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○道路の供用開始‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（道路保全課） 1
○八代港物流拠点機能向上（ストラドルキャリア調達）業務に係る一般
　競争入札の参加資格等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（港湾課） 2
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○保安林の指定に関する予定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（　　〃　　） 2
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○道路の区域変更‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（道路保全課） 3
○熊本県税システム構築及び運用保守等業務委託に係る総合評価一般競
　争入札の参加資格等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（税務課） 4
○定期種畜検査報告の通報‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（畜産課） 4
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　競争入札の実施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（港湾課） 8
○道路の位置の指定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（建築課） 12
○都市計画法による開発行為に関する工事の完了‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（　〃　） 12
○平成３０年度における特定歴史公文書の保存及び利用の状況‥‥‥‥‥（県政情報文書課） 12
○熊本県税システム構築及び運用保守等業務委託に係る総合評価一般競
　争入札の実施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（税務課） 14
○農用地利用配分計画の認可‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（農地・担い手支援課） 18
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○熊本県警察統合ＯＡシステム用パソコン等（令和２年度（２０２０年
　度）導入分）の賃貸借に係る一般競争入札参加資格等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（情報管理課） 20
○熊本県警察統合ＯＡシステム用パソコン等（令和２年度（２０２０年
　度）導入分）の賃貸借に係る一般競争入札の実施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（　　〃　　） 21
○熊本県職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規
　則‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（人事委員会） 25
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(8)  入札の中止等 
入札に参加する者が連合し、又は不穏な行動をした場合等において、入札を公正

に執行することができないと認められるときは、当該入札の参加者を入札に参加さ
せず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。  

(9)  落札者の決定方法 
開札後、熊本県会計規則（昭和６０年熊本県規則第１１号）第８９条の規定によ

り作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者
とする。この場合において、落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上ある
ときは、電子入札システムによる電子くじを実施し、落札者を決定する。  

(10) 入札保証金 
免除する。  

５  契約について  
(1)  契約書の作成の要否  

    要  
(2)  契約の締結期限  

落札者の決定の日から起算して１０日（熊本県の休日を定める条例（平成元年熊
本県条例第１０号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、算入しない。）を経過
した日 

(3)  落札者からの契約締結の申出期限  
落札者の決定の日から起算して５日（熊本県の休日を定める条例第１条第１項各

号に掲げる日の日数は、算入しない。）を経過した日 
(4)  契約保証金 

契約をしようとする者は、次のア及びイのとおり、熊本県会計規則第７７条第１
項の規定により、契約金額の１００分の１０以上の金額を納付しなければならない。
ただし、契約保証金の納付は、同条第２項各号に規定する担保の提供をもって代え
ることができ、同規則第７８条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免
除することができる。  

ア  納付期限 (3)の申出期限   
イ  提出場所１(2)の発注・契約担当部局  

６  その他  
(1)  入札、契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨と

する。  
(2)  この調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定の適用を受

ける。  
７  問合せ 

(1)  問合せ先  
ア  入札の調達物品の内容全般（仕様書、確認申請等）に関すること。  

熊本県土木部河川港湾局港湾課港湾整備班  
電話番号 ０９６－３３３－２５１６  
ファックス番号 ０９６－３８７－２４６１ 

イ  競争入札参加資格審査申請及び入札手続（紙入札移行承認等）に関すること。  
熊本県出納局管理調達課管理班  
電話番号 ０９６－３３３－２５８１ 
ファックス番号 ０９６－３８１－９０１０ 

ウ  電子入札システムの操作方法に関すること。  
くまもと県市町村電子入札コールセンター 
電話番号 ０９６－３７３－２０３２ 
ファックス番号 ０９６－３７０－５４５５  

(2)  受付時間  
午前８時３０分から午後５時１５分まで（熊本県の休日を定める条例第１条第１

項各号に掲げる日を除く。） 
８ Ｓｕｍｍａｒｙ  

(1)   Name and quantity of the products to be purchased:  
1 straddle carrier. 

