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号　淡都交第1号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　誉：・一　　　ご
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三塗、‘擦　　灘襲霧璽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　織

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馨響
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍵勢．。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丑総⑪⑪翻
事　　業　名　南部生活観光バス運行車両購入事業

晶　　　　名　目野ポンチョ

規格（形式）　HXgJLCE－FW覗AAD－SW（低床型のノンステツプバス）・

数　　　　量　7台

奨約金額￥156，095，660－

　　　　　　　（うち消費税及び地方消費税の額蓼11・，502，547円一）

納入期限　　平成31年3月20日

納入揚所　　淡路市生穂新島8番地　淡路市役所

契約保証金　　淡路市契約規則第25条第1項第£号により免除

納入の方法　　淡路市の指示による

　上記物品の売買について、．発注者　淡路市（以下「甲」という。）と受注者（以下「乙」という。）

とは、上記物品の納入について、次の条項に従い互いに信義を守り、誠実にこれを履行するものと

する。

　この契約の証とレて、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有する。

　　平晦砕銅／目

発注者

　　　　氏　　名

住所兵麟灘市蠕縞噸麟三篶蓉三鴛㌃
　　　　　　　　　　　1＿」1－　　・　ノ1

兵庫県淡路市長門康彦慧火蹴彊懸1
　　　　　　　　　　　　　　員　r　r巨

　　　　住所兵庫県淡路市志筑3517番地

㌔名一一一嘱麟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輝いx5ン

一
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（総　　則

第1条乙は、甲の示す仕様書に基づいて、頭書の納入期限内に物品を納入しなければならない。

2　乙は、納入すべき物品について品質が明らかでなく、又は特別の指示を受けていないときは、

　同等以上の品質を有するものを納入しなければならない。

3　乙は、仕様書又は契約条件に明示されていない事項について、物品の納入に当然必要なことは、

　甲の指示によらなければならない。

（検　　査）

第2条乙は、物晶を納入しようとするときは、納晶書正副2通を提出し、立ち会いの上、甲の検

　査を受けなければならない

2　検査に要する費用及び検査による変質、変形又は消耗及び損傷した物品の修繕等の費用はすべ

　て乙の負担とする。

3　乙は、第1項に規定する検査に立ち会わなかったときは、検査の結果につき、異議を申し立て

　ることができないものとする。

（手直し、補強又は取換え）　、　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

第3条乙は鼠納入する物晶が不良のため、前条第工項の検査に合格しなかったときは、甲の指定

　した期限内にこれを手直しし、補強し、又は取替えて検査を受ければならない。

（給付の完了）　　　　　，

第4条甲は、検査に合格した物品につき、その引渡しを受けるものとする。

2　物品の容器、包装等は、特に定める場合を除き、甲の所有とする。

（危険負担）

第5条物品の納入前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。

（蝦疵担保）

第6条乙は、納入した物品で、隠れた蝦疵があるときは、この契約を履行した日かちユ年間、無

償で手直しし、補強し、又は取替えなければならない。　　　　　　　‘

2　乙は、甲に対して、前項に規定する蝦疵により生じた損害を賠償しなければならない・

（権利、義務の譲渡禁止）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ第7条　乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

　ただし、甲の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。

（代金の支払等）

第8条甲は、この契約に基づく給付の完了を確認した後、乙の適正な支払請求書を受理した日か

　ら30目以内に契約金額を支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この

　限りでない。

（分　　納）

第9条乙は、甲の要求があったときは、物品ゐ数量を分割して納入するものとする。

2　乙は前条の規定により、分割納入したときは、甲に既納部分の範囲内において代価を請求する

　ことができる。

（乙の請求による契約履行期限の延長）

第10条乙は、天災地変、その催やむをえない理由により、契約の履行期限内に物品を納入する

　ことができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書薗により・．期限の延長

　を求めることができる。この場合において、甲が正当と認めたときは、甲、乙協議して書面によ

　り延長日数を定めるものとする。

（契約の解除）　　　　　　　　　　　　　　　　‘

第11条甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することが

　できる。

　①　乙の責めに帰すべき理由によりく契約の履行期限内に契約を履行しないとき・又は契約を

　　履行する見込みがないと明らかに認められるとき。・

　（2）法令の規定により、．営業に関する許可を取り消され、Xは営業の停止を命じられたとき・
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　③　乙又はその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。

