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一般競争入札（条件付）公告

岡山県久米郡美咲町長　青野　高陽

１　概要

２　入札に参加できる者の資格
　入札公告日において、次に掲げる要件の全てを満たしていること。

単体、かつ、法人格を持つものに限る。

３　入札手続等
期間・期日 場所・方法等

から
まで

から

まで

3)　入札参加表明書等 から 場　所：美咲町役場理財課
まで 住　所：〒709-3717　岡山県久米郡美咲町原田1735番地

通知 ※入札参加表明者の電子メールアドレスに通知するもの。
※入札書及び入札金額内訳書を添付します。

　　　の提出　
4)　入札参加表明受理通知 令和5年1月26日

令和5年1月16日 10時00分
令和5年1月25日  15時15分

方　法：郵送（簡易書留郵便などの配達記録の分かる方法）による。

この入札に参加を希望する者は、左記に記載する日時まで
に事後審査型一般競争入札（条件付）参加表明書等を美
咲町役場理財課に郵送により提出すること。入札参加表明
を行わない者は、この入札に参加できない。

 　
2)　設計図書等の閲覧等 令和5年1月16日 10時00分 美咲町ホームページ（美咲町入札情報）からダウンロードす

ること。
落札者を決定した日

手　続　等
1)　入札参加表明 令和5年1月16日 10時00分 美咲町ホームページ（美咲町入札情報）からダウンロードす
　　書等の配布 落札者を決定した日 ること。

　業務担当課 美咲町役場住民税務課

１　入札参加形態

２　当該入札参加資格

ア　美咲町一般廃棄物収集運搬業（し尿等を除く。）の許可を有する者
イ　令和3年度及び令和4年度における美咲町一般廃棄物収集運搬に係る入札参加
登録をしている者
ウ　作業員４名以上を雇用し、本業務に配置可能な者（配置予定者については、見込
みも可。）
エ　案件番号0125-0014　単独町費事業（ゼロ債）　美咲町一般廃棄物（中央地域）収
集運搬業務委託、又は、案件番号0125-0015　単独町費事業（ゼロ債）　美咲町一般
廃棄物（柵原地域）収集運搬業務委託に参加表明を行った者は、この案件（0125-
0016）へは参加できない。

　業　務　名
単独町費事業（ゼロ債）
美咲町一般廃棄物（旭地域）収集運搬業務委
託

　履行場所 美咲町　旭　地域 内

　契約期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで

美咲町公告第９号

　　地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり事後審査型一般競争入札(条件付)を実施する。

令和5年1月16日

　案件番号 　 0125-0016 　旭地域の指定ごみ集積場及び旭地域の指定した公共施
設の指定ごみ集積場に出される家庭系一般廃棄物の分別
収集及び美咲町の指定する搬入場所に運搬する業務であ
る。
※指定ごみ集積場所及び旭地域の各公共施設から出る公
共ごみ専用集積場所（合計121箇所）
※収集日等の詳細は、令和５年度旭地域ごみ収集日程表
のとおり。ただし、令和６年度、令和７年度は現時点で案で
あり、それぞれ前年度中に協議する。
※美咲町の指定する搬入場所：津山圏域クリーンセンター
（津山市領家1446番地）

　委託番号 　

業
務
概
要



から 場　所：美咲町役場理財課
まで 方　法：電子メールのみ

様　式：様式指定
メールアドレス：nyusatu@town.okayama-misaki.lg.jp

から 美咲町ホームページ（美咲町入札情報）
まで

免除

支払条件は、毎月払とする。
ア　36回とし、業務完了分の委託料を支払うもの。

入札方法　　郵便入札とする。

まで
（入札書到着期限） 必着のこと。
14)　入札期間 令和5年2月2日 場所：美咲町役場理財課

住所：〒709-3717　岡山県久米郡美咲町原田1735番地
※方法は、開庁日である、1月30日（月）、1月31日（火）、2
月1日（水）及び2月2日（木）のいずれかの日を「配達日指
定郵便の指定日」とし、郵送により必着のこと。

13)　入札方法等 
（※入札書を入札封書に同封すること。）
美咲町が発注する役務業務に関する郵便入札試行要領を
熟知のうえ、入札すること。（町ホームページの「郵便入札
に係る封筒の記載、郵送手続き等について」を確認するこ
と。）

