 
  契約締結者が契約を履行しないおそれがない場合等、規則第５条に該当するときは、免除する。 
（４）談合情報があった場合は、談合の事実の有無に関わらず、そのすべてを公表することがある。 
（５）談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無に関わらず、契約の締結をしな 
  いことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。 
（６）落札者が、岐阜県、多治見市、瑞浪市、土岐市及び可児市のいずれかから、県及び各市が行う 
  契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約 
  締結の日までの期間内に受けたときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。 
   また、契約後に同要綱に基づく入札参加資格停止措置を受けた場合は、原則、契約を解除する。 
 



別記 

著作権等取扱特記事項 

 

（著作者人格権等の帰属） 

第1 本委託業務における成果物（以下「成果物」という。）が著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 2

条第 1 項第 1 号に規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に

係る同法第 18 条から第 20 条までに規定する権利（以下「著作者人格権」という。）及び同法第 21

条から第 28 条までに規定する権利（以下「著作権」という。）は乙に帰属する。 

 ２ 成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作

者人格権及び著作権（著作者人格権を有しない場合にあっては、著作権）は、提供した者に帰属す

る。ただし、甲又は乙が第三者により利用許諾を得ている素材が著作物に該当する場合について

は、当該第三者に帰属する。 

 

  （著作物の譲渡） 

第2 成果物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権（同法第 27 条及び第 28 条に

規定する権利を含む。）を当該著作物の引き渡し時に甲に譲渡する。  

 ２ 成果物の作成のために乙が提供した成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材が著作物に該当

する場合には、当該著作物のうち、次に掲げるものの著作権（同法第 27 条及び第 28 条に規定す

る権利を含む。）を当該著作物の引き渡し時に甲に譲渡する。 

一 原稿 

二 写真 

三 その他本業務の実施の際に制作したもの 

 ３ 前２項に関し、次のいずれかの物に成果物及び当該成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材の

著作権が帰属している場合には、乙は、あらかじめ乙とその者との書面による契約により当該著作

権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）を乙に譲渡させるものとする。 

   一 乙の従業員 

   二 本件契約によって実施される業務の一部が再委託される場合の再委託先又はその従業員 

 ４ 第 1 項及び第 2 項の著作権の譲渡の対価は、契約金額に含まれるものとする。 

 

（著作者人格権） 

第3 乙は、甲に対し、成果物及び当該成果物に係る原稿、原画、写真その他の素材（以下「成果物等」

という。）が著作物に該当する場合には、著作者人格権を行使しないものとする。 

 ２ 甲は、成果物等が著作物に該当する場合において、当該成果物等の本質的な部分を損なうことが

明らかな改変をすることはできない。 

 

（保証） 

第4 乙は、甲に対し、成果物等が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保

証するものとする。 



（成果物等の電子データが入った納入物の提供） 

第5 乙は、甲に対し、成果物等の電子データが入った納入物（DVD−R）を当該成果物の引き渡し時に

引き渡すのものとする。 

 ２ 前項の規定により引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとする。 

 ３ 第 1 項の成果物等の電子データが入った納入物の所有権は、当該成果物の引き渡し時に甲に移転

する。 


