
公告第 35号 

入 札 公 告 

 

 下記のとおり業務委託に係る条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第

167 条の 6の規定により公告する。 

 

令和 4年 9月 2日 

門川町長 山室 浩二   

 

記 

 

第1章 業務委託及び入札等の概要 

 1 業務委託名  門川町乙島伐採樹木の回収業務 

 2 予定価格   公表しない 

 3 業務委託場所 門川町乙島 

 4 業務委託期間 契約成立後から令和 4年 11月 18 日まで 

 5 業務委託概要 その他（造園及び伐採） 

          伐採した樹木及び枝葉の回収 

 6 申請期間   令和 4年 9月 5日（月）から令和 4年 9月 14 日（水）正午まで 

 7 入札日   （1）入札日時 

           令和 4年 9月 21 日（水）10：00 

         （2）入札及び開札場所 

           門川町役場 3階会議室 

 8 この入札は、入札参加資格を認めたものが 1者であった場合も、入札参加者が 1者で

あった場合も入札を中止しない。 

 9 この入札の参加申請において提出された申請書等を、返却しない。また、申請書等に

ついて提出期限後の差し替え、訂正等は認めない。 

10 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合には、当該申請を無効とするととも

に、指名停止の措置を行うことがある。 

11 契約締結までの間に次に該当した場合には、落札決定を取り消すこと又は契約を締結

しないことがある。 

（1） 町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加資格、指名基準等に関す

る要綱（第 12条 指名停止）による措置を受けたとき 

（2） 国又は宮崎県から指名停止等の措置を受けたとき 

（3） 建設業法（昭和 24年法律第 100 号）第 28 条第 3項又は第 5項の規定による営業

停止処分を受けたとき 

（4） 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 22 号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請者に該当したとき 



（5） 第 2 章に定める入札参加資格要件のいずれかを喪失したとき 

12 落札者は、契約締結の前に、業務委託施行中常駐させる現場代理人及びこの入札の 

参加申請者で提出した配置予定技術者について、別に定める「現場代理人・技術者届」 

で届け出なければならない。 

    別途指定する日までに届け出がない場合には、落札決定を取り消す。また、契約締

結後に現場代理人の常駐又は専任の技術者の配置が困難となった場合には、契約の解

除を行うことがある。 

 

第2章 入札参加資格 

   この業務委託の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者であること。 

1 参加の要件 

（1） 門川町の指名競争入札参加資格者として登録されている者であること。 

（2） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者

であること。 

（3） この公告の日から当該業務委託の入札の日までの間に、門川町の町が発注する建

設工事等の契約に係る指名競争入札参加資格、指名基準等に関する要綱（第 12条 

指名停止）による措置を受けていない者であること。 

（4） この公告の日から当該業務委託の入札の日までの間に、国又は宮崎県から指名停

止等の措置を受けていない者であること。 

（5） 破産法（平成 16年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平

成 14年法律第 154号）に基づく会社更生手続き開始の申立て、特定債務等の調整

の促進のための特定調停に関する法律（平成 11年法律第 158 号）に基づく特定債

務等の調整に係る調整の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づ

く再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者であること。 

（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

22 号に規定する暴力団及び警察当局からの排除要請に該当しないものであるこ

と。 

 