　④　乙又はその代理人が、この契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができな

　　いとき。

2，甲は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。

3　甲は、前2項の規定により、この契約を解除したときは、乙の請求により既納部分の代価を支

　払つて当該部分の所有権を取得するものとする。

4　第1項の規定により、，この契約を解除した場合においては、乙は契約金額の10分の1に相当

　する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に納付しなければならない。

5　甲は、この契約を解除しようとするときは礼その理由を記載した書面により、乙に通知するも

　のとする。

（損害賠償）

第12条　受注者は、この契約に定める義務を履行しないために発注者に損害を与えたときは、そ

　の損害に相当する金額を損害賠儂として発注者に支払わなければならない。

（賠償金等の徴収）・

第13条　受注者は、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支

　払わないときは、発注者はその支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額

　支払の日までの年2．マパーセントの割合で計算した利息を付した…額と、発注者の支払うべき契

　約代金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。

2　前項の追徴をする場合には、発注者受注者から遅延日数につき年2．7％パーセントの割合で

　計算した額の延滞金を追徴する。

（履行遅延の揚合の違約金）

第14条゜乙は、その責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に物品を納入しないときは、

　契約の履行期限の翌日から履行の日までの目数に応じ、契約金額につき年10・75パ「セント

　の割合で計算した額を違約金として甲に納入しなければならない。・　　　　　　　’

2　乙は、第3条の手直し、補強又は取替えが指定期限後にわたるときは、前項に基づき違約金を

　納入しなければならない。

3　前各項の違約金徴収目数の計算については、検査に要した日数は、これに算入しないものとす

　る。

（契約の変更、中止）

第15条　甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、書面による通知により契約の内容を変

　更し、又は中止させることができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要

　があると認めるときは、隔甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。

（事情の変更）

第16条契約の締結後において、予期することのできない経済済勢の変動等により、契約金額が

　著しく不当と認められる事情が生じたときは、甲、乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変

　更することができる。

（協　　議）

第17条この契約について疑義のあるとき、．又はこの契約に定めのない事項については、淡路市

　契約規則によるほか、甲乙協議して定めるものとする。亀

（本契約の確定）

第18条　この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

　（平成17年淡路市条例第55号）第2条の規定による淡路市議会の議決を経た後本契約を締結

　する。この場合において、この契約書は地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第5

項の規定に基づく契約書となるものとする。
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議会の議購ったことを了斌本契約の雛を確認臨

平成　年　月亀霞

　　　　住　　　所　　兵庫県淡路市生穂新島8番地

　発注者
　　　　氏，　名　　淡路市長　門　康彦　　　㊥

舞住所鱒繍志筑351播地　．
　　　　氏　名木下繭車槻会社骸聯役木下智之甲

　　・　　　　　　　　　　1

一
恰



（物晶売買契約書用）

暴力団排除に関する特約

　（趣旨）

1　発注者及び受注者は、淡路市暴力団排除条例，（平成25年淡路市条例第9号。以下「条

例」という。）第6条の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう必要な措置を

実施することとして、以下の各項のとおり合意する。

　　（契約からの暴力団の排除）　　　　　　　　　　　　　　　　　　髭

2受潴は・暴力団（条鱗2条鋤号に輝定する暴力岡をいう・以下同じ・）曝力団

員（同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）及び暴力団密接関係者（同条第

　3号に規定する暴力団密接関係者をいう・以下同じ。）（以下これら身「暴力団等」とい

　う・）と・この契約の履行に伴い業務を第三者に行わせるために締結する契約（以下「再

　委託契約」という。）を結結してはならない。

3　受注者は、当該者を発注者とする再委託契約を締結する場合において、この特約の第

　2項から第6項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項に準じた規定を当該再

　委託契約に定めなければならない。

4　受注者は・次のいずれかに該当するときは、発注者及び兵庫県淡路警察署長（以下「警

察署長」という。）に報告しなければならない。

　（1）再委託契約の受注者が暴力団等であることを知ったとき。

　（2）　この契約の履行に関して業務の妨害その他不当な要求を受けたとき。

　（3）再委託契約の受注者からその者が発注した再委託契約におけるこの項に準じた規

　　定に基づく報告を受けたとき。　　　　　　　　　　　自

　（役員等に関する情報提供）

5　発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するた

め・受注者に対して、次に掲げる者（受注者及び再委託契約の受注者が個人である場合

はその者を含む。以下「役員等」という。）についての名簿その他の必要な情報の提供を

求めることができる。

（1）役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、相談

　役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は再委託契約の

　受注者に対し、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以

　上の支配力を有するものと認められる者を含む。）

　（2）　受注者又は再委託契約の受注者がその業務に関し、監督する責任を有する者（前

　号の役員を除く。叉として使用し・又は代理人と』て選任している者（支店又は常時再
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　　委託契約を締結する事務所の代表者を含む。）

