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岡山市契約公告第３号 

 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）の適用

を受ける調達手続に係る一般競争入札を実施するので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以

下「令」という。)第１６７条の６，岡山市契約規則（平成元年市規則第６３号。以下「契約規則」という。）

第５条及び岡山市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成２１年市規則第１１２号）第

６条の規定により公告する。 

平成２９年１月２３日 

岡山市長 大森 雅夫 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 事業名 

北長瀬みずほ住座再生事業 

(2) 事業用地 

岡山市北区野田四丁目 152 番 18 他 

(3) 事業期間 

契約締結日から平成３３年３月３１日 

(4) 支払条件 

事業契約書（案）のとおり 

(5) 入札案件概要 

ＰＦＩ－ＢＴ 方式による北長瀬みずほ住座の設計，建設，工事監理，入居者移転支援，用地活用及

び解体 

（詳細は入札説明書等のとおり） 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

  なし 

(7) 入札保証金 

免除する。 

ただし，落札者が，市と事業契約を締結しない場合，違約金として入札価格に当該額にかかる消費

税及び地方消費税相当額を加算した金額の 100 分の 5 に相当する金額を徴収する。 

(8) 契約保証（詳細は入札説明書等のとおり） 

契約保証金 要   

(9) その他  

   入札価格が著しく低価格の場合には調査を行い，当該契約の内容に適合した履行がなされないおそ 

れがあると認められるときは失格とする場合がある。 

 

２ 入札参加者の備えるべき資格要件 

入札説明書のとおり 

 

３ 特定調達契約に係る競争入札参加資格審査申請の手続 

上記２にかかわらず，有資格者名簿又は特定調達名簿に登載がない者が入札に参加する場合は，次に

掲げる方法により特定調達契約に係る競争入札参加資格審査申請を行うこと。また，特定調達名簿の登

録は年度ごとに必要であるため，下記の平成２９年度登録の期間内に再度申請を行うこと。 

(1) 申請期間及び受付時間 

申請期間  

平成２８年度登録 公告日から平成２９年２月２２日（水）まで 

   平成２９年度登録 平成２９年３月１日(水)から平成２９年３月２１日(火)まで 

＊岡山市の休日を定める条例（平成元年市条例第 44 号）に規定する休日を除く。 
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受付時間  各日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時１５分まで。 

(2) 申請場所・問合せ先 

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目１番１号（岡山市役所本庁舎５階） 

契約課 管理係 電話０８６－８０３－１１９４（直通） 

(3) 提出方法 

持参のみ（郵送による受付はしない。）。 

(4) 申請書類の入手方法 

岡山市一般競争入札情報（各課発注）ホームページ中の，当該入札公告に添付している書類等を併

せてダウンロードし，取得すること。 

ホームページアドレス（http://www.city.okayama.jp/category/category_00001457.html） 

 

４ 入札手続等 

(1) 契約条項等を示す場所  

      〒700-8544 岡山市北区大供一丁目１番１号 

都市整備局住宅課（以下「住宅課」という。）及び岡山市一般競争入札情報（各課発注）ホームペ

ージ 

ホームページアドレス（http://www.city.okayama.jp/category/category_00001457.html） 

 (2) 入札説明書等の交付期間及び方法 

平成２９年１月２３日（月）から 

住宅課で無償で交付するほか，岡山市一般競争入札情報（各課発注）ホームページからダウンロード

の方法により無償で交付する。 

(3) 入札説明会 

実施しない。 

(4) 質問の受付期限及び方法 

入札説明書のとおり 

 (5) 質問回答の掲載期間及び方法 

入札説明書のとおり 

(6) 入札書の受付期限及び方法 

入札説明書のとおり 

(7) 開札日時及び場所 

平成２９年７月２５日（火）午前 10 時 30 分から，岡山市役所本庁舎６階共用会議室 

入札参加者が希望する場合は入札参加者又はその代理人の立会いの上，次のとおり行う。立会いを

行う者は，各入札参加者で 1 名とする。また，代理人が開札に立会う場合，開札に関する委任状（提

案様式集の様式 5-4）を，当日持参すること。その他詳細については入札説明書等のとおり。 

 

