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制限付一般競争入札参加募集のお知らせ 

 

県央県南広域環境組合 

 

上記について、入札を行いますので参加を希望される方は、下記の要領でお申し込み

下さい。 

 

１ 制限付一般競争入札に付する事項 

（１）業務番号  ３１－央南業－第４６号 

（２）業 務 名  一般廃棄物等搬送業務 

 （３）履行場所 

諫早市福田町１２５０番地    県央県南クリーンセンター 

     島原市前浜町丙７４番地     東部リレーセンター 

雲仙市千々石町丙６９４番地   西部リレーセンター 

 （４）業務内容 

     東部リレーセンター及び西部リレーセンターから県央県南クリーンセンター

への一般廃棄物等（可燃ごみ、汚水）を大型自動車（ｱｰﾑﾛｰﾙ車、ﾊﾞｷｭｰﾑ車）によ

る搬送及び業務用車両の点検・整備 

   ア 東部リレーセンターから県央県南クリーンセンターまでの搬送業務 

・東部受入量（平成 30 年度）    可燃ごみ 20,187ｔ  

・搬送台数 （平成 30 年度）    可燃ごみ 3,094 台 汚水 12 台 

・東部受入量（令和元年度 R2 年 2 月末現在）可燃ごみ 18,465ｔ  

・搬送台数 （令和元年度 R2 年 2 月末現在）可燃ごみ 2,853 台 汚水 10 台 

・業務用車両（アームロール車）６台 

  最大積載量      ９，９００ｋｇ 

  コンテナ重量    約３，１００ｋｇ 

  コンテナ最大積載量 約６，８００ｋｇ 

・業務用車両（バキューム車）１台 

  タンク容量        約８．６㎥ 

・搬送距離         片道４６ｋｍ 

 ・搬送時間       往復約２時間３０分  

 ・車両燃費        約３．７ｋｍ／ℓ 

     ・乗務員数         ７名 
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イ 西部リレーセンターから県央県南クリーンセンターまでの搬送業務 

・西部受入量（平成 30 年度）     可燃ごみ 14,390ｔ 

・搬送台数 （平成 30 年度）     可燃ごみ 2,207 台 

・西部受入量（令和元年度 R2 年 2 月末現在）可燃ごみ 13,548ｔ 

・搬送台数 （令和元年度 R2 年 2 月末現在）可燃ごみ 2,102 台 

・業務用車両（アームロール車）３台 

・搬送距離         片道２３ｋｍ 

 ・搬送時間       往復約１時間２０分  

 ・車両燃費        約３．７ｋｍ／ℓ 

・乗務員数         ３名 

    ウ 業務用車両１０台の点検・整備 

・車検・３ヵ月点検・日常点検 

・業務用車両の整備・修理（オイル、タイヤ、部品交換を含む） 

（５）履行期間 

     令和２年７月１日から令和５年３月３１日まで 

 （６）特記事項 

     ・組合所有の事業用ナンバートラックを貸与しての業務であるため、使用者

の名義変更が必要（一般貨物自動車運送事業計画の変更の届出等） 

     ・業務用車両１０台分の保管場所が必要 

     ・本来の業務とは別に１０名運転手の雇用が必要 

 

２ 制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  本競争入札に参加できる者は、競争入札の参加者に必要な資格に関する公示（令和

2 年 月 日告示第 号）により示した次に掲げる要件を全て満たし、かつ、３により

本組合の競争入札参加資格の審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者とす

る。 

（１）貨物自動車運送事業法（平成元年１２月１９日法律第８３号）に基づく貨物自

動車運送事業許可業者 

（２）本組合の構成市（島原市、諫早市、雲仙市及び南島原市。以下同じ。）内に事業

所（本店、支店、営業所等。以下同じ。）を設置して１年以上経過している者 

（３）事業所を設置している構成市のいずれにも税金（法人市民税、市県民税特別徴

収及び固定資産税等。）の滞納がない者 

（４）法人として組織されている者 



3 

 

（５）貨物自動車運送事業を開始してから５年以上経過しており、安定した経営がな

されている者 

（６）大型自動車の運転に従事する従業員（大型免許所持者）を現に２０名以上有し

ている者 

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

い者 

（８）長崎県及び構成市から過去５年以内に業務停止や指名停止等の行政処分を受け

たことがない者 

 

３ 制限付一般競争入札参加資格の書類審査 

（１）本競争入札への参加を希望する者は、制限付一般競争入札参加申込書のほか、

申込書関連書類（以下「入札参加申込書等」という。）を持参により提出し、本組

合の参加資格の書類審査を受けるものとする。                       

なお、期限までに入札参加申込書等を提出しない者又は４（４）により参加資

格が無いと認められた者は、本競争入札に参加することはできない。 

 （２）入札参加申込書等の内容 

    ①制限付一般競争入札参加申込書（様式１） 

    ②直近３年期分の決算書（写） 

    ③登記簿（写） 

    ④貨物自動車運送事業許可証（写） 

    ⑤構成市内における市税納税証明書（様式２） 

    ⑥従業員台帳（運転手台帳）（様式３） 

    ⑦公的機関の受注実績および事業所一覧（様式４） 

⑧自動車分解整備事業認証書（写）または提携事業所の認証書（写） 

    ⑨委任状（様式５） 

    ⑩使用印鑑届（様式６） 

    ⑪印鑑証明書（写） 

    ⑫誓約書（様式７） 

 