6　発注者は、受注者から提供された情報を警察署長に提供することができる・

　（警察署長から得た情報の利用）　L　　－

7　発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当するか否かについて、警

察署長に意見を聴くことができる。

8　発注者は、警察署長から得た情報を他ρ契約において、第1項の趣旨に従い暴力団等

を排除するために利用することができる。

　（発注者の解除権）　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘二1

9　発注者は、受注者（受注者が共同企業体である場合にあっては、その構成員のいずれ

かの者。以下この項において同じ。）が、次のいずれかに該当するときは、契約を解除す

ることができる、この場合において、物品売買契約書第11条第4項め規定を準用する。

　（1）役員等が、暴力団員であると認めちれるとき。

（2）暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき・

　（3）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

　加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき・

　（4）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し・‘又は便章を供与するな

　　ど、直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

　　られるとき。

（5）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

　　られるとき。

（6）再委託契約を締結するに当たり、その相手方が第1号から前号までのいずれかに

　該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき・

　（7）受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再秀託契約の相手方

　　としていた場合（前号に該当する場合を除く。）に1発注者が受注者に対して当該契約

　　の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

　（8）再委託契約の受注者が再委託i契約を再発注して、第1号から第5号までのいずれ

　　かに該当する者を相手方としていた揚合において、受注者がその事実を知りながら・

　　正当な理由がなく、発注者への報告を怠ったとき、受注者が再委託契約の受注者との

　　特約に準じた条項を定めた再委託契約を締結していなかったとき、その他受注者が正

　　当な理由がないにもかかわらず、特約の条項に故意に違反し、その違反より暴力団を

　　利する行為をしたと認められるとき。　　　　　　　　　・

（解除に伴う措置）
尋。，
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10　前項の解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその

損害を請求することはできない。

11　第9項の規定により、この契約が解除された場合において、物晶売買契約書第11

条の規定を適用する。

　（違約金の徴収）

12　第9項において準用する物晶売買契約書第11条第4項の規定による違約金の徴収

については、物晶雍買契約書第13条の規定を適用する。

　（誓約書の提出等）

13　受注者は、この契約の契約金額が200万円を超えるときは、発注者に対しぐこの

契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。

　（1）受注者が暴力団等でないこと。

　（2）再委託契約を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約の受注者としないこと。

　（3）受注者は、この特約の条項に違反したときは、第9項の規定に基づく契約の解除、

　前項の規定に基づく違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述

　べないこと』

14　受注者は、再委託契約を締結する場合において、その契約金額（同一の者と複数の

再委託契約を締結する場合には、その合計金額）が200万円を超えるときは、° 前項の

規定に準じて当該再委託契約の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写し（第3項

の規定によりこの項に準じて再委託契約に定めた規定により提出させた誓約書の写しを

含む。）を発注者に提出しなければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　『、

　（受注者からの協力要請）

15　受注者は、特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要があるときは、発

注者及び警察署長に協力を求めることができる。

蓄，
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再委託契約における暴力団撲除に関する特約（第3項関係）