(2)  Delivery period:  
March 18, 2022 

(3)  Delivery Place:  
Yatsushiro Port Container Terminal (On the quay) 
3 Shinminato town, Yatsushiro City, Kumamoto Prefecture 
866-0034, Japan  

(4)   Date and Place for tender:  
Date: August 6, 2020 11:00 a.m. 
Place: Kumamoto Prefectural Government Treasury Bureau, 
Management and Purchasing Division 
（2nd floor of Prefectural Government Main building） 

(5)   Name of Department in Charge of Bidding Contract:  
Port and Harbour Administration Division 
River and Harbour Administration Bureau 
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ウ  電子入札システムによる入札において入札金額等必要な事項が入力されていない
入札 

エ  電子入札システムによる入札において入札及び熊本県との契約の締結権限のない
者のＩＣカードを使用して行った入札 

オ  紙入札による入札において入札書にくじ番号の記入がない入札 
 (7)  入札の中止等 

入札に参加する者が連合し、又は不穏な行動をした場合等において、入札を公正に
執行することができないと認められるときは、当該入札の参加者を入札に参加させず
又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。  

 (8)  入札金額の錯誤  
入札参加者は、入札参加者が行った入札において、明らかに次のア及びイのいずれ

かに該当する入札であることが判明した場合は、直ちにその旨を１ (４)の入札担当部局
に申し出るとともに入札金額錯誤届を提出すること。ただし、当該申出及び入札金額
錯誤届の提出は４ (３)アの電子入札システムによる入札期間内とする。  

１ (４)の入札担当部局は申出及び入札金額錯誤届の提出を行った者から、内容につい
て事情聴取を行い、次のア及びイのいずれかに該当すると認められる場合は、当該入
札を無効とすることができる。  
ア  入札金額の総額と単価の取り違い 
イ  入札金額の単位の誤り 

 (9) 落札者の決定方法 
開札後、熊本県会計規則（昭和６０年熊本県規則第１１号）第８９条の規定により

作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす
る。この場合において、落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、
電子入札システムによる電子くじを実施し、落札者を決定する。  

 (10) 入札保証金 
   免除する。  
５  契約について  
 (1) 契約書の作成の要否    

要  
 (2) 契約の締結期限  
   落札者の決定の日から起算して１０日（熊本県の休日を定める条例（平成元年熊本

県条例第１０号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、算入しない。）を経過した
日 

 (3) 落札者からの契約締結の申出期限  
   落札者の決定の日から起算して５日（熊本県の休日を定める条例第１条第１項各号

に掲げる日の日数は、算入しない。）を経過した日 
 (4) 契約保証金 
   契約をしようとする者は、次のア及びイのとおり、熊本県会計規則第７７条第 1 項

の規定により、契約金額（１月当たりの賃借料）に借入月数（７２月）を乗じて得た
額の１００分の１０以上の金額を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納
付は、同条第２項各号に規定する担保の提供をもって代えることができ、同規則第７
８条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除することができる。  

  ア  納付期限  (3)の申出期限  
  イ  提出場所  １ (３)の発注・契約担当部局  
６  その他  
 (1) 入札、契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とす

る。   
 (2) この調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定の適用を受け 

る。  
７  問合せ                                   

(1) 問合せ先  
ア  入札の業務内容全般（仕様書、確認申請等）に関すること。  

    熊本県警察本部警務部情報管理課システム運用係 
    電話番号 ０９６－３８１－０１１０（内線２４４３） 

ファックス番号 ０９６－３８１－２０４８ 
イ  競争入札参加資格審査申請及び入札手続（紙入札移行承認等）に関すること。  

    熊本県出納局管理調達課管理班  
電話番号 ０９６－３３３－２５８１ 
ファックス番号 ０９６－３８１－９０１０ 

  ウ  電子入札システムの操作方法に関すること。  
くまもと県市町村電子入札コールセンター 
電話番号 ０９６－３７３－２０３２ 
ファックス番号 ０９６－３７０－５４５５                 

(2) 受付時間  
午前８時３０分から午後５時１５分まで（熊本県の休日を定める条例第１条第１項

各号に掲げる日を除く。） 
８ Ｓｕｍｍａｒｙ  
 (1) Name and quantity of the services to be leased : 

、 






