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は じ め に 

 

 

 本平成 27 年度３Ｒ推進中国四国地方大会の企画・運営業務の入札等については、会計法（昭和

22年法律第 35号）､予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165 号）、契約事務取扱規則（昭和 37

年大蔵省令第 52 号）その他の関係法令及び入札心得に定めるもののほか、この入札説明書による

ものとする。 

 

１ 契約担当官等 

   支出負担行為担当官  

中国四国地方環境事務所 総務課長 吉成 信行 

 

２ 競争入札に付する事項 

（１）件      名  平成 27年度３Ｒ推進中国四国地方大会の企画・運営業務 

［総合評価落札方式］ 

（２）特  質  等          別添仕様書による 

（３）納 入 期 限          平成 28 年２月 29日 

（４）納 入 場 所          中国四国地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 

（５）入札方法 

本件は、入札書及び技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決

定する総合評価落札方式の入札である。 

   ① 入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積も

るものとする。 

   ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた

金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、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、見積もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額

を記載した入札書を提出しなければならない。 

（６）入札保証金及び契約保証金  免除 

 

３ 競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐

人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理

由がある場合に該当する。 

（２）予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。 

（３）環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 

（４）平成 25・26・27 年度環境省競争参加資格（全省庁統一）「役務の提供等」の「広告・宣

伝」において、開札時までに「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」級に格付けされている者であること。 

（５）環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 

 



 

 

４ 入札者の義務等 

  この入札に参加を希望する者は、別添３の提案書作成・審査要領に基づき、別添４の提案書作

成様式を踏まえて提案書を作成し、８（１）の提出期限までに提出しなければならない。また、

開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた

場合は、これに応じなければならない。 

 

５ 契約条項を示す場所等 

（１）契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

    〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井１－４－１ 岡山第２合同庁舎１１階 

中国四国地方環境事務所 総務課会計係 阿部 

電話 086-223-1577 ＦＡＸ086-224-2081 

（２）入札説明会については実施しない。 

 

６ 入札参加書等の提出期限及び提出場所 

  入札への参加を希望する者は、下記のとおり書類を提出すること。 

（１）提出書類及び提出期限 

   ①平成 25・26・27 年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）を証明する書類 

平成 27年 7月 21 日（火）11時（開札時）まで 

②環境省入札心得様式３による書類 

平成 27年 6月 29 日（月）17時まで 

（２）提出方法 

電子調達システムにより入札を行う者は、電子調達システムにより提出すること。書面により

入札を行う者は、５（１）の場所にＦＡＸ又は託送（配達の記録が残るものに限る。以下同じ。）

で提出すること。なお、電子調達システムにより入札を行う場合であって、（１）②の書類を電

子調達システムにより提出した後に（１）①の書類を提出しようとする場合には、（１）①の書

類は５（１）の場所にＦＡＸ又は託送で提出すること。 

 

７ 入札に関する質問の受付 

（１）この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い書面（様式４）により

提出すること。  

     ア．提出期限 平成 27年 6月 29 日（月）17時まで 

持参する場合は、平日の 9時から 17時まで（12時から 13時は除く。） 

とする。 

   イ．提出場所 ５（１）の場所 

   ウ．提出方法  持参又はＦＡＸによって提出すること。 

（２）(１)の質問に対する回答は、平成 27年 7月 1日（水）17時までにＦＡＸにより行う。 

 

８ 提案書の提出期限及び提出場所等 

（１）提案書の提出期限及び提出場所 

期限  平成 27年 7月 13 日（月）17時 00 分まで 



 

 

          持参する場合の受付時間は、平日の 9時から 17時まで（12時から 13時は

除く。）とする。 

     場所  ５（１）の場所 

（２）提案書の提出方法 

   ア．提案書は、提出場所に持参又は託送すること（提出期限必着）。電話、ＦＡＸ又は電子

メールによる提出は認めない。提案書を託送する場合は、包装の表に「提案書在中」と

明記すること。 

イ．理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入

札に参加することはできない。 

ウ．入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 

 

９ 提案書に関するヒアリングの日時及び場所 

   必要に応じて実施する。 

実施する場合には、時間、場所等については、入札者と調整の上、中国四国地方環境事務

所が指定する。 

 

10 提案書の審査 

  提出された提案書は、別添５の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意し

て、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書

の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者に

は、理由を付して通知するものとする。 

 

11 競争執行の日時、場所等 

（１）入札日時：電子調達システムによる場合の締切りは平成 27年 7月 21 日（火）10時 59 分

まで。 

持参による場合の締切りは平成 27年 7月 21 日（火）11時 00 分まで。 

開札日時：平成 27年 7月 21 日（火）11時 00 分 

場  所：中国四国地方環境事務所 会議室 

        （岡山県岡山市北区下石井１丁目４番１号 岡山第２合同庁舎１１階） 

（２）入札書の提出方法 

① 入札書は、（１）の日時までに電子調達システムにより提出するものとする。ただし、

書面により入札書を提出することを希望する場合は、６に定めるとおりＦＡＸ又は託

送で環境省入札心得様式３による書類を提出すること。 

② 書面により入札書を提出する場合は、（１）の日時及び場所に、環境省入札心得に定

める様式１による入札書を提出すること（入札書の日付は、入札日を記入する。）。

ＦＡＸ、託送等による提出は認めない。 

③ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 

（３）入札の無効 

 本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書

は無効とするとともに、指名停止等の措置を講ずる場合がある。 



 

 

 

12 落札者の決定方法 

（１）次の各要件を満たす入札者のうち、別添３の提案書の作成・審査要領に規定する「総合評

価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 

   ① 入札価格が、予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限

の範囲内であること。 

② 提案書が、別添５の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の

評価基準をすべて満たしていること。 

（２）落札者となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著し

く不適当であると認められるときは、（１）の各要件を満たす者であって、落札者となるべ

き者以外で最も高い数値の者を落札者とすることがある。 

 

13 暴力団排除に関する誓約 

  当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約

の上参加すること。また、誓約事項に誓約する旨を提案書及び入札書に明記すること。 

 

14 その他 

（１）提案書の履行の確約 

    契約書には、提案書が添付又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書

の内容の履行を確約しなければならない。 

（２）落札者以外の事業実施協力者が存在する場合 

    提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合

は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添

付資料として再委任等の実施書又は共同事業実施協定書の提出を求めることがある。落札者

がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。 

（３）入札結果の公表 

    落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価

格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表

するものとする。 

（４）提案書の取扱い 

        提出された提案書は、当該入札者に無断で、環境省において入札の審査以外の目的に使用

することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の

保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）に基づき、不開示情報（個人

情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等）を除いて開示される場合がある。 

（５）電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先 

全省庁共通電子調達システムホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ 

ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、前記５（１）

の場所に連絡すること。 

（６）提出様式について 

    中国四国地方環境事務所サイトの「調達情報」＞「入札・契約情報」＞「入札心得」＞「入



 

 

札心得（物品・役務）」を一読した上、様式１から５を作成すること。 

http://chushikoku.env.go.jp/procure/2015/post_2.html 

（７）支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長が、相当の理由により、入札の妨害

と認めた場合は、該当する参加者に対して、指名停止等の措置を講ずる場合がある。   

（８）すべてのＦＡＸ送信については、行政機関の休日に関する法律（昭和 63年法律第 91号）

第 1条第 1項に掲げる日を除くこと。 

 

 ◎添付資料 

・別添１ 契約書（案） 

・別添２ 仕様書 

・別添３ 提案書作成・審査要領 

・別添４  提案書作成様式 

・別添５ 評価基準表 

・別添６ 環境マネジメントシステム認証制度の例 