　発注者及び受注者は、淡路市暴力団排除条例（平成25年淡路市条例第9号。以下「条

例」というb）第6条の規定に基づき、暴力団を利することとならないような必要な措置を

実施することとして、次のとおり合意する。

1　受注者は、暴力団（条例第2条第1項1と規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団．

　員（同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）及び暴力団密接関係者（同条第

　3号に規定する暴力団密接関係者をいう9以下同じ。）（以下これを「暴力団等」という。）

　と・この契約の履行に伴い業務の一一部について第三者に行わせるために締結する契約似

　下「再委託契約」という。）を締結してはならない。　　　　　　　　　　　・．

2　受注者は、当該者を発注者とする再委託契約を締結する場合において、この特約に準

　じた条項を含んだ再委託契約を締結しなければならない。

3　受注者億・次のいずれかに該当するときは、発注者及び兵庫県淡路警察署長（以下「警

察署長」という。）に報告しなければならない。

　（1）再委託契約の受注者が暴力団等であることを知ったとき。

　（2）　この契約の履行に関して業務の妨害その他不当な要求を受けたとき。

　（3）・再委託契約の受注者からその者が発注した再委託契約におけるこの項に準じた規

　　定に基づく報告を受けたとき。

4　発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するた

　め・受注者に対して、次に掲げる者（受注者及び再委託契約の受注者が個人である場合

　はその者を含む。以下「役員等」という。）についての名簿その他の必要な情報の提供を

　求めることができる。

　（1）役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら1こ準じる者をいい、相談

　　役・顧問そρ他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は再委託契約の

　　受注者に対し、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる同等以上の

　　支配力を有するものと認められる者を含む。）

　（2）受注者又は再委託契約の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者前号の

　役員を除く。）として使用し、又は代理人として選任している者（支店又は常時再委託

　契約を締結する事務所の代表者を含む。）

5　発注者は、この契約に係る業務の発注者（当該業務を発注した淡路市長）を通じて受

注者から提供された情報を警察署長に提供することができる。

6　発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

（1）役員等が暴力団員であると認められるとき。

（2）暴力団等が経営に実質的に関与していると認められるとき。

　（3＞役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鐘　、．
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　加える目的をもって、暴力団等を利用していると認められるとき。

