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入  札 

 

入 札 公 告 

 

                    令和元年１０月１０日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 調達サービス 

   課税資料の受付業務等の一括外部委託 

 ⑵ 履行の内容等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   契約締結の日から令和２年１２月２８日まで 

 ⑷ 予定価格 

   落札決定後に公表 

 ⑸ 調査基準価格 

   落札決定後に公表 

 ⑹ 履行場所 

   広島市役所本庁舎会議室その他本市が指定する場所 

 ⑺ 入札方法 

  ア 入札金額は，単価及び予定総額（各単価にそれぞれの予定

数量を乗じて得た額の合計）を記載すること。 

  イ 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額（単価）

に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（単価）をもって落札価格とするので，入札者は，消費税及

び地方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（単価）の１１０分の１００

に相当する金額（単価）を入札書に記載すること。 

 ⑻ 入札区分 

   本件業務は，広島市電子入札システム（以下「電子入札シス

テム」という。）を利用して行う電子入札対象案件である。ただ

し，電子入札システムにより難い場合は，入札説明書に定める

方法により，所定の入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵

便）し，入札することができる。 

   なお，電子入札システムに関する手続については，広島市電

子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従う

ものとし，これらに反する入札は無効とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以下

「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「平成２９・３０・３１年」の「物

品の売買，借入れ，修繕及び製造の請負並びに役務（建設コン

サルティングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種

類「役務の提供」の「施設維持管理業務を除く役務」の登録種

目「３０－０６ 情報処理（コンピュータ関連）」に登録されて

いる者であること。 

   なお，当該広島市競争入札参加資格を有しない者で，本件入

札に参加を希望するものは，本市所定の申請書に必要事項を記

載の上，添付書類を添えて提出すること。詳細は，入札説明書

による。 

 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても，

営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資

格の取消しを受けていないこと。 

 ⑸ 次に掲げる事項を証明した者であること。 

  ア 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合

性評価制度の認証を受けている者，ＩＳＯ２７００１の認証

を受けている者又はプライバシーマークが付与されている者

であること。 

  イ 過去５年間に中央政府の機関又は地方政府（人口２０万以

上のものに限る。）の機関における課税資料（給与支払報告書，

確定申告書，市民税・県民税申告書等）のデータエントリー

業務の履行実績があること。 

３ 契約条項を示す場所等 

 ⑴ 契約条項を示す場所 

   広島市のホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)のト

ップページの「産業・雇用・ビジネス」→「入札・契約」→「電

子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「カ

テゴリー検索 入札・見積り情報」→「委託 一般競争入札［Ｗ

ＴＯ］」からダウンロードできる。ただし，これにより難い場

合（ダウンロードできない場合の書類を含む。）は，次により交

付する。 

  ア 交付期間 
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    入札公告の日から令和元年１１月２２日（金）までの日（広

島市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除

く。）の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 交付場所 

    〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

    広島市財政局税務部市民税課      

    電話 ０８２－５０４－２０８９（直通） 

 ⑵ 入札書，入札説明書，仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（前記⑴に記載のとおり。）からダウン

