
入 札 説 明 書 

 

本公告は、県の予算成立を前提としたものであり、予算成立後に効力を生じるものです。県

議会において当初予算案が否決された場合は、契約を締結しないことがありますので、あらか

じめご了承ください。 

 

 

令和 3 年度沖縄県動物愛護管理センター譲渡推進棟土壌汚染調査業務の調達に係る入

札公告に基づく一般競争入札については、関係法令等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 発注者 

  沖縄県知事 玉城康裕 

 

２ 調達内容 

（１）業 務 名  令和 3 年度沖縄県動物愛護管理センター 

譲渡推進棟土壌汚染調査業務委託 

（２）契約期間   契約締結の日から令和 3年 8 月 31 日まで 

（３）業務実施場所 仕様書のとおり 

（４）業務内容   仕様書のとおり 

 

３ 入札参加資格 

次に掲げる要件をすべて満たすものであること 

（１） 土対法に基づく指定調査機関（環境大臣の指定を受けた者）であること。 

（２） 沖縄県内に本社、支社を有すること（JVの場合は、代表者について適用する）。 

（３） 国又は地方公共団体との間に契約した土壌汚染調査委託業務又はこれと同等の土壌調査

委託業務を過去に受注し、遺漏なく業務を遂行した者であること。 

（４） 入札参加申込書の提出日まで、本県の指名停止処分等を受けていない者であること。 

（５） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。）第 167 条の 4 に規

定する者に該当しないこと。 

（６） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされていな

い者、又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申立てがな

されていない者であること。 

（７） 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、沖縄

県発注業務委託等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 

（８） 社会保険の適用時業者である場合は当該保険に加入していること。 

 

 

 



４ 入札参加資格等の確認 

  本件に係る入札に参加を希望する者は、参加資格の有無の確認を行うので、競争入札参加資

格確認書（第 1号様式）に必要な書類を添付し、次に定めるところにより提出すること。 

（１）提出期限 令和 3年 4 月 7日（水）16 時必着 

        ※土日、祝日を除く 9時 30 分から 16 時まで受付 

（２）提出場所 下記「14 問い合わせ先」記載の場所に同じ 

（３）提出方法 提出場所に持参、または郵送 

        ※郵送の場合は書留郵便とし、令和 3 年 4 月 7日（水）必着のこと。 

（４）提出書類  

   ①入札参加資格等確認申請書（第 1 号様式） 

   ②上記３「入札参加資格要件」各号に該当することを証する資料 

   ③以下の入札保証金免除に該当しない場合は納付書を発行するので、担当者へ連絡するこ

と。 

    ・国又は地方公共団体と同種類・同規模契約の履行実績がある場合 

      →契約書の写し等 

    ・入札保証契約を締結した場合→その証書 

（５）審査結果については、令和 3 年 4月 13 日（火）までに通知する。 

 

５ 入札保証金 

（１）本件入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則（昭和 47 年規則第 12 号。以下「財務

規則」という。）第 100 条の規定により、見積る契約希望金額の 100 分の 5 以上の入札保証金

又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき

は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 

ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場

合。 

イ 国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ

くする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が到来した二

以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。 

（２）入札保証金は、上記４－（５）による入札参加確認（有資格確認審査）通知後、発注者が

発行する納入通知書により令和 3年 4 月 14 日（水）16 時までに納付すること。 

（３）入札保証金は、入札終了後に還付する。ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約

保証金の全部又は一部に充当することができる。 

 

６ 入札日時及び場所 

  令和 3 年 4月 15 日（木）10時 00 分 沖縄県庁 7 階第 4 会議室 

 

