
海士町公告 第 18号  

 

条件付き一般競争入札を下記のとおり実施するので、海士町工事執行規則（昭和 30年 4月 1日

海士町規則第 2号）第 5条の規定により公告する。 

 

    令和 2年 11月 13日       

海士町長 大江 和彦     

 

１ 基本事項 

 （１）件名      令和 2年度 海士町小中学校情報機器端末整備事業 

 （２）業務概要    「令和 2年度 海士町小中学校情報機器端末整備事業仕様書」のとお

り 

 （３）履行期間 契約の日から令和 3年 3月 31日 

 （４）履行場所 海士町立海士小学校 島根県隠岐郡海士町大字海士 3428番地 1 

            海士町立福井小学校 島根県隠岐郡海士町大字福井 394番地 2 

            海士町立海士中学校 島根県隠岐郡海士町大字海士 944番地 

 （５）支払条件 前金払は有、中間前金払、部分払は契約締結時に選択 

 

２ 入札参加資格 

応募できる事業者は、以下の項目すべての要件を満たす者とする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定する者に該当しな

いこと。 

（２） 国税・地方税について未納がないこと。 

（３） 官公庁による指名停止を受けていないこと。 

（４） 島根県内の官公庁、民間事業者等の施設等において、コンピュータの納入、設定、設

置作業の契約を締結し、誠実に履行した実績を有すること。 

（５） 島根県内に本社（店）又は入札及び契約等の権限の委任を受けた支店（営業所）を有

すること。 

（６） 次の各号のいずれにも該当しない者 

1. 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条の規定に基づく破産の申し立て

がなされている者 

2. 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続きの申し立て

がなされている者 

3. 会社更正法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更正手続きの申し立て

がなされている者 

（７） 入札に参加しようとする他社との間に次に掲げるいずれにも該当しないこと。 

1. 親会社と子会社の関係 

2. 親会社を同じくする子会社同士の関係 

3. 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を兼任している関係 



4. 前 3号と同視し得る資本関係又は人的関係 

（８） 次のいずれにも該当しないこと。 

1. 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与してい

ること。 

2. 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正に利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。 

3. 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること。 

4. 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している 

 

３ 入札への参加申込 

（１） 提出書類 

提出書類 様式 部数 内容等 

1.入札参加表明書兼誓約書 様式 1 1部  

2.業務実績 任意 1部 2入札参加資格(4)に定める実績を記載 

（２）提出日時 

令和 2年 11月 20日（金）午後 5時 15分まで 

（３）提出先・提出方法 

   海士町教育委員会 共育課へ持参または郵送すること。 

   持参する場合、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日、

日曜日及び土曜日（以下「休日等」という。）を除く午前 8時 30分から午後 5時 15分ま

で（正午から午後１時までの間を除く）に提出先に持参すること。 

   郵送する場合、受取日時及び配達されたことが証明できる方法によるものとし、提出期

限までに到着したものに限り受け付ける。 

 

 ４ 入札参加資格審査及び結果通知 

（１） 資格審査 

入札参加表明書兼誓約書等の提出書類により入札参加資格を審査する。 

（２） 結果通知 

・令和 2 年 11 月 24 日（火）までに、入札参加表明書を提出した者に結果を通知する。 

・競争参加資格があると認めた者には、競争参加資格確認通知書を通知する。 

・競争参加資格を認めなかった者には、理由を付して通知する。 

 

５ 質問・問い合わせ 

  提出書類及び提出部数 

提出書類 様式 部数 内容等 

質問書 様式 2 1部 審査事項、審査委員、他の参加者に関する質問等、審査に



支障をきたす恐れのある質問には応じない。 

（１） 提出日時 

令和 2年 11月 20日（金）午後 5時 15分まで 

（２） 提出先・提出方法 

海士町教育委員会 共育課あてに、電子メールにより行うものとする。 

（３） 質問への回答 

令和 2年 11月 24日（火）までに、入札参加表明書を提出した者全てに、電子メール

により行う 

 

６ 入札執行の日時及び場所等 

（１） 入札執行日時 

令和 2年 11月 30日（月） 

変更があった場合は、別途連絡する。 

（２） 入札執行場所 

海士町教育委員会 2階 大会議室 

（３） その他 

・入札参加資格確認通知書の写しを持参すること。 

・入札者（代理人が入札する場合は代理人）の使用印鑑を持参すること。 

・上記入札執行日時に遅れた者は、本入札に参加することができない。 

   

７ 入札方法等 

（１） 入札回数 

入札回数は 2回までとする。電報、郵送及びインターネットを使用した入札は認めな

い。 

（２） 入札金額の記載方法 

入札者は消費税及び地方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、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載するこ

と。 

（３） 代理人による入札 

入札参加者が代理人をもって入札する場合には、委任状を持参すること。入札者又は

代理人は、本件入札に際し、同一事業について同時に他の代理人になることはできな

い。 

（４） 入札の辞退 

入札執行前に入札を辞退するときは、辞退届を提出すること。入札執行中に辞退する

場合は、入札書に「辞退」と記入して入札執行者に提出すること。入札を辞退するこ

とにより不利益を受けることはない。 

 

 



８ 入札の無効と失格要件 

（１） 入札の無効 

・入札に関する条件に違反した入札。 

・談合その他不正行為により入札を行ったと認められる入札。 

・同一人が本件工事について 2通以上の入札をした場合のそのいずれもの入札。 

・金額の記載のない入札書による入札。 

・金額等を訂正した場合において、訂正印のない入札書による入札。 

・入札書の工事名、施工場所、商号若しくは名称、住所又は代表者名のいずれかが記

載されず、若しくは記載に誤りがあり、又は入札者（代理人をもって入札する場合は、

その代理人）の押印のない入札書による入札。 

・誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書による入札。 

（２） 入札の失格要件 

入札執行において遅参又は欠席した者。 

 

９ 落札者の決定方法 

（１） 落札者の決定 

開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札

者を落札者とする。 

（２） 最低価格者が２名以上になった場合 

当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。この場合において当該入札者のうち、

くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係ない職員にくじを

引かせるものとする。 

 

１０ その他 

（１） 次に掲げるものに該当する場合、落札者の決定後であっても契約を締結しない。 

・落札者決定から契約締結までの間に落札者が入札参加に必要な条件を喪失した場合。 

・落札者決定から契約締結までの間に落札者が契約保証金を納付しない場合。 

・落札者決定から契約締結までの間に落札者が海士町により指名停止を受けた場合。 

（２） 入札書類の作成等に係る一切の費用は入札参加者の負担とする。 

 

１１ 担当部局 

  海士町教育委員会 共育課 

〒684-0403 島根県隠岐郡海士町大字海士 1490番地 

TEL.08514-2-1222 FAX.08514-2-1633  E-Mail:kyouiku＠town.ama.shimane.jp 