ロードできる。ただし，これにより難い場合は，前記⑴ア及び

イにより交付する。 

 ⑶ 契約条項，入札説明書，仕様書等に関する問合せ先 

   前記⑴イに同じ。 

 ⑷ 入札書の提出方法 

  ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出する

こと。ただし，電子入札システムにより難い場合は，紙によ

る入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便)することがで

きる。 

  イ 入札書の提出期間等 

   (ア) 電子入札システムによる場合の提出期間 

    ａ 初度入札 

      令和元年１１月２１日（木）の午前８時３０分から午

後５時まで及び同月２２日（金）の午前８時３０分から

午後３時まで 

    ｂ 再度入札を実施する場合 

      初度入札に係る開札の終了時から令和元年１１月２６

日（火）正午まで 

   (イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所 

    ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。 

    ｂ 提出場所 前記⑴イに同じ。 

   (ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期間及び

提出先 

    ａ 提出期間 入札公告の日から令和元年１１月２２日

（金）午後３時まで（必着） 

    ｂ 提出先  前記⑴イに同じ。 

 ⑸ 入札金額内訳書の提出方法 

   入札参加者は，入札書に記載する金額の算定根拠となった入

札金額内訳書を作成し，初度入札のみ入札書と同時に提出しな

ければならない。なお，入札金額内訳書の提出がない場合は，

落札者となることができない。 

 ⑹ 入札回数 

   入札回数は，２回限りとする。 

 ⑺ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 令和元年１１月２５日（月）午後４時（再度入札を

実施する場合は，電子入札システムによる再入札通知

書（初度入札において，持参又は郵送により入札書を

提出した者については，ファクシミリによる再入札通

知書）により，再度入札に係る開札の日時を通知する。） 

  イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

       広島市役所本庁舎１５階契約部入札室 

４ 落札者の決定 

 ⑴ 落札者の決定方法 

   本件公告に示した調達サービスを履行できると本市が判断し

た入札者であって，予定総額（各単価にそれぞれの予定数量を

乗じて得た額の合計）が規則第１５条及び第１６条の規定に基

づいて作成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者を落札者とする。 

   ただし，本件は，低入札価格調査の対象であるため，当該落

札者となるべき者の入札価格によっては，その者により本件契

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ると

き，又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱

すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるとき

は，その者を落札者とせず，予定価格の制限の範囲内の価格を

もって入札を行った他の者のうち，最低の価格をもって申込み

をした者を落札者とする。 

 ⑵ 調査基準価格の有無 

   有 

 ⑶ 報告書等の提出 

   落札者となるべき者で，調査基準価格を下回る価格で入札し

たものは，委託業務低入札価格報告書，従事者支払賃金計画書

及び従事者配置計画（以下「報告書等」という。）を作成し，入

札説明書に定める提出期間，場所及び方法により報告書等を提

出しなければならない。報告書等の全部又は一部の提出がない

場合は，その者のした入札を無効とする。 

   なお，落札者となるべき者の入札が，調査基準価格を下回る

価格の入札であるかどうかについては，原則として電子入札シ

ステムによる保留通知書（初度入札において，持参又は郵送に

より入札書を提出した者は，原則としてファクシミリによる保

留通知書）により通知する。 

５ その他 

 ⑴ 契約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に限る。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし，落札決定後に落札者が，契約の辞退をするな

ど契約を締結しないときは，規則第２条の規定により競争入札

参加資格の取消しを行う。また，契約予定総額に対する入札保

証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を請求する。 

 ⑶ 入札者に求められる義務 

   この一般競争入札に参加を希望する者は，前記２に掲げる事

項について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）

を令和元年１１月８日（金）までに前記３⑴イの場所に提出し

なければならない。また，開札日の前日までの間において，本

市から資格確認申請書等に関し説明を求められた場合，これに

応じなければならない。詳細は，入札説明書による。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札は，無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後，落札者の決定までの間に前記

２⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措

置を受け，又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなく

なった者がした入札 
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   イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

  エ 再度入札を実施する場合において，初度入札（無効となっ

た入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外国事

業者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

  カ 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

７年広島市規則第１３２号）第７条第５項の規定に基づき入

札書を受領した場合で，同項の規定に係る資格審査が開札日

時までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認

められなかったときにおける入札 

 ⑸ 契約保証金 

   要。ただし，規則第３１条第１号又は第３号に該当する場合

は，免除する。詳細は，入札説明書による。 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 入札の中止等 

   本件入札に関して，天災地変があった場合，電子入札システ

ムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合，事故の発

生等により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者

の談合や不穏な行動の情報があった場合など，入札を公正に執

行することができないと判断されるときは，入札の執行を延期

又は中止することがある。 

   また，開札後においても，発注者の入札手続の誤りなどによ

り入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止す

ることがある。 

 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も，前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが，

入札に参加するためには，開札の時において，広島市競争入札

参加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑼ その他 

   詳細は，入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature of the service to be procured: 

   Outsourcing of reception work, etc. of taxation 

   documents 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From the start of the contract through to December 28, 

   2020 

 ⑶ Fulfillment place: 

   A conference room in Hiroshima City Hall and other 

   locations designated by the City of Hiroshima 

 ⑷ Deadline for tender submission: 

