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                  入札参加資格に関する公示                  

岡山市契約公示第１２号 

特定調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続 

 平成２９年度において岡山市長が発注する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。以下「特例政令」という。）の規定が適用される調達契約に係る一般

競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその申請方法等について，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第４条により次のとおり公示する。 

  平成２９年４月１日 

岡山市長  大森 雅夫 

１ 入札参加資格審査の申請を必要とする場合 

岡山市一般競争（指名競争）入札参加資格を有する者以外で本市の特定調達契約に係る一般競争入札

又は指名競争入札に参加しようとする場合は，この公示に基づく申請を必要とする。 

２ 競争入札参加者に必要な資格の条件 

  次の各号に該当しないこと。 

 (1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者 

 (2) 岡山市税（当該市税に係る徴収金を含む。）を完納していない者 

 (3) 申請書及びその添付書類に虚偽の記載をしている者 

 (4) 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第２条第１項第１号から第３号までの規

定（暴力団関係者，暴力的不法行為，独占禁止法違反，談合，贈賄，反社会的行為等に関する規定）

に該当する者 

 (5) 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第２条第３項の規定（営業の承継に関す

る規定）に該当する者 

３ 入札参加資格審査申請の手続 

(1) 申請期間 

   申請期間は，参加を希望する入札案件の公告日から当該入札公告に定める期日まで。（ただし，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。） 

   申請時間は，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） 

岡山市役所財政局契約課 

担当 管理係  電話 086(803)1194（直通） ＦＡＸ 086(803)1736 

岡山市ホームページＵＲＬ http://www.city.okayama.jp/ 

(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 

  インターネット上の岡山市ホームページから入札公告時にダウンロードし，取得すること。 
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５ 申請において使用する言語等 

  申請書及び提出書類の記載は日本語で行うこと。なお，提出書類のうち外国語で記載された事項につ

いては，日本語の訳文を付記又は添付すること。 

６ 資格の有効期限 

  平成３０年３月３１日までとする。 

                  入札参加資格に関する公示                  

岡山市契約公示第１３号 

特定調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続 

 平成２９年度岡山市水道局が発注する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）の適用のある契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必

要な資格及びその審査申請の手続については，以下の項目を除き特定調達契約に係る一般競争入札及び指

名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続（平成２９年岡山市契約公示第１２号）を

準用する。 

  平成２９年４月１日 

                         岡山市水道事業管理者  今川 眞 

１ 入札参加資格審査申請の手続 

(1) 申請場所・問合せ先 

  〒７００－０９１４ 岡山市北区鹿田町二丁目１番１号 

岡山市水道局管財課 

担当 契約係  電話 086(234)5917（直通） ＦＡＸ 086(221)8473 

(2) 提出方法 

  持参のみ。（郵送による受付はしない。） 

２ 申請書類の入手方法 

 インターネット上の岡山市水道局ホームページから入札公告時にダウンロードし，取得すること。 

                  入札参加資格に関する公示                  

岡山市契約公示第１４号 

特定調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続 

 平成２９年度岡山市市場事業部が発注する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）の適用のある契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者

に必要な資格及びその審査申請の手続については、以下の項目を除き特定調達契約に係る一般競争入札及

び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の手続（平成２９年岡山市契約公示第１２号）

を準用する。 

  平成２９年４月１日 

                               岡山市市場事業管理者  田淵 薫 

１ 入札参加資格審査申請の手続 

(1) 申請場所・問合せ先 

  〒７０２－８０５２ 岡山市南区市場一丁目１番地 

岡山市市場事業部 

担当 市場事業部  電話 086(265)8001（直通） ＦＡＸ 086(262)4604 

(2) 提出方法 

  持参のみ。（郵送による受付はしない。） 

２ 申請書類の入手方法 
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  インターネット上の岡山市市場事業部ホームページから入札公告時にダウンロードし，取得すること。 

                     その他の公示                     

岡山市契約公示第１５号  

平成２９年度発注予定 

※この内容は，公表時点での予定であるため，実際に発注する業務がこの内容と異なることがあります。 

また，公表後に中止する場合や，ここに掲載していない業務を発注する場合があります。 

局 室（区）名 担当課名 業   務   名 部門 発注時期

危機管理室 危機管理室 災害救助用真空パック毛布 物品 第２ 

市長公室 広報広聴課 
市民のひろばおかやま・岡山市議会だより

作成業務 
物品 第４ 

財政局 課税管理課 給与支払報告書等関連事務処理業務委託 役務 第１ 

市民生活局 区政推進課 
住民記録システム構築・保守等 

包括外部委託 
役務 第２ 

環境局 環境事業課 塵芥収集車（２ｔ）AT車両 物品 第１ 

環境局 環境事業課 岡山市有料指定袋（その１） 物品 第１ 

環境局 環境事業課 岡山市有料指定袋（その２） 物品 第２ 

環境局 環境事業課 岡山市有料指定袋（その３） 物品 第２ 

環境局 環境事業課 岡山市有料指定袋（その４） 物品 第３ 

環境局 
東部クリーン 

センター 

岡山市東部クリーンセンターで 

使用する電気 
物品 第３ 

環境局 
岡南環境 

センター 

岡山市岡南環境センターで 

使用する電気 
物品 第３ 

下水道河川局 
下水道施設管理課

（東部） 

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） 
役務 第４ 

下水道河川局 
下水道施設管理課

（東部） 

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） 
役務 第４ 

下水道河川局 
下水道施設管理課

（東部） 
高分子凝集剤（岡東浄化センター） 物品 第４ 

下水道河川局 
下水道施設管理課

（西部） 

岡山市旭西排水センターで 

使用する電気 
物品 第３ 

消防局 消防企画総務課 防火衣更新業務 物品 第１ 

消防局 消防企画総務課 
更新非常備車両 

消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ） 
物品 第１ 

消防局 警防課 災害対応特殊消防ポンプ自動車 物品 第１ 

消防局 警防課 消防ポンプ自動車  物品 第１ 

消防局 警防課 消防ポンプ自動車 物品 第１ 

消防局 警防課 災害支援車 物品 第１ 

消防局 警防課 電源照明車 物品 第１ 

消防局 情報指令課 高機能消防指令センター中間整備事業 物品 第２ 

水道局 施設課 半田山線シールドトンネル築造工事 建設工事 第１ 

※発注時期は，公告日を基準に第１四半期（４月から６月）は第１，第２四半期（７月から９月）は第２，

第３四半期（１０月から１２月）は第３，第４四半期（１月から３月）は第４と表示しています。 