４ 契約条項を示す場所 

 （１）契約条項を示す場所及び問合せ先 

    〒854-0001 

諫早市福田町１２５０番地 

県央県南広域環境組合 施設課 運行係 
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TEL 0957-35-8212 FAX 0957-35-8201 

（２）入札参加申込書等の配布期間及び場所 

    ア 配布日時 令和２年４月１日（水）～令和２年４月２０日（月） 

           午前９時～午後５時（ただし、土・日を除く） 

イ 配布場所 県央県南広域環境組合 １階事務室 

 （３）入札参加申込書等の提出期限及び場所 

     入札参加申込書等の提出は、持参によるものとする。 

    ア 提出期限 令和２年４月２０日（月） 

午前９時～午後５時（時間厳守）     

    イ 提出場所 県央県南広域環境組合 １階事務室 

 ウ 提出部数 １部 

 （４）競争入札参加資格審査の結果 

     競争入札参加資格審査の結果は、令和２年４月２８日（火）までに県央県南

広域環境組合から申請者に対し、通知する。 

 

５ 業務仕様書その他本入札に関する資料等（以下「設計図書等」という。）の配布 

 （１）日 時  令和２年５月８日（金） 

 （２）場 所  県央県南広域環境組合 １階事務室 

 

６ 質疑応答 

（１）質 疑 

     設計図書等に関して質疑がある場合は、下記により受付ける。受付期限後の

質疑は、受け付けない。 

ア 受付期限    

令和２年５月１４日（木）午後５時まで 

    イ 質問受付方法  

      設計図書等に定める質疑応答書に記名押印し、本組合へ持参するものとす

る。 

  

（２）回 答   

質疑に対する回答は、下記により行うものとする。 

   ア 回答期限 

     令和２年５月２１日（木）午後５時まで 

   イ 回答方法 
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     回答書をＦＡＸにより送付する。 

 

７ 競争参加資格が無いと認められた者に対する説明 

 （１）４（４）により競争参加資格が無いと認められた者は、管理者に対し競争参加

資格が無いと認めた理由について、説明を求めることができる。説明を求めよ

うとする者は、令和２年５月８日（金）までに書面を提出して行うものとする。 

 （２）管理者は、上記（１）により説明を求められたときは、説明を求めた者に対し速

やかに書面により回答するものとする。 

 

８ 入札執行の日時及び場所等 

（１）日 時  令和２年５月２５日（月） 午前１０時 

 （２）場 所  諫早市福田町１２５０番地 

         県央県南広域環境組合 ２階会議室 

（３）その他  競争入札当日が悪天候（暴風雨等）等の場合、入札を延期すること

もあるので、事前に４（１）へ確認すること。 

 

９ 入札書の提出方法等 

（１）入札書に記載する金額は見積もった契約希望金額（消費税及び地方消費税を含

む）を入札書に記載すること。 

（２）入札書は、本組合所定の様式により作成し、封かん及び封印のうえ入札者の氏

名を表記し、所定の日時及び場所において入札しなければならない。 

（３）入札参加者が代理人をもって入札させるときは、委任状を持参させなければな

らない。 

（４）入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代

理をすることはできない。 

（５）入札参加者は、各社１名を超えて入札会場に入室できない。 

（６）入札開始後入札会場に到着した者は、入札に参加することができない。 

 

 

10 入札保証金及び契約保証金 

  ４（４）の通知の際に記載する。 

 

11 無効の入札 

  次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
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（１）競争入札に参加する資格を有しない者のした入札 

（２）競争入札に関する条件に違反した入札 

（３）委任状を持参しない代理人のした入札 

（４）記名押印を欠く入札 

（５）金額を訂正した入札 

（６）誤字、脱字等により意思表示が不明確である入札 

（７）入札に際して談合等による不正行為があった入札 

（８）同一事項の入札について他人の代理人を兼ね２人以上の代理をした入札 

（９）同一事項の入札に対して２以上の意思表示をした入札 

（10）郵便、電報、電話、ファクシミリ等による入札 

（11）その他必要事項を確認できない入札 

 

12 入札書の撤回等 

  入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることができな

い。 

 

13 落札者の決定方法等 

（１）落札者は、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者とする。 

（２）落札者がいないときは再度の入札を行い、入札執行回数は、最初の入札及び再

度の入札を合わせて２回を限度とする。 

（３）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、当該入札者により

くじで落札者を決定する。 

   この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又は、くじを引か

ない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係ない職員にくじを

引かせるものとする。 

（４）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額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

もった契約希望金額（消費税及び地方消費税を含む）を入札書に記載すること。 

 

（５）落札者は、その決定と同時に、入札会場で入札者全員に口頭で周知する。 

14 契約の締結 

  落札者は、落札決定の通知を受けた日から７日以内に契約書２部を提出するものと

する。 
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15 異議の申し立て 

  入札をした者は、入札後、県央県南広域環境組合契約規則（平成１１年規則第８号）

及び仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

 

16 その他 

（１）本公告に定めのない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地

方自治法施行令、県央県南広域環境組合契約規則の定めるところによる。 

 