   15:00, Friday, November 22, 2019 

 ⑸ Contact information for the notice: 

   Municipal Residents Tax Division,  

   Tax Department 

   Finance Bureau 

   The City of Hiroshima 

   Naka-ku, Hiroshima City 

   730-8586 Japan 

   TEL 082-504-2089 (direct) 

 

落 札 等 

 
落札者等の公告 

 

                    令和元年１０月１０日 

 

 次のとおり落札者等について公告します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

 ［掲載順序］ 

  ①契約担当部局の名称及び所在地 ②調達件名及び数量 ③調

達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日（随意契約の場合は契約日） 

   ⑥落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所 ⑦落札

価格（随意契約の場合は契約価格） ⑧入札公告日 ⑨随意契約

の場合はその理由 ⑩指名業者名（指名競争入札の場合） ⑪

落札方式 ⑫予定価格（予定価格を落札決定後に公表する場合） 

   ⑬調査基準価格（調査基準価格を落札決定後に公表する場合） 

 

◯ ①広島市経済観光局中央卸売市場食肉市場（広島市西区草津港一

丁目１１番１号） ②灯油 ＪＩＳ１号（単価契約） 予定数量

１２６，０００ℓ ③購入等 ④一般 ⑤１．９．６ ⑥朝日エ

ナジー㈲（愛媛県今治市古谷甲５４８番地１） ⑦６２．３７円

／ℓ ⑧３１．１．８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市下水道局管理部千田水資源再生センター（広島市中区南

千田西町１１番３号） ②千田水資源再生センター汚泥脱水機設

備その他運転保守管理業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤１．９．

１２ ⑥㈱水光エンジニア（広島市西区中広町二丁目２３番１５

号） ⑦４１３，６００，０００円 ⑧１．７．３１ ⑪最低価

格 ⑫４３０，２３０，０００円 ⑬２８７，９４７，２０３円 

 

○ ①広島市下水道局管理部江波水資源再生センター（広島市中区江

波西一丁目１５番５４号） ②江波水資源再生センター汚泥脱水

機設備その他運転保守管理業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤

１．９．１２ ⑥中国エンジニアリングサービス㈱（広島市南区

東雲二丁目１４番６号） ⑦３８５，０００，０００円 ⑧１．

７．３１ ⑪最低価格 ⑫４０７，３００，０００円 ⑬２７２，

０４３，８１７円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その３） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．８．１９ ⑥㈱フォーブル（広島市

安佐南区相田二丁目５番１８号） ⑦３２，２３９，２１２円 ⑧

１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫５８，０００，０８２円 ⑬４９，

４４８，４６３円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１
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号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その４） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．８．１９ ⑥㈱フォーブル（広島市

安佐南区相田二丁目５番１８号） ⑦３１，２４３，５６０円 ⑧

１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫５６，４５９，３３３円 ⑬４７，

９０８，８４９円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その５） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．８．１９ ⑥㈲エンゼルキャブ（広

島市南区東雲本町二丁目１５番９号） ⑦３０，３１７，０９７

円 ⑧１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫５６，４５９，３３３円 ⑬

４７，８１６，７０７円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その６） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．８．１９ ⑥㈲エンゼルキャブ（広

島市南区東雲本町二丁目１５番９号） ⑦２９，４３２，２６７

円 ⑧１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫５６，４５９，３３３円 ⑬

４７，９５７，７９９円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その７） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．８．１９ ⑥㈲エンゼルキャブ（広

島市南区東雲本町二丁目１５番９号） ⑦２５，７２８，４３２

円 ⑧１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫４７，９７７，３７６円 ⑬

４０，８７１，３０３円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その８） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．８．１９ ⑥広島第一交通㈱（広島

市西区草津港一丁目９番５４号） ⑦２９，８４０，８０８円 ⑧

１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫５６，４５９，３３３円 ⑬４７，

８９７，８１１円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その９） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．８．１９ ⑥広島第一交通㈱（広島

市西区草津港一丁目９番５４号） ⑦２６，６１８，１０６円 ⑧

１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫５６，４５９，３３３円 ⑬４７，

９７６，９９５円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その１０） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．８．１９ ⑥広島第一交通㈱（広島