　（4）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

　　ど、直接的又は積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与していると認

　　められるとき。

　（5）　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

　　られるとき。

（6）再委託契約を締結参るに当たり、その相手方が第1号から前号までのいずれかに

　該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認やられるとき・、

（の．受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約の相手方

　　としていた場合（前号に該当する場合を除く。）において、発注者が受注者に対して当

　該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。　　　　　　　　　㌧

（8）再委託契約の受注者が再委託契約を再肇注して第1号から第5号までのいずれか

　　に該当する者を相手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への

　報告を正当な理由がなく怠ったときは、受注者が下請契約等の受注者とこの特約に準

　　Pた条項を含んだ再委託契約を締結していなかったときその他受注者が正当な理由が

　ないのにもかかわらず、この特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利す

　　る行為をしたと認められるとき。

7　前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対

　して、その損害を請求することはできない。

8　受注者は、この契約の契約金額（発注者と複数の再委託契約を締結する場合は・その

合計金額）が200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に次の事

項に関しての誓約書を提出するものとする。

　（1）受注者が，暴力団等でないこと。

　（2）　再委託契約を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約の受注者としないこと・

　（3）受注者は、この特約の条項に違反したときは、第6項に基づく契約を解除違約

　金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと・

9　受注者は、再委託契約を締結する場合において、前項の規定に準じて当該再委託契約

の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写し（第2項の規定によりこの特約に準じ

て再委託契納に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。）を発注者に提出しな

　ければならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

孟な．
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様式第2号（第5条関係）

（委託その他（建設工事を除く。））

誓　約　書

平成躍年ナ月　ノ日

淡路市長　様

住所（所在地）

氏　　　　名

　：法人名

　代表者名

兵庫県淡路市志筑3517番地

木下自動車株式会社

代表取締役　木下智

　下記第1項の契約の締結（以下「本契約」という。）に当たり、淡路市暴力団排除条例（平成2

5年淡路市条例第9号。以下「条例」という。）を遵守し、暴力団を利することとならないよう措

置を講じて暴力団排除に協力するため、下記第2項のとおり誓約する。

　なお、発注者がこの誓約書の写し及び下記第2項第4号の情報を兵庫県淡路警察署長（以下「警

察署長」という。）に提供すること、発注者が警察署長に下記第2項第1号及び第2号に関して意

見照会すること並びに警察署長から得た情報を発注者が他の業務において暴力団を排除するため

に利用し、又は淡路市関係組織に提供することについて同意する。

記

1　契約名

番号淡都交第1号

名　称　　南部生活観光バス運行車両購入事業

2　誓約事項

　（1）受注者は、次のアからウまでに該当しないこと。

　ア　条例第2条第ユ号に規定する暴力団

　イー条例第2条第2号に規定する暴力団員

　　ウ　条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

（2）　この契約の一部について第三者に行わせる契約（以下「再委託契約等」という。）を締結

　するに当たり、暴力団等（淡路市契約からの暴力団等の排除に関する要綱第2条第4号に規

　定する暴力団等をいう。以下同じ。）を契約の受注者としないこと。

（3）受注者が前2号のほか、本契約書及び本契約に係る「暴力団排除に関する特約」の条項

　に違反したときは・契約の解除、違約金の請求その他発注者が行う一切の措置について異議

　を述べないこと。

（4）発注者が、受注者又は再委託契約等の受注者が暴力団等に該当するのかを確認するため

　に、その役員等（受注者又は再委託契約等の受注者力乳．個人である場合にあってはその者、

　法人である場合にあってはその役員及びその支店又は常時契約の締結する事務所の代表者を
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いう．以桐じ．）についての繕その他の離の雛を求め腸合には浸注者はその役員

等の承諾を得て速やかに必要な情報を発注者に提出すること・

㈲受潴は、本契緬履行に伽・、暴力畔からの業務の嫉その他の不当な手段による

要求（以下「不当介入」’ という．）を郵ナたときは溌注都報告するととも1こ灘察署長に

届け出て、捜査上必要な協力を行うこと・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

（6）難者は、再委託契纏の受注都こ対し、当該再委託契纏の履行に伴レ’不当介入を受

けたときには、受注都儲するとともに溌潴にも幸晧し・警難長へ届け串て捜査

上必要な協力を行うよう指導すること・　　　　　　　　　　　　　1

（7）受注者は、再委託契纏の受注都謡らの不当介入を受けたという幸晧綬1ナたとき又は

再委託契繍の受潴が当該再委託契縛の履そ了に伴い不当介入を受けたことを知ったとき

1とは溌潴に報告するとともに、警察署長に届け出て・当該再委託契纏の受潴ととも．

　に捜査上必要な協力をすること・

峨5一



◇淡路市暴力団撲除条例（平成25年淡路市条例第9号）　抜粋

　（定義）

第2条・この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は・当該各号に定めるところによ

　る。

　（1）暴力団　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。以下「法」，という。）第2条第2号に規定する暴力団をいう。