第3章 入札参加の方法等 

   この業務委託の入札に参加しようとする者は、提出期限までに条件付一般競争入札

参加資格確認申請書を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければなら

ない。確認の結果、入札参加資格があると認められた者に限り、この業務委託の入札に

参加することができる。 

 １ 申請書の配布及び提出について 

（1） 配布及び提出期限 

 令和 4年 9月 5日（月）から令和 4年 9月 14 日（水）正午まで 

（2） 配布及び提出場所 

 東臼杵郡門川町平城東 1番 1号（門川町役場） 



 まちづくり推進課 

 電話 0982-63-1140（内線 2225） 

 FAX 0982-63-6784 

（3） 配布方法 

 直接受け取り、又はホームページからのダウンロードによる。 

 公告及び申請書様式 http://www.town.kadogawa.lg.jp/ 

（4） 提出方法 

 門川町役場まちづくり推進課に持参。特に認める場合を除き、郵送、FAX によ

る提出はできない。 

（5） 設計図書の閲覧及び貸出し 

 設計図書は、この公告の翌日から当該業務委託の入札の前日までの間、門川

町役場まちづくり推進課において閲覧することができる。ただし、業務委託場

所が特殊な範囲であるため現場説明会を実施する。 

（6） 質疑応答 

① 設計図書の内容について質問がある場合は、次により書面を提出すること。 

 ア 書面は、門川町まちづくり推進課へ持参又はメールによる。 

   メールアドレス：syoukoukankou@town.kadogawa.lg.jp 

 イ 書面の受付期間は、令和 4年 9月 7日（水）から令和 4年 9月 12 日（月） 

正午までの間、土・日・祝日を除く毎日とする。 

       ウ 回答については、随時行うが 9月 14 日（水）までに回答する。 

2 入札参加資格確認の通知 

 申請書の提出により、審査・確認をした者について、令和 4年 9月 16 日（金）まで

に入札参加資格の有無を FAX かメールにより通知する。 

3 入札方法等について 

（1） 郵便等による入札は認めない。 

（2） 入札時刻に遅れた者は、入札に参加することができない。また、代理入札者は

委任状を提出しなければならない。 

（3） 入札書は封印（上、中、下）した封書で提出しなければならない。 

（4） 落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相

当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の

100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

（5） 開札の結果、落札者がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。（初回

入札を含め 3回を限度とする。） 

4 入札参加方法 

（1） 入札会場には、1業者につき 1名までが入室できるものとする。 

（2） 代理人が入札に参加する場合には別途委任状を持参することとする。 

5 入札参加資格の喪失 



  入札参加資格の確認を受けた後、次のいずれかに該当したときは、本業務の入札に 

参加できない。 

（1） 第 2章に示した入札参加資格のいずれかを満たさなくなったとき 

（2） 申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき 

6 無効の入札 

 門川町財務規則第 111 条第 4 項に規定するほか、次のいずれかに該当する入札は無

効とする。 

（1） 入札参加資格のあることを確認された者の内、入札時点において指名停止を受

けている者等、入札参加資格の無い者のした入札 

（2） 入札に関する条件に違反した入札 

7 入札保証金 

 免除する。 

8 最低制限価格 

設定しない。 

 

第4章 契約締結に関する事項 

1 本業務委託に係る契約は、落札決定した日を含めて 10日以内に契約を締結する。 

2 契約の保証 

この業務委託の落札者は、業務委託契約の締結にあたり、契約の保証として請負代金

額の 10 分の 1 以上の金額を保証する次の各号のいずれかを納付し、又は提出しなけ

ればならない。 

（1） 保証金（現金に限る） 

（2） 債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関又は保証事業会

社の保証書 

（3） 債務の不履行により生ずる損害を補てんする履行保証保険による保証に係る証

券 

（4） 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券 

3 その他 

設計書の数量については、本工事の契約後において軽微な変更は認めないため、積算

に留意すること。  



【 門 川 町 】 

条件付一般競争入札参加資格確認申請書作成要領 

門川町乙島伐採樹木の回収業務 

 

 

１．申請様式の記載要領等 

 

申請書様式は様式第 1号とし、以下の書類を添付する。 

①配置予定技術者及び施工実績（別紙１） 

（１）配置予定の技術者について、保有資格等を記載すること。 

（２）配置予定の技術者実績について記載すること。 

 

  



様式第１号 

 

条件付一般競争入札参加資格確認申請書 

 

年 月 日 

 

門川町長 山室 浩二 様 

 

住 所 

会社名 

代表者              印 

 

 

 令和４年９月５日付けで入札公告のありました、門川町乙島伐採樹木の回収業務の入

札に参加したいので、下記の書類を添えて申請します。 

 なお、この申請書の全ての記載事項及び添付書類の内容については事実と相違なく、

指名停止等の結核要件に該当しないことを誓約します。 

 

記 

 

 

１ 配置予定技術者及び施工実績（別紙１） 

  



別紙１ 

 

１．配置予定技術者名簿（記載例） 

 

会社名             

 

配置予定技術者氏名 ○○ ○○ 

生年月日   年  月  日 

 

免許・資格等 

（例）一級管工事施工管理技士（所得年月日及び登録番

号）（経験年数  年  月） 

（例）管理技術者資格（所得年及び登録番号） 

（注） 

 記載内容の確認資料として、健康保険証（3 か月以上雇用されていることが証明で

きるもの）、資格（技術検定）合格証明書等の写しを必ず添付すること。 

 

 

 

２．業務委託の施工実績（記載例） 

 

 

 

 

業務委託名称等 

工事名  

発注機関名  

施工場所  

契約金額 ○○○千円 

 

工期  年 月 ～ 年 月 

受注形態 単体／共同企業体名 

 

 

 


