
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会 

お問合せ窓口（コールセンター）運営業務委託 

入 札 説 明 書 
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〒890-8577 

鹿児島市鴨池新町10番１号（県庁10階）
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令和２年３月30日に公告した燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会お問合せ窓口（コ

ールセンター）運営業務に係る一般競争入札（以下｢入札｣という。）については，関係法

令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 公告日 

令和２年３月30日（月） 

２ 契約担当者 

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会 会長 三反園 訓 

３ 入札に付する事項 

(1) 調達をする役務の名称 

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会お問合せ窓口（コールセンター）運営業務

委託 

(2) 調達をする役務の特質等 

別添仕様書による。 

(3) 履行期間 

契約締結日から令和２年10月30日（金）まで 

(4) 履行場所 

別添仕様書による 

４ 入札に参加する者に必要な資格 

  単独企業又は本業務受託のために結成された共同企業体であって，それぞれ次に掲げる要 

件をすべて満たしている者とする。 

 (1)  単独企業 

    ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者である   

こと。 

  イ 鹿児島県における「役務の提供等の業務に関する競争入札参加資格者名簿」に登録さ   

れている者（登載の申請中の者を含む。）であること。 

  ウ 役員に，次の①又は②のいずれかに該当する者がいないこと。 

①  破産法（平成16年法律第75条）に基づき破産手続き開始の申立がなされた者及び

その開始決定がされているものでないこと。 

②  禁錮以上の刑に処され，その執行を終わり，又は執行を受けることがなくなった

日から２年を経過しない者 

  エ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立て（同法附則第２    

条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む  以下同     

じ。）がなされている者（同法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であっ



ても，手続開始の決定後，鹿児島県が別に定める手続に基づく入札参加資格の受付がな

されている者を除く。）でないこと。 

    オ 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている    

者（同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても，手続開始の決定   

後，鹿児島県が別に定める手続に基づく入札参加資格の受付がなされている者を除く。）   

でないこと。 

    カ 鹿児島県から，製造の請負，物品の買入れその他の契約に係る指名停止措置要領に基    

づく指名停止措置を受けていないこと。 

  キ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴    

力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者でないこと。 

    ク 鹿児島県内に本社か支社（店），又は，営業所を有すること。 

    ケ プライバシーマークや，ISMS認証基準(ver2.0），JISQ27001(ISO/IEC27001)など個人情     

報の適切な保護や，情報セキュリティに関する認証等を受けていること。 

    コ 本一般競争入札に関して，下記(2)に定める共同企業体の構成員を兼ねている者でな    

いこと。 

 (2)  共同企業体 

  ア 代表者は，鹿児島県内に本社，支社（店），営業所等を有すること。 

    イ 全ての構成員は，上記(1)ア～キに掲げる要件の全てを満たしていること。 

    ウ 上記(1)ケの要件をいずれかの構成員が満たしていること。 

    エ いずれの構成員も，本一般競争入札に関して他の共同企業体の構成員を兼ねている者       

でないこと。 

５ 入札参加資格の審査等 

(1) 資格審査 

本入札に参加しようとする者は，所定の入札参加資格審査申請書（様式第１号）に，

次のア及びイの書類を添付して提出し，入札参加資格審査（以下｢資格審査｣という。）

を受けなければならない。 

なお，共同企業体を結成する場合においては，委託業務共同企業体協定書（様式第

３号），実施体制（様式第４号）並びに委任状及び使用印鑑届（様式第５号）を併せ

て提出することとし，次のア及びイは，構成員全てについて提出すること。 

ア 法人等概要書（様式第２号） 

イ 次に掲げる納税証明書 

(ｱ)  消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明書 

(ｲ)  鹿児島県の県税（同県税が課税されていない者で県外に主たる事務所又は事

業所を有する者にあっては，主たる事務所又は事業所の所在地の都道府県税

について未納の税額がないことの証明書 



(2) 提出場所及び提出期限 

ア 提出場所 

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会事務局 総務企画課 

（鹿児島県国体・全国障害者スポーツ大会局 総務企画課） 

所在地：〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10 番１号（県庁行政庁舎10 階） 

イ 提出期限 

令和２年４月６日（月）正午 

ウ 提出方法 

郵送又は持参による。 

(3) 資格審査の結果 

資格審査の結果は，令和２年４月８日（水）までに書面及び電話により通知する。 

(4) 提出書類に関する説明 

資格審査を受けるために書類を提出した者（以下｢提出者｣という。）は，提出され 

た書類について説明を求められたときは，これに応じなければならない。 

(5) その他 

ア 提出書類の作成に要する経費は，提出者の負担とする。 

  イ 提出期限後における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 

  ウ 提出された申請書等は，返却しない。 

  エ 提出された申請書等について，追加資料を求めることがある。 

  オ 申請書等の提出後，入札を辞退する場合は，入札辞退届（様式第６号）を６の⑵のア   

の入札日時までに提出しなければならない。 

６ 入札の方法等 

(1) 入札書の記載 