　（2）　暴力団鼻　法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

　（3）暴力団密接関係者　暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で、次のいずれか

　　に該当するものをいう。

　　ア　暴力団員が役員（法第9条第21号ロに規定する役員をいう。以下同じ。）として、

　　　又は実質的に経営に関与している事業者

　　イ　暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者（役員を除く。以下「監督責任者」

　　　という。）として使用し、又は代理人として選任している事業者

　　ウ　次に掲げる行為をした事業者。ただし、事業者が法人である場合にあっては、役員

　　　又は監督責任者が当該行為をした事業者に限る。

　　　（ア）　自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を

　　　　持って、暴力団の威力を利用する行為

　　　・（イ）暴力団又は暴力団員に対レて、金品その他財産上の利益の供与をする行為

　　　（ウ）　（ア）又は（イ）に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される

　　　　関係を有していると認められる行為

　　　　ナからウまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これらの者を相手

　　　方として、下請契約、業務の再委託契約その他の契約を締結し、又はこれらの者を利

　　　用している事業者

　（4）省略

ノ
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（発注者）

　契約担当者

様

役員一覧表（誓約書2（4）関係）

平成∂〃年♂月ノ臼

（受注者）

住　　所（所在地）

（所在地）　　。兵庫県淡路市志筑3517番地

氏　　　名（法人名　代表者名）　　　　　一

　　　木下自動車株式会社
　　　代表取締役木下　智之

役職 氏　　名 ふりがな
噛噸ご押朗絆

性別

代表取締役 木下智之 きのした　ともゆき

　生年凋　日．

　　　　　警
明治大正　昭和　平成

翻
男・女

年　　月　　日

明治　大正　昭和　平成
男・女

年　　月　　目

明治　大正昭和　平成
男・女

年　　月　　日

明治　大正昭和　平成

年　　月　　日
男・女

明治　大正昭和平成
男・女

年　　月　　日

明治大正昭和　平成
男・女

年　　月　ノ目

明治　大正　昭和　平成

年　　月　　目
男・汝

　、
明治　大正昭和・平成

年　　月　　日
男・女

鼠記載方法翼

　①　記載例に従って、役職氏名、ふりがな、生年月日、性別を記載してください。

　②　個人事業者の場合には代表者を、法人の場合にはその役員又はその支店若しくは常

　時建設工事等の請負契約等を締結する事務所の代表者を記載してください。

　③　生年月日の記載については、元号に○印をっけてください。

　④　性別の記載については、どちらかに○印をっけてください。

老増．
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南部生溝観光バス車両購入事業　仕様書

1．概要

，（1）業務名

（2）・業務番号

（3）納入場所

（4）納入期限

（5）納入物晶

南部生活観光バス運行車両購入事業

淡都交第1号

淡路市生穂新島8番地　淡路市役所

平成31年3月20日（水）限二り

下記のとおり

2。仕様及び指定車両

　地域住民、特に交通弱者の利用者ボできるだけ利用しやずい車両とすることが条件であ

る。よって、単なる移動装置という位置付けではなく、利用者の立場に立った使い勝手の

よい仕様とすることが必要であり、車椅子の乗降及び乗降時…の融差解消等の安全面に配慮
した車両であること。これちのことから車両ゐ仕様は、・次のとおりとする。

（1）車名・車型等

（2）台数

（3）定員

（4）ボデー長

（5）乗降方式

日野ポンチョ（低床型のノンステップバス）HXgJLCE・FWWAA亘）・・S厳

　　7台
　　29～36’入乗り

　　ロングボデー　　　　　　　　　　　　　　　　　・

〈（全長：6，990mm）（全幅：2，080m鵬）（全高：3，100職澱）〉

　　多区閲（中乗・中降）

（6）乗降扉位置・形状

（7）シートレイアウト

（8）エンジン形式

（9）使用燃料

（10）総排気量

（11）燃料タンク容量

（12）ミッション
（13）排出ガス

（14）その他付属晶等

スライド扉

郊外型

J5－V

超低硫黄軽油

5。　123L

100L

5速AT

平成28年（ポスト新長期）排出ガス規制

項目名 オプション仕様内容

エアドライヤ 取付十ミズトキャッチャー付

オhバーラン警報装置 ブザー取付

スピー一ドメータ・タコグ

ラフ

スピードメーター　140km／h十タコグラフ　140　k

m／h　1日（1DlNサイズ）チャート紙タイプ

フィーラーキャップ キー付　　　　　　一

窓柱かぶせ 　　　　　　　　　　　　」鋼銀製（一部樹脂製）

腰板 アルミ板十ビニールレザー張り

中扉窓ガラス 上部：強化サングリーン下部：強化サングリーン50

中扉部室内間接確認装

置

車内2光束反射式　ブザー付（計器板内）

＿　　9

扉ロック装置 中扉に取付゜

非常扉・扉窓ガラス 強化サンベールグリーン50　非常ロマーク付

後面窓ガラス 強化サングリーン電熱ヒ導タ無＋方向窓有効以外はサンベールグ

リーン（ガラス）十リンテックNS－45（グレーフイルム）
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側面窓 右：逆T型左：固定式、（郊外型用）

（1）右：逆丁型サンベールグリーン50

（2）牢扉後窓：固定式サングリーン＋方向窓有効以外はサン

ベールグリーン（ガラス）＋リンテックNS－45（グレーフィ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　穿ルム）舳

（3）’左＃3、左最後部窓：固定式　サンベールグリーン50

運転席窓 強化サングリーン（前側電熱ヒータ入合せガラス）カールコード

式

左方視界窓 合せサングリーンヒーターガラス

前方向幕電動巻取器 クラリオン製（小型ノンステップHX用）　LED式行先表示

器二CT8300FC（白色）1回送スイッチ：スイッチボック

スに取付

側方向幕電動巻取器

　　　　　　し

クラリオン製（小型ノンステップHX用）　LED式行先表示

器：CT8300SC（白色）

後方向幕電動巻取器 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よクラリオン製（小型ノンステップHX用）　LED式行先表示