市西区草津港一丁目９番５４号） ⑦２８，８４２，８７９円 ⑧

１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫５６，４５９，３３３円 ⑬４７，

９９９，５５１円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その１１） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．８．１９ ⑥広島第一交通㈱（広島

市西区草津港一丁目９番５４号） ⑦３０，８３８，７３７円 ⑧

１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫５８，０００，０８２円 ⑬４９，

２８４，７８７円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その１２） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．８．１９ ⑥シーエムシー㈱（広島

市東区牛田中二丁目７番３６号） ⑦３１，８８５，１２１円 ⑧

１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫４７，９７７，３７６円 ⑬４０，

８０１，１６０円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その１３） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．９．２ ⑥シーエムシー㈱（広島市

東区牛田中二丁目７番３６号） ⑦３４，８２７，９０５円 ⑧

１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫４７，９７７，３７６円 ⑬４０，

７４２，８４３円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その１４） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．９．２ ⑥シーエムシー㈱（広島市

東区牛田中二丁目７番３６号） ⑦３３，６９６，２８１円 ⑧

１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫４７，９７７，３７６円 ⑬４０，

８４１，１２５円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その１５） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．９．２ ⑥㈱フォーブル（広島市安

佐南区相田二丁目５番１８号） ⑦３２，７６０，８５２円 ⑧

１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫５８，０００，０８２円 ⑬４９，

４１４，４４６円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その１６） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．９．２ ⑥㈱フォーブル（広島市安

佐南区相田二丁目５番１８号） ⑦３２，７６０，８５２円 ⑧

１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫５７，０７４，８６８円 ⑬４８，

４６４，１５３円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その１７） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．９．２ ⑥㈱フォーブル（広島市安

佐南区相田二丁目５番１８号） ⑦３３，２３４，８６４円 ⑧

１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫５６，４５９，３３３円 ⑬４８，

０２１，１４６円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その１８） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．９．２ ⑥㈲エンゼルキャブ（広島

市南区東雲本町二丁目１５番９号） ⑦３２，１６０，５３８円 

   ⑧１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫５７，０７４，８６８円 ⑬

  



令和元年１０月１０日                広   島   市   報             調達号外第５８１号 －５－   

 ４８，３２５，４０４円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その１９） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．９．２９ ⑥西日本自動車㈱（広島

県安芸郡熊野町新宮八丁目４番１６号） ⑦４６，３０３，９２

５円 ⑧１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫５８，０００，０８２円 

   ⑬４９，３１６，８３２円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その２０） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．９．２ ⑥㈲エンゼルキャブ（広島

市南区東雲本町二丁目１５番９号） ⑦３６，９２３，３８８円 

   ⑧１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫５６，４５９，３３３円 ⑬

４７，７５４，７９９円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その２１） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．９．２ ⑥西日本自動車㈱（広島県

安芸郡熊野町新宮八丁目４番１６号） ⑦４６，３０３，９２５

円 ⑧１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫５７，０７４，８６８円 ⑬

４８，４０３，９９６円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その２２） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．９．２ ⑥西日本自動車㈱（広島県

安芸郡熊野町新宮八丁目４番１６号） ⑦４６，３０３，９２５

円 ⑧令和元年６月２１日 ⑪最低価格 ⑫５９，５４０，８３

２円 ⑬５０，６４４，１２１円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その２３） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．９．２ ⑥広交観光㈱（広島市安佐

北区落合二丁目４８番１号） ⑦３２，３１２，９５６円 ⑧１．

６．２１ ⑪最低価格 ⑫５６，４５９，３３３円 ⑬４７，８

４０，７０２円 

 

○ ①広島市教育委員会学事課（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１

号） ②広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務（その２４） 

   ③購入等 ④一般 ⑤１．９．２ ⑥㈱ユーエムエス（広島市

安佐北区小河原町１８５番２号） ⑦９，６１５，５６４円 ⑧

１．６．２１ ⑪最低価格 ⑫１３，３２７，９０２円 ⑬１１，

３１０，２５１円 

 

  


