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                  一般競争入札に関する公告                  

岡山市契約公告第１０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３月２９日 

岡山市長 大森 雅夫 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 業務名 

難病医療システム開発導入・運用保守等包括外部委託 

(2) 履行場所 

岡山市北区鹿田町一丁目 1 番 1 号 岡山市保健所健康づくり課ほか本市の指定場所 

(3) 履行期間 

契約締結日から平成３５年３月３１日 

(4) 支払条件 

システム導入費 システム稼働後一括払い 

運用保守費 システム稼働後各年度払い 

(5) 入札案件概要 

特定医療費（指定難病）の事務処理に係るシステム開発導入業務一式及び運用保守業務一式 

（詳細は別紙入札説明書及び仕様書のとおり） 

(6) 入札保証金 

契約希望金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の１００分の５以上の額 

（詳細は別紙入札説明書のとおり） 

(7) 契約保証（詳細は別紙入札説明書のとおり） 

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額   

契約保証人 免除 

(8) その他  

保健福祉局委託業務の履行確保等に関する調査取扱要領（以下「調査取扱要領」という。）に定め

る低入札価格調査の対象となる基準価格（許容価格（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

４条第３項に規定する予定価格のことをいい，消費税及び地方消費税を含んだものとする。以下同じ。）

の税抜き額の７５％）を下回った場合には，調査取扱要領に従い調査を行う。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

(1) 令第１６７条の４及び契約規則第２条第１項に掲げる者でないこと。 

(2) 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項について（昭和６１年市告示第１２０号）に基づ

き岡山市一般競争（指名競争）入札参加資格有資格者名簿（以下「有資格者名簿」という。）又は岡

山市特定調達契約に係る有資格者名簿（以下「特定調達名簿」という。）に登載されていること。 

(3) 公告で定めた開札日時において，岡山市指名停止基準に基づく指名停止又は指名留保（以下「指名

停止等」という。）期間中でないこと。 

(4) 平成２６年４月１日以降に，特定医療費（指定難病）又は小児慢性の業務に係るシステム開発又は

システム改修を日本国の都道府県又は市区町村から元請で受注し，履行が完了していること。 

(5)公告で定めた開札日時において特定医療費（指定難病）の基本業務に係るパッケージソフトウェアを

有している又は日本国の都道府県又は指定都市から受注し開発中であること。 

 

岡山市契約公報 

平成２９年 第５号 

平成２９年３月２９日発行 

発行所 

岡山市北区大供一丁目１番１号 

岡山市財政局契約課 
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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(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。 

(1) 申請期間及び受付時間 

申請期間 公告日から平成２９年４月２８日まで 

   ＊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。 

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。 

 

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 

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) 入札説明書及び仕様書の交付期間及び方法 

入札説明書等は平成２９年３月２９日（水）から平成２９年５月９日（火）まで保健福祉局保健管

理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。ただし、岡山市業務系仮想化基盤システム利用手順書については、保健

福祉局保健管理課での貸与とする。契約に至らなかった場合は、岡山市業務系仮想化基盤システム利

用手順書は返却すること。（貸与・返却する資料の授受は、保健管理課内で当事者間の直接手渡しで

行う。） 

(3) 入札説明会 

実施しない。 

(4) 質問の受付期限及び方法 

平成２９年４月２１日（金）午後４時まで 

電子メール又はファクシミリの方法で行うこととし，それ以外の方法によるものは受け付けない。 

また，電子メールによる場合は，メールの件名を「【入札質問】難病医療システム業務委託」とす

ること。 

なお，いずれの方法による場合でも電話で到達の確認を行うこと。 

＜提出先＞ 

保健管理課 

FAX ０８６－８０３－１２５１ 

E-mail hokenkanrika@city.okayama.jp 

 (5) 質問回答の掲載期間及び方法 

   平成２９年４月２８日（金）午後４時から平成２９年５月９日（火）まで 

      岡山市一般競争入札情報（各課発注）ホームページに掲載する。 

(6) 入札書の受付期限及び方法 

平成２９年５月９日（火）まで 

保健管理課において交付された入札書郵送用指定封筒（以下「指定封筒」という。）を用いて，岡山

大供郵便局留の一般書留又は簡易書留郵便での郵送により受け付けるので，質問回答を確認した後に

郵送すること。ただし，岡山大供郵便局に期限内必着のこと。 

＜宛先＞ 

 〒700-0913 岡山大供郵便局留 岡山市保健福祉局保健管理課宛 

(7) 開札日時及び場所 

平成２９年５月１０日（水）午前１０時から，岡山市役所保健福祉会館  ７階小会議室 

開札は，入札参加者を立ち会わせて行う。ただし，立会者は先着順で５人以内とする。代表者又は

受任者以外の者が立ち会うときは立会を委任する旨を記した委任状を持参すること。なお，立会希望

者がいない場合は，入札に関係のない職員を立ち会わせて行うこととする。 

 