器：CT8300RC（白色）

運転席マット 床上張同材マット（縁系なし）　ホック止め

霧灯 付（白色）．

車外照射灯 レシップ製　LED式（20W相当品）　中扉上に取付扉連動

＆ON－OFFスイッチ付

路肩灯 オージ製　LED式　LL－1岨C1　後輪前方左右外板各1

灯　スモー一ル連動

補助制動灯 付　　　　　　　　　　　　　　・

乗降中表示灯 オージ　JS－31’7－PC（ポンチョ用）　車体後面左側に取

付

バスジャック警告灯 LED表示器に表示

　　o｝｛　　　　　oマツフフンフ マップランプ：SL－150　右＃1柱に取付

運転席照射灯“ ダウンライト　レシップ　SL－JT－LED1　回路：中扉連

　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒動一〇FF一直結

ワンマン用放送装置 クラリオン

（1）本体：CA－6000B　計器板中央埋込脱着式系統

設定器：KC－3100A　操作器：RCA－・225　始発ボタ

ン：RCA－227　ケーブル：CCA－721－5。00　計器

板中央上面に取付　　　へ

（2）グラフィックAGS　CA5300AA　Hポール上部物

入れ箱の上面に取付ケーブル：DVエケーブル（5皿）　本体

～ コネクタまでコルゲート巻きのこと

ワンマン用室内スピら

カ

メーカー標準2個　天井に取付但し、前側はラジオ用、後側は
　　一
音声合成用とする

ワンマンマイク クラリオン帽子掛型マイクEMA－040－200　マ

イクホルダーMHA－018－100　マイクジャックP

　　lMA－016「100

ラジオ

　　　　　　　　　A

クラリオン　AM／FM　AA－1100AA　ダッシュ縦面

運転席側（lDINサイズ〉…

ラジオアンテナ クラリオンPAS214千HBJOO6ホイップ式取付
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コ バックアイテレビ クラリオン　カラーカメラCC650GB十カラーモニターC

∫7600A十HBT285÷中継ケーブルCCA＾794一

100　但し、モニターはダッシュ板中央上面に取付

乗客降車合図装置 オージ本体lES－4G5NN3M－」1　リセット：民S州

二錦識貫∵三議ダおs（套難。警｛｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5（車椅子）　押ボタン：WS　260S－」1十WS262S－」

1　指定配置（左右前向1入掛十1枚扉用シート配置に依る）て

取付

ドライブレコーダ トム通信製（1）本体：TM－V746AO1計器板中央縦面

現地取付①電源線：＋24Vバッテリー直、＋24Vメイン、

アース　②信号線：左右ウインカー、ブレーキ、扉開、車速パル

ス、エンジン回転パルス　　　　　　　　・

（2）GPSアンテナ：現地取付

（3）カメラ：支給品　カメラケーブルめみ施工①前方用：前

方向窓部②車内（前）：前天井内左側（パイロットランプ付近）

③車外用：左右バックミラー付近（窓上フェイスパネル内に束ね
る）

電装品固有仕様 （1）シガーライタ：DC　24V用運転席付近に取付（特設対

応）　差込口にゴムキヤップ取付

（2）液晶モニター：クラリオン　CMI812AC　Hポール

上部に取付　ON－OFFスイッチ付　スイッチに「モ亭ターテ

レビ（後）」銘板取付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、（3）支給晶ムービングガイドシステム：クラリオン　AZ－0

04A－01　Hポール上部電装BOX内に取付映像はC藍

1812、音声はラジオ春出カ　スイッチはHポール部モニター

と兼用

（4）電装BOX：Hポール上部にてできるだけ下方に取付

中出入口仕切 路線型（都市型用・1枚扉用配置に依る）

乗客飛出し防止仕切 最後部シート前左右に取付仕切板：鋼板塗装（腰板相当色）取

付（都市型用・1枚扉用配置に依る）

天井握棒 左右各1本（都市型・1枚扉用配置に依る）

吊革 BG135－A取付

車椅子用握棒 車椅子固定スペース1脚用　グリップ1本取付

暖房装置 温水式ユニット2個（SUSホース）都市型後扉なし仕様（左

右前向き1人掛用シート配置に依る）

バックミラ・一 左右共大東製　R1000型　電熱ヒータ入

左折ミラ』 左ミラーステー部上向きに取付斜め後方確認できるよう調整

する

トップマ憎ク 積込

メーカーマーク 前：積込左：積込　後：積込（目野）

後面メーカーマーク 積込

車椅子表示 　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ベビーカーマーク十BJ1011－A（反射式）