落札決定に当たっては，入札書（様式第７号）に記載された金額に当該金額の100 

分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その 

端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので，入札に参加する 

者は，消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず，見 

積もった契約金額の110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

(2) 入札及び開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年４月10日（金）午後２時 

イ 場所 

鹿児島県庁行政庁舎10階 国体・全国障害者スポーツ大会局内 会議室 

(3) 入札書の提出方法 

入札書（様式第７号）を封筒に入れて（ノリ付け不要），かつ，封皮に「入札額・ 

法人等名｣を記入し，(2)のアの日時にイの場所に持参すること。 



(4) 入札参加資格審査結果通知書の提示 

入札をしようとする者は，５の(3)により通知された資格審査結果の通知書の写しを 

掲示すること。 

(5) 代理入札 

代理人により入札しようとするときは，(2)のアの日時までに委任状（様式第８号） 

を提出すること。 

なお，この入札に参加する者及びこの入札に参加する者を代理する者は，この入札 

に参加する他の者を代理することはできない。 

(6) 開札 

開札は，(2)の日時及び場所において，入札者又はその代理人を立ち会わせて行うも 

のとする。この場合において，入札者又は代理人が立ち会わない場合は，地方自治法 

施行令第167 条の８第１項の規定により当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせ 

てこれを行うものとする。 

(7) 再入札 

１回目の入札が不調となり，再度の入札に付することとなった場合は，再度の入札 

及び開札は同日中に行うものとする。 

７ 入札説明書等に関する質問書の提出期限，提出先及び提出方法 

(1) 提出期限 

令和２年４月６日（月）15:00 

(2) 提出先 

５の(2)のアに同じ。 

(3) 提出方法 

入札説明書等に関する質問がある場合には，質問書（様式第９号）により提出する 

こと。 

なお，当該書面はファクシミリでの提出を原則とし，併せて，ファクシミリ送付後

に電話連絡をすること。 

(4) 回答 

質問に対する回答は，書面により速やかに入札参加資格者全てに対して行うものと 

する。 

８ 入札保証金 

(1) 納付方法等 

令和２年４月10日（金）午後１時30分までに，見積もる契約金額の100分の５以上の 

金額を，燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会（以下「県実行委員会」 

という。）事務局に納付すること。 

入札保証金は，入札終了後還付する。ただし，落札者には契約締結後還付する。 

なお，次のア又はイのいずれかに該当するときは，入札保証金の納付が免除される。 



 また，次のイに掲げる書面提出により入札保証金の免除を受けようとする者は，令

和２年４月８日（水）までに事前審査を受けること。 

ア 入札に参加しようとする者が，入札保証金以上の金額につき，保険会社との間に 

県実行委員会を被保険者とする入札保証保険契約を締結し，当該入札保証保険契約 

に係る保険証券を提出したとき。 

イ 入札に参加しようとする者が，過去２箇年の間に国（独立行政法人を含む。）又 

は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項 

に係る契約を２回以上にわたって締結し，かつ，これらを全て誠実に履行したこと 

を証する書面を提出したとき（その者が落札した場合において，契約を締結しない 

こととなるおそれがないと認められるときに限る。）。 

 (2) 入札保証金に代わる担保 

ア 政府の保証のある債券 

イ 契約担当者が確実と認める金融機関（出資の受入れ，預り金及び金利等の取締り 

に関する法律（昭和29年法律第195号）第３条に規定する金融機関をいう。）が振 

出し又は支払保証をした小切手 

ウ 契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした小切手 

エ 郵政民営化法（平成17年法律第97号）第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する 

普通為替証書又は定額小為替証書（差出人が受取人を指定しないものに限る。） 

９ 契約保証金 

免除する。 

10 入札の無効 

次の(1)から(9)までのいずれかに該当する入札は，無効とする。 

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

(2) ２以上の入札書（代理人として提出する入札書を含む。）による入札 

(3) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札 

(4) 入札要件の判明できない入札書，入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札 

書又は入札者の押印のない入札書による入札 

(5) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書によ 

る入札 

(6) 民法（明治29年法律第89条）第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者 

が認めた場合の入札 

(1) 送付，電報又は電送の方法による入札 

(2) 入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過小の場合の入札

(9) その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札 



11 落札者の決定の方法 

開札後，有効な入札書を提出した者で，予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ 

て申込みをした者を落札者とする。 

この場合において，最低価格入札者が２人以上あるときは，くじにより落札者を決定 

する。 

12 最低制限価格 

設定しない。 

13 契約書案の提出 

落札者は，落札決定通知を受けた日から５日以内に，記名押印した契約書の案を提出 

しなければならない。 

14 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称並びに問合せ先 

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会事務局 総務企画課 

（鹿児島県国体・全国障害者スポーツ大会局 総務企画課） 担当：岩城 

電話：099-286-2865  ファクシミリ：099-286-5553 

メールアドレス：kokutai-soumu@pref.kagoshima.lg.jp