この案件は、低入札調査価格を実施する。美咲町一般廃
棄物収集運搬業務委託に関する低入札調査価格制度の
取り扱い要領を熟読のうえ、入札すること。

　入札書の様式を入札参加表明受理通知に添付して送付
するので、当該様式を使用すること。

11)　前金払の有無 無

12)　最低制限価格及び
低入札調査価格の設定
の有無

最低制限価格：無

低入札調査価格：有

　本案件は、予定価格の７８％を下回った入札価格（税抜）
を入札した者で、予定価格の三分の二以上の入札価格（税
抜）を行った者を対象に低入札調査価格を行う。したがっ
て、すべての入札者が予定価格の７８％以上の入札価格
（税抜）をした場合は、低入札調査価格は適用しない。

※毎月の支払方法は、1ケ月の業務が完了した旨を、翌月
5日までに美咲町に報告し、美咲町の検査が完了した後に
書面により委託料を請求するものとする。

※美咲町は、受託者からの適法な請求書を受理した日から
30日以内に委託料を支払うものとする。

9)　現場説明会 無
10)　予定価格 事後公表

契約保証金 　落札者は、契約締結までに、年度の支払予定額が異なる
契約の各年度の支払予定額のうち最高額の１０分の１以上
の契約保証金（消費税及び地方消費税の額を加算した金
額）を納付すること。納付された契約保証金は、業務完了
後に落札者の請求により返還する。（利子は付きません。）
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全
部又は一部を免除する場合がある。

ア　落札者が保険会社との間に、美咲町を被保険者とする
履行保証保険契約を締結したとき。

イ　過去5年間に当該契約と種類等をほぼ同じくする契約を
1回以上締結して、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当
該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。

8)　支払条件

6)　回答書の閲覧 回答可能となった日
落札者を決定した日 ※ただし、質問がなかった場合は、ホームページ掲載は行

わない。

7)　保証金 入札保証金

5)　設計図書等への質問 令和5年1月16日 10時00分
　　の受付 令和5年1月25日 15時15分



場　所：美咲町役場　第2分庁舎　2階大会議室
住　所：岡山県久米郡美咲町原田1735番地

　落札候補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、ただちに、くじ引きを実施して落札候補者を決定す
る。この場合において、当該入札事務に関係のない職員が
代わってくじを引くことにより落札候補者を決定する。

19)　落札者の決定方法 　予定価格の７８％を下回った入札価格（税抜）を入札した
者で、予定価格の三分の二以上の入札価格（税抜）を行っ
た者を対象に低入札調査価格を行う。その場合は、落札決
定の保留を行い、低入札調査価格の後、落札候補者に
なった者について入札参加資格の確認（事後審査）を行
い、落札者を決定する。

　したがって、すべての入札者の入札金額（税抜）が７８％
以上であった場合は、低入札調査価格は適用せず、予定
価格以下で最低の価格をもって有効な入札をした者を落
札候補者として決定し、落札候補者に対しては入札参加資
格の確認（事後審査）を行い、落札者を決定する。

　その者により当該契約の内容に適合した履行がなされな
いおそれがあるとき、又はその者と契約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、その者を落札者としないことがある。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵便
入札を実施する。したがって、開札会場への入場は認めな
い。なお、当該入札業務に関係ない職員一人を立ち会わ
せて執行する。

17)　入札に際しての注意
事項

ア　関係法令を遵守し、信義誠実の原則を守り、いやしくも
町民の信頼を失うことのないよう努めること。

イ　入札書に記載する金額は、アラビア数字で表示するこ
と。

18)　開札 令和5年2月3日 13時30分

イ　入札書に入札金額、入札者の記名押印があり、これらと
入札内容が明確であること。
ウ　入札書に記載された金額が訂正されていないこと。
エ　入札金額等の記入すべき内容が、鉛筆等訂正が容易
な筆記具により記載されていないこと。
オ　落札者決定は、消費税及び地方消費税を除いた税抜
金額で決定する。なお、本契約期間内において、法令改正
等があった場合は、契約金額の変更協議に応じるものとす
る。
カ　本案件は、低入札調査価格を設定する。

16)　入札中止等 　この入札に関して、不正が行われたと認められるとき（その
疑義が払拭できないときを含む。）、その他の理由により競
争の実益がないと契約担当者が認めるときは、入札の中
止・取消し又は落札決定の保留・取消しの措置を行うものと
し、その決定についての異議は認めない。また、天変地異
等のやむを得ない事由が生じたときも、入札の執行を中止
することがある。
　なお、これらの場合における損害は、入札参加者の負担
とする。