５ 参加資格の確認に関する事項 

 (1) 参加資格確認申請書類 

   入札説明書等のとおり 

(2) 確認申請書等の提出方法 

   持参，郵送（一般書留又は簡易書留郵便に限る。）又は託送（配達の記録が残る方法に限る。）に 

よる 

(3) 確認申請書等受付期限 

   平成２９年３月７日（火）１７時まで 

(4) 確認申請書等受付場所 

岡山市北区大供一丁目１番１号 岡山市役所  本庁舎６階住宅課 

 

６ 落札者の決定方法 

  入札説明書等のとおり 

 

７ 契約書の作成の要否    要 

 

８  入札の無効について 

  入札説明書等のとおり 

  

９ その他 

(1) この調達は，ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 

(2) 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とする。また，日本語以外の言

語での記述を有する書面については，原本の他に，当該部分に関する日本語訳を作成し，添付するこ
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と。 

(3) その他詳細は入札説明書等による。 

(4) この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地等 

  都市整備局 住宅課 

〒700-8544 

岡山市北区大供一丁目 1 番 1 号 

電話番号：086-803-1472  ＦＡＸ：086-803-1879 

E-mail ：juutaku@city.okayama.lg.jp 

 

１０ Summary 

(1) Contract outline : To design, construct, supervise a construction, support tenants for 

relocation, utilize a site, and demolish remaining buildings of a municipal housing development 

named the“Kitanagase-mizuhojuza” under the ＰＦＩ－ＢＴ method. 

(2) Acceptance Period for submission of the tender documents : 17:00, Tuesday, March 7, 2017  

(3) Date and time of tender : To bidders separately notification. 

(4) Contact point for the notice: 10:30, Tuesday, July 25, 2017 

Public Housing Division , Urban Development Bureau,  

City of Okayama, 1-1-1 Daiku, Kita-ku, Okayama City, 700-8544 Japan Tel:086-803-1472  

Fax：086-803-1879 E-mail：juutaku@city.okayama.lg.jp 

 

 

                     落札等公示                      

岡山市契約公示第４号 

 

次のとおり，落札者等について公示します。 

 

平成２９年１月２３日 

岡山市長 大森 雅夫 

 

［掲載順序］①部門及び大分類（建設工事の場合は部門及び工種）②調達件名及び数量③契約方法④落札

決定日（随意契約の場合は契約日）⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の住所及び商号又は名称⑥落札

金額（随意契約の場合は契約金額）⑦入札公告日又は指名通知日若しくは公示日⑧随意契約の場合はその

理由⑨指名業者名（指名競争入札の場合）⑩落札方法⑪契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在

地⑫その他 

 

 

①物品（衣料・繊維） 

②防火衣 ３５６組 

③一般競争入札 

④平成２８年１１月１７日 

⑤株式会社ジェイユウ 代表取締役 服部 深一郎（岡山市南区福富西一丁目５－６） 

⑥４９，７９０，１６０円（税込） 

⑦平成２８年１０月３１日 

⑩価格競争 

⑪岡山市財政局契約課 岡山市北区大供一丁目１－１ 

 

 

①物品（衣料・繊維） 

②災害救助用真空パック毛布 ２２，１００枚 

③一般競争入札 

④平成２８年１２月２１日 

⑤昭和興業株式会社 代表取締役 工藤 恒正（岡山市北区柳町一丁目６－７） 

⑥２２，５５５，２６０円（税込） 

⑦平成２８年１１月２日 

⑩価格競争 

⑪岡山市財政局契約課 岡山市北区大供一丁目１－１ 
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①物品（日用品・雑貨） 

②岡山市有料指定袋（その４） 1,600,000 組（16,000,000 枚） 

③一般競争入札 

④平成２８年１２月２１日 

⑤村上産業株式会社 代表取締役 清水 完二（愛媛県松山市本町一丁目２－１） 

⑥７６，２６４，２００円（税込） 

⑦平成２８年１１月４日 

⑩価格競争 

⑪岡山市財政局契約課 岡山市北区大供一丁目１－１ 

 

 


