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　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子
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熊本県公告第 439 号
　菊池郡西合志町西合志町土地改良区の役員が次のとおり退任及び就任した旨届出があっ
た。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子　　　
退　 任

就　 任

熊本県公告第 440 号
　三角町長吉田等から平成 ��年 �月 �日付けで協議の本村地区土地改良事業（農業用道路）
については、土地改良法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条の �第 �項において準用する
同法第 ��条第 �項の規定により、平成 ��年 �月 ��日付けで同意した。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子　　　

熊本県公告第 441 号
　次のとおり一般競争入札に付する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県知事　 潮　 谷　 義　 子　　　
１　 競争入札に付する事項
　（１）　 業務内容
　　　　 熊本県庁舎から排出される廃棄物の運搬処理業務一式
　（２）　 委託期間
　　　　 平成 ��年 �月 �日から平成 ��年 �月 ��日まで
　（３）　 委託場所
　　　　 熊本県熊本市水前寺六丁目 ��番 �号地内
２　 入札参加資格
　　 入札の参加資格を有する者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
　（１）　 地方自治法施行令（昭和 ��年政令第 ��号）第 ���条の �の規定に該当しない者
　（２）　 熊本市内に本社又は支店（営業所を含む。）を有する者
　（３）　 熊本市の一般廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物収集運搬業（廃プラスチック類、
　　　 金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず）の許可を受けている者
　（４）　 入札日現在において、従業員（常勤職員）を５人以上雇用しており、かつ、登録
　　　 車両の中に一般廃棄物収集運搬専用車両（パッカー車両）を２台以上保有している
　　　 者
　（５）　 入札説明会に参加した者
３　 入札参加資格を得るための申請方法及び時期
　（１）　 申請の方法
　　　　 県が指定する一般競争入札参加申込兼参加資格確認申請書を直接管財課管理係ま
　　　 で持参するものとする。なお、提出した申請書等について説明を求められた場合、
　　　 これに応じなければならない。
　（２）　 提出場所及び申請に関する問い合わせ先
　　　　 熊本県総務部管財課管理係
　　　　 郵便番号 ���‐����　 熊本県熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　　　 電話番号 ���‐���‐����　 内線 ����・����
　（３）　 申請書類の受付期間
　　　　 平成 ��年 �月 ��日から同年 �月 ��日までの日の午前 �時 ��分から午後 �時 ��
　　　 分まで（県の休日は除く。）とする。
　（４）　 確認結果の通知
　　　　 資格確認結果通知書を郵便により送付する。
４　 入札説明会
　（１）　 場所
　　　　 熊本県庁行政棟本館　 �階管財課分室
　（２）　 日時
　　　　 平成 ��年 �月 ��日　 午前 ��時
５　 入札及び開札に関する事項
　（１）　 入札及び開札の場所
　　　　 熊本県庁行政棟本館　 �階第 �共用会議室
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　（２）　 入札及び開札の日時
　　　　 平成 ��年 �月 ��日　 午前 ��時
　（３）　 郵便による入札書の提出期限
　　　　 熊本県総務部管財課管理係へ書類郵便により提出するものとし、平成 ��年 �月 ��
　　　 日午後 �時 ��分までに必着のこと。
　（４）　 入札事務を担当する部局の名称
　　　　 熊本県総務部管財課管理係
　　　　 郵便番号 ���‐����　 熊本県熊本市水前寺六丁目 ��番 �号
　　　　 電話番号 ���‐���‐����　 内線 ����・����
６　 入札保証金に関する事項
　（１）　 入札保証金
　　　　 見積もった契約金額の ���分の �以上の金額（現金又は契約担当者が確実と認め
　　　 た金融機関が振り出し、若しくは支払保証をした小切手に限る。）を入札時に納付す
　　　 る。ただし、次の（２）に該当する場合は、入札保証金は免除する。
　　　　 なお、入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者には、委託契約締結
　　　 後還付する。
　（２）　 入札保証金の免除
　　　　 入札保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
　　　 ア　 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に
　　　　 県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る保険証
　　　　 券を提出したとき。
　　　 イ　 入札に参加しようとする者が、過去２年の間に国（公団を含む。）又は地方公
　　　　 共団体と、この入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係
　　　　 る契約を �回以上にわたって締結し、かつ、これらを誠実に履行したことを証す
　　　　 る書面を提出したとき（その者が落札した場合において、契約を締結しないこと
　　　　 となるおそれがないと認められるときに限る。）。
７　 落札者の決定の方法
　（１）　 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申
　　　 し込みをしたものを落札者とする。
　（２）　 落札となるべき同価の入札をした者が �人以上あるときは、直ちに当該入札者に
　　　 くじを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札者のうち、くじを引
　　　 かないものがあるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせ
　　　 るものとする。
８　 契約保証金に関する事項
　（１）　 落札者は、契約締結時に契約金額の ���分の ��以上の金額（現金又は契約担当者
　　　 が確実と認めた金融機関が振り出し、若しくは支払保証をした小切手に限る。）を納
　　　 付する。ただし、次の（２）に該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
　　　　 なお、契約保証金は、契約上の義務を履行したときに還付する。
　（２）　 契約保証金の免除
　　　　 契約保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
　　　 ア　 当該入札において、契約金額の ���分の ��以上の金額につき、保険会社との間
　　　　 に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る
　　　　 保険証券を提出したとき。
　　　 イ　 落札者が、過去２年の間に国（公団を含む。）又は地方公共団体とこの入札に
　　　　 付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を２回以上にわ
　　　　 たって契約し、かつ、これらを誠実に履行したことを証する書面を提出したとき
　　　　（その者が、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限
　　　　 る。）。
９　 契約の締結期限
　　 落札者は、落札後 �日以内に契約を締結しなければならない。
��　 無効の入札
　　 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
　（１）　 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札
　（２）　 委任状を提出しない代理人のした入札
　（３）　 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付せず、又は提出しない者の
　　　 した入札
　（４）　 記名押印を欠く入札
　（５）　 金額を訂正した入札
　（６）　 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札
　（７）　 明らかに連合によると認められる入札
　（８）　 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は �人以上の代理をした者の
　　　 入札
　（９）　 二以上の意思表示をした入札
　（��）　 入札金額と契約単価が矛盾する入札
　（��）　 その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札
��　 その他
　（１）　 最低制限価格
　　　　 設定しない。
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　（２）　 契約書作成の要否
　　　　 要
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