７ 入札の方法等 

（１）入札書の記入方法及び提出方法 

  ①入札者は、仕様書に基づき、本件業務に要する一切の経費について見積もること。 



  ②入札書（第 3 号様式）の記入にあたっては消費税に係る課税業者であるか免税業者である

かにかかわらず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を記入すること。 

  ③入札書は、提出日の日付を記載すること。 

  ④入札書は封筒に入れて封印し、かつその封皮に氏名（法人の場合はその名称又は屋号）、

あて名（「沖縄県知事殿」）及び「令和 3 年 4 月 15 日開札［令和 3 年度沖縄県動物愛護管

理センターの土壌汚染調査業務委託］の入札書在中」と記載すること。 

  ⑤入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更または取消をすることができない。 

  ⑥電話、電信、郵便等による入札書の提出は認めない。 

（２）代理人による入札 

  ①代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名（法人名称又は屋号）、代理人であ

ることの表示及び押印（外国人の署名を含む。）をしておくとともに、入札時までに代理

委任状（第 2 号様式）を提出すること。 

  ②入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねること

はできない。 

 

８ 入札の無効 

  次の各号いずれかに該当する入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再度の入札に

加わることはできない。 

（１）入札参加資格のないものが行った入札 

（２）同一人が同一事項について行った 2 通以上の入札 

（３）２人以上の者から委任を受け取った者が行った入札 

（４）入札書の表記金額を訂正した入札 

（５）入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札 

（６）入札条件に違反した入札 

（７）連合又はその他不正の行為があった入札 

（８）入札保証金が所定の金額に達しない者のした入札 

（９）代理人が入札する場合で、委任状の提出がない場合及び入札書に代理人の署名又は記名押

印いずれかがない場合 

 

９ 開札 

（１）開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 

（２）入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 

（３）入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札時無関係職員の求めに

応じ競争参加資格を証明する書類、身分証又は入札権限に関する委任状を提出しなければ

ならない。 

（４）入札者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると入札事務担当者が認めた場合を

除き、開札場を途中退場することができない。 

 

１０ 落札者の決定方法 



（１）沖縄県財務規則（昭和 47 年規則第 12 号）第 123 条の規定に基づき作成された予定価格以

内の最低価格の入札をした者を落札者とする。 

（２）落札となるべき同価の入札をした者が 2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引

かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじ

を引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない当所職員にこれに代わってく

じを引かせ落札者を決定する。 

（３）予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。 

再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。 

  入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。 

（４）再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第 8 号

の規定に基づき、随意契約できるものとする。 

 

１１ 契約保証金 

落札者は、沖縄県財務規則第 101 条の規定により、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証

金を納付すること。 

ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部を免除する。 

（１）保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場

合 

（２）国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ

くする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２か年の間に履行期限が到来した二

以上の契約をすべて誠実に履行し、かつ、本件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 

 

１２ 仕様書等に対する質問 

（１）この入札説明書、入札公告及び仕様書等に関し質問がある場合は、以下により質問書（様

式は任意）を提出すること。 

①提出期限令和３年４月１日（木）16 時 

②提出方法 E メール又は FAX による。 

（２）質問に対する回答は、令和３年４月５日（月）17時までに、本公告ホームページ（https:

//www.pref.okinawa.lg.jp/bosyuu/index.html）により行う。 

 

１３ その他 

（１）入札及び契約手続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に限る。 

（２）入札説明会は実施しない。 

（３）この一般競争入札に参加する者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読し

た上で入札すること。この場合において、入札説明書等について疑義があるときには関係

職員の説明を求めることができる。ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申

し立てることはできない。 



（４）入札参加資格の適用範囲は、当該入札に限り適用するものとし、参加資格の有効期間は、

この公告に基づき資格を取得した日から契約締結日までとする。 

（５）当該入札説明書等に定めのない事項については、地方自治法（昭和 23 年法律第 67 号）、

地方自治法施行令及び沖縄県財務規則によるものとする。 

 

１４ 問い合わせ先 

沖縄県環境部自然保護課自然保護班（担当:銘苅） 

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号沖縄県庁４階 

TEL 098-866-2243 FAX 098-866-2855 

E-mail：aa039004@pref.okinawa.lg.jp 

 

 