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 
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岡山市委託等一般競争入札の試行に関する要綱第９条第５項により参加資格の有無の確認を行う対

象者（以下「確認対象者」という。）となった者は，一般競争入札参加資格確認申請書（以下「確認

申請書」という。）及び添付書類（以下これらを「確認申請書等」という。）を提出し，参加資格の

確認を受けなければならない。確認申請書等は，開札後速やかに提出できるよう，あらかじめ作成し

ておくこと。 

添付書類 ①指名停止等措置状況調書 

        ②実績証明書 

        ③パッケージソフトウェア所有状況申告書（様式任意） 

        ④入札金額の内訳書（参考） 

(2) 確認申請書等の提出方法 

   受付場所へ持参すること。 

    ＊受付は窓口受付のみとする。窓口受付時には確認申請書等の内容確認は一切行わない。 

(3) 確認申請書等受付期限 

平成２９年５月１７日（水）午後５時まで 

   ＊岡山市の休日を定める条例に規定する休日を除く。 

(4) 確認申請書等受付場所 

岡山市北区鹿田町一丁目１番１号 岡山市保健福祉会館 ７階保健管理課 

 

６ 落札者の決定方法 

(1) 許容価格の制限の範囲内において，最低価格をもって有効な入札を行った者を確認対象者とする。 

(2) 確認対象者となった者は，この公告で示されている期日までに確認申請書等を提出しなければなら

ない。 

(3) 参加資格の確認により，参加資格を有すると認めた者（以下「資格確認者」という。）を落札者と

して決定するものとする。ただし，当該入札において，低入札価格調査を実施する場合においては，

調査取扱要領による調査を実施し，資格確認者を落札者とするか否かを決定する。 

 

７ 契約書の作成の要否    要 

 

８  入札の無効について 

岡山市委託等一般競争入札の試行に関する要綱第１１条に該当する入札は無効とする。 

  

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

と。 

(3) その他詳細は入札説明書及び仕様書による。 

(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 

保健管理課 

〒700-8546 

岡山市北区鹿田町一丁目１番１号 

電話０８６－８０３－１２５１ 

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

 

１０ Summary 

(1) Subject matter of the contract: Introduction of intractable disease management computer 
system. Comprehensive consignment of development, operation, maintenance and the like for 

the system 

(2) Time-limit for submission of tenders by registered mail: 9 May,2017 
(3) Date and time of tender: 10:00 AM , 10 May,2017 

(4) Contact point for tenders documentation: (Health Administration Section, Health and Welfare 

Bureau, City of Okayama,1-1-1,Shikata-cho,Kita-ku,Okayama City,700-8546 Japan 

Tel:086-803-1251） 
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                     落札等公示                      

岡山市契約公示第１１号 

 

次のとおり，落札者等について公示します。 

 

平成２９年３月２９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役務（廃棄物） 

②岡東浄化センター脱水ケーキセメント資源化搬出処理業務委託（単価契約） 

 予定数量 ６,７００ トン以内 

③一般競争入札 

④平成２９年２月２２日 

⑤宇部・水島臨海・ＪＲ貨物・萩森・美祢共同企業体 

 山口県宇部市大字小串1978番地の2 

 代表者 宇部興産株式会社建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ資源ﾘｻｲｸﾙ事業部 事業部長 貞谷 哲也 

⑥１４，３００円（税抜１トン当たり） 

⑦平成２９年１月４日 

⑩価格競争 

⑪岡山市下水道河川局下水道施設管理課（東部）（岡山市東区升田614番11） 

 

 

①役務（廃棄物） 

②岡東浄化センター脱水ケーキ堆肥資源化搬出処理業務委託（単価契約） 

 予定数量 ３,４００ トン以内（うち堆肥資源化 ２，２００トン 収集運搬 １，２００トン） 

③一般競争入札 

④平成２９年２月２２日 

⑤西日本オーガニック株式会社共同企業体 

 岡山県加賀郡吉備中央町吉川2128番地62 

 代表者 西日本オーガニック株式会社 代表取締役 小林 廣士 

⑥３０，４１１，６００円（税抜） 契約単価にそれぞれのそれ予定数量を乗じて得た額の合計 

⑦平成２９年１月４日 

⑩価格競争 

⑪岡山市下水道河川局下水道施設管理課（東部）（岡山市東区升田614番11） 

 

 