ベビーカーマーク十BJ癬07－A各1枚積込

運賃箱 支給晶小田原MNR　簡易型取付

一
30一



運賃表示器 クラリオン　CM－2654AA　前方向窓裏蓋に取付・ON

－
OFFスイッチ取付　スイッチに「モニターテレビ（前）」銘

板取付

広告枠

　　　　　　　　　　3

（ヱ）アクリルバンドレール式’B3サイズ右に取付

（2）バンド10本追加積込

乗客向表示 パンフレットケース（1）透明アクリル製　A4（1段式）中出1

　　　　　　　　　　　　，入口仕切後側1ケ所取付（2）ゴールドキング製（W460×H

280×D40）A4サイズ仕切付透明アクリル板Hポール

部客席側に取付取付べ冒スは鋼板製角度付

ダイヤ表差し クリップ＆LEDランプ付右＃1柱に取付

乗務員用品 車検証入れ差込式W335×H210×D40（JB宇都宮

製同サイズ）　運転席仕切内に貼付（両面テープ止め）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教

運転席前サンバイザ （1）運転席前サンバイザ：グレースモーク　上下2段式上：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1固定式9 下：上下回転式上下共拡大型　吊元BKT上部補強付

（2°）運転席横サンバイザニグレースモーク　固定式但し、サ

ンバイザー前部をカットし吊元BKT上部補強付

消火器 ABC　1．8kg　積込（取付金具含む）

乗客サービス用品固有

仕様

ガイ’ドブック入れW330×H250×D30　通路側斜め

カットタイプHポール上部の運転席側へ取付

デザイン 指定色1色塗装（ノンメダリック：焼付塗装）

　　　　　　　　　・塗色 　　　　　　　　　　　’地色’ 1色塗装（下地塗装施工）　　‘

　　　　　　　　矯
窓柱かぶせ 塗装　　　、

腰板 レザー市岡（JABIA－V）

床上張
　　　　　　　　　　ワ

（1）ノンメリップ材（中扉前段上部床面、一般部床面：市岡　ロ

ンクレオ，CR－207（JABIA－V－1416））

（2）ステツプ部：市岡　NTセーフバス6203（JABIA

－
V－1232）

（3）縦面及びパルクヘッド部：ロンリウムN（）．130（JA

BIA－V－0185）　　　　　　　　　、

出入口仕切・上張り 塗装

塗装関係 補修塗装　1kg缶×1色

座席配置 路線用（左右前向き1人掛・郊外型用）

客席上張 メイン支給表皮／サイド支給表皮

一般席銘柄・形式 固定　ローバツク（左右前向1人掛・都市型用・1枚扉用）＋1

人掛跳上シート2脚

アームレスト 固定式（左右前向1人掛・都市型用・1枚扉用）＋1人掛跳上シ

ー
ト2脚）

シート背裏レイアウト 背握り：BGO3、肩握り：SGO1

シート関係固有仕様 立席線引施行
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開　札結果　表

入札に付した事項
淡都交第1号

南部生活観光バス運行車両購i入事業

入札・開札の日時 平成30年4月26目　　lo時40分

入札・開札の場所 淡路市防災あんしんセンター

予定価格 最低制限価格 落札金額

※契約締結後に公表 ※契約締結後に公表

入札書比較予定価格 最低制限価格比較価格 聡56，095，660－一

※契約締結後に公表 ※契約締結後に公表

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第1回

入札金額
再入札金額 備考

種別　金額

1 野上自工㈱ ￥156β00，000

2 木下自動車㈱ ￥156，095，660 落札

3 ㈲溝上自動車 醇退

4 ㈱中山自動車 辞退

5 竹田モータース 辞退

6
淡路目の出農業協

同組合
辞退

7
新崎自動車整備工

揚 免除
辞退

8 淡路T・P整備㈱ ￥161．⑪26292

9 岩桐モータース 辞退

10 森本商店 辞退

11

12・

13

14

15

契約予定金額 》156，095，660一 （うち消費税及び地方消費税） 峯11，502，547一

業者選定理由

淡路市入札参加資格者名簿に登載されている者で、物品製造等（販売）に登録がある業者

の中から選定した

履行場所　　　　淡路市　役所　地内

工期（履行期間）契約締結目から平成31年3．月20日

婁　翁

淡路市
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