15)　入札に関する条件 ア　入札者が同一事項について2通以上した入札でないこと。



落札者を決定した日の翌日以降 美咲町ホームページ（美咲町入札情報）

注）閲覧による公表は、
　　午前8時30分から午後5時15分まで

場　所：美咲町役場理財課
方　法：電子メールのみ
メールアドレス：nyusatu@town.okayama-misaki.lg.jp

方　法：電子メールのみ24) 入札参加資格がない 説明を求めることができる期間の最終日
　　 とされた者への理由 の翌日から起算して3日以内
　　 の説明　

場　所：美咲町役場理財課

23) 入札参加資格がない 入札結果の公表日の翌日から起算して
　　 とされた理由の説明 3日以内
　 　要求

21)　入札参加資格の確
認（事後審査）

落札候補者を決定した日の翌日以降 　落札候補者は、書類を求められた日の翌日（原則として
開札日の翌日、閉庁日を除く。）の午後５時１５分までに次
の書類を持参により提出すること。
　※指定期限までに指定した書類の提出がない場合や、書
類審査の結果、落札候補者が参加資格要件を満たしてい
ないと判明した場合は、当該落札候補者の入札は無効とな
り、次順位者が新たな落札候補者となるため、入札参加者
は、次の書類を前もって準備しておくこと。
１．提出書類
　①事後審査型一般競争入札（条件付）参加資格確認申
請書（様式第2号）
　②配置予定者調書（様式第3号）
※落札候補者に対し、前記①、②の様式を電子メールで送
信する。
　③配置予定者の運転免許証や雇用の関係を示す書類
２．提出場所
　美咲町役場理財課
３．その他
　①提出書類作成等に係る費用は提出者の負担とする。
　②提出書類は返却しない。

22)　入札結果の公表

20)　低入札調査価格の
実施

開札日の翌日以降 　低入札調査価格を行う場合は落札決定の保留を行い、予
定価格の７８％を下回った入札価格（税抜）を入札した者
で、予定価格の三分の二以上の入札価格（税抜）を行った
者のうち、最低の価格で入札した者から順に、提出された
入札金額内訳書により、契約の内容の適合した履行がなさ
れないおそれがあると認めるか否か、その事業者と契約を
締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれ
があって著しく不適当であると認められるか否かを調査し、
適当と認める場合に、落札候補者として決定します。書類
を求められた日の翌日（原則として開札日の翌日、閉庁日
を除く。）の午後５時１５分までに次の書類を持参により提出
すること。
　※指定期限までに指定した書類の提出がない場合や、書
類審査の結果、低入札調査価格対象者として不適当であ
る場合は、次順位者が新たな低入札調査価格対象者とな
るため、入札参加者は、次の書類を前もって準備しておくこ
と。
１．提出書類
　①入札金額内訳書（入札金額内訳書様式を入札参加表
明受理通知に添付して送付する。）
２．提出場所
　美咲町役場理財課
３．その他
　①提出書類作成等に係る費用は提出者の負担とする。
　②提出書類は返却しない。



　注）　上記のうちインターネットによる手続によらない場合の期間については、美咲町の休日を定める条例（平成17年条例第2号）
　　　　第1条第1項に規定する町の休日を除く。

４　契約の締結

５　契約者
　　　美咲町長　青野　高陽

６　契約条項を示す場所（発注担当課）
美咲町役場 住民税務課

　 落札者の決定から契約を締結するまでの間に、落札者が入札参加資格制限に該当した場合、契約を締結しない。
　また、美咲町の事務事業からの暴力団等排除対策要綱（平成25年美咲町告示第8号）第3条に基づく照会の結果、落札者が
排除措置対象者に該当すると認めた場合、第6条第2項の規定に基づき、契約を締結しない。
　いずれの場合も、美咲町は一切の損害賠償の責を負わない。
　なお、本案件の契約締結日は、落札者となった日、又は、落札者が契約保証金を入金する必要がある者であった場合は、契
約保証金入金日以降とする。
　また、契約期間中に、美咲町一般廃棄物収集運搬業（し尿を除く。）の許可を有しなくなった場合は、直ちに契約を解除するも
のとする。

25) その他 ア　契約手続き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。
イ　業務の実施にあたり、適正な収集運搬が行われていな
いと判断した場合は、契約解除を行うなど、厳格な措置を
取る。入札公告を熟読の上、入札に参加すること。

ウ　この公告に記載のない事項については、関係法令、美
咲町財務規則、その他町長が別に定める要領等による。


