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令和 2年 4月 13 日 

 

（一社）高知県移住促進・人材確保センター 



第１ 競争入札に付する事項 

１ 契約件名 

令和２年度「高知家で暮らす。」及び「高知求人ネット」ホームページ運用保守委

託業務 

２ 契約内容等 

別紙契約書（案）並びに令和２年度 「高知家で暮らす。」ホームページ運用保守   

等委託業務仕様書（案）及び令和２年度 「高知求人ネット」ホームページ運用保

守等委託業務仕様書（案）のとおり 

３ 契約期間 

契約締結日から令和 2年 3 月 31 日まで 

４ 入札方法 

（１）入札金額は、仕様書に示す業務遂行に必要な費用を入札書に記載すること。 

（２）落札決定にあたっては、入札書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。 

（３）入札書は、定型封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に“ 令和２年度「高知家

で暮らす。」及び「高知求人ネット」ホームページ運用保守委託業務 ”と記載する

とともに、「見積書在中」「親展」の文言を記載し、以下あてに郵送すること。 

郵送先  

｢〒780－0870 高知市本町 4丁目 1-32 こうち勤労センター5階 

（一社）高知県移住促進・人材確保センター 総務企画グループ行｣ 

提出期限 

令和 2年 4月 23 日（木）午後５時必着 

（４）郵送する際は、以下アからウによることとし、「一般書留」、「簡易書留」のいずれ

かの方法により行うこと。 

ア 郵便局から交付される｢差出控え｣は、入札が終了するまで大切に保管すること。 

イ 入札書は、指定した入札書到着期限（入札（開札）日の前日）までに、上記（３）

へ必着とすること。入札書到着期限を過ぎて到着したものは、無効となること。

郵便事情により、通常の配達期間では届かない場合等も考えられるので、余裕

をもって郵送すること。 

ウ 入札書は一件につき一枚とすること。入札書を封筒に 2枚入れた場合や、入札

書の封筒と、入札書の件名が異なる場合などは無効となること。 



 

第２ 入札参加者に必要な資格 

１ 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。 

２ 本件業務に関し、高知県の「平成 30～令和 2 年競争入札参加資格者登録名簿（物品

購入等関係）」に登録されている者であること。 

３ 本件入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領（平

成７年 12 月高知県告示 638 号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者である

こと。 

４  高知県から「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規定」に基づく 

入札参加資格停止措置を、競争入札参加資格確認申請期限日から入札の日までの期 

間内にうけていないこと。 

５  次に掲げる要件のいずれにも該当しない者であること。 

 （１）破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定に基づく破産手続開始の申立てを行った 

者 

（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく更生手続開始の申立てを

行った者 

（３）特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成 11 年法律第 158 

号）の規定に基づく特定調停手続開始の申立てを行った者 

（４）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続開始の申立てを

行った者 

（５）高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規定第２条第２項第５号 

に規定する排除措置対象者 

６ 国又は地方公共団体において、平成 25 年度以降に当該業務に類する業務の受注及び 

業務遂行の実績を有すること。 

 

第３ 入札及び開札 

１ 競争入札参加者は、入札方法、条件、別添契約書（案）及び仕様書（案）等を熟知

のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義があ

る場合は説明を求めることができる。ただし、入札後、仕様書等についての不知又は

不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

２ 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

〒780－0870 高知市本町 4丁目 1-32 

（一社）高知県移住促進・人材確保センター  電話番号 088－855－6648 



 

３ 入札書の記載内容等 

（１）入札書には、次に掲げる事項を記載すること。 

ア 入札書提出年月日 

イ 入札参加者本人の住所、氏名（法人の場合は、その商号又は名称及び代表者の

氏名）及び会社印・代表者印の押印（外国人の署名含む。以下同じ） 

ウ 入札金額 

エ 契約件名又は対象 

（２） 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押

印をしなければならない。ただし、入札金額の訂正はできない。 

（３） 入札参加者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることが

できない。 

４ 入札書の提出方法 

郵送によること。令和 2年 4月 23日（木）午後５時必着。 

 

５ 入札及び開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和2年4月24日（金） 午前9時 

イ 場所 

高知市本町 4丁目 1－32 こうち勤労センター5階会議室  

６ 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 

第４ 入札保証金 

高知県契約規則（昭和 39 年規則第 12 号）第９条及び第 10 条の規定による。 

 

第５ 入札の無効 

この入札公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる

義務を履行しなかった者がした入札、その他高知県契約規則第 21 条各号に該当する

入札は、無効とする。 

 

第６ 開札の方法 

開札は、第３の５の日時及び場所において行う。 

 



 

第７ 落札者の決定 

１ 高知県契約規則第 15 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の

価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

２ 同価格の者が二人以上あるときは、仕様書を修正のうえ、当該入札者により再度入

札を行う。 

３ 入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札を行う。 

 

第８ 契約保証金 

高知県契約規則第 39 条及び第 40 条の規定による。 

 

第９ 契約書の作成 

要する。 

 

第 10 契約条項 

別添契約書（案）のとおり。 

 

第 11 日程 

１ 入札公告 

 令和 2年 4月 13 日（月） 

２ 入札及び開札 

令和 2年 4月 24 日（金） 午前 9時 

３ 契約期間 

契約締結日～令和 2年 3月 31 日 

 

第 12 入札に求められる事項 

   この一般競争入札への参加希望者は、この入札広告に示した業務について、国又は

地方公共団体において、平成25年度以降に当該業務に類する業務の受注及び業務遂行

の実績を第13の規定により提出しなければならない。参加希望者は、開札日までの間

において当センターから当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなけれ

ばならない。 

 

第 13 入札に関して提出する書類 

 １ この入札広告に示した業務を行うことができることを証明するものとして、次の書



類を入札前の令和 2年 4月 22 日（水）午後 5時までに第 3の 2の場所に郵送、email、

FAX 等により提出し、審査を受けること。 

 （１）国又は地方公共団体において、平成 25 年度以降に当該業務に類する業務の受注及

び業務遂行の実績を証明する資料（任意様式） 

 （２）実施体制図（任意様式） 

   上記提出書類のほか、補足資料の提出を求める場合がある。 

 ２ 入札参加者が虚偽又は不誠実な提案を行い、自己に有利になるような資料を作成し

たと判断される場合は、その入札書は無効となることがある。 

 

第 14 その他 

１ 入札参加者及び契約の相手方が本件調達に関して要した費用はすべて当該入札参加

者及び当該契約の相手方が負担する。 

２ 落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団排除に関する規程」

に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約の日までの期間内に受けたと

き又は同規程第２条第２項第５号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該

落札者と契約を締結しないものとする。 

 


