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北九州市公告第７１１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  平成３０年１０月２３日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域に含まれる地域の名称 開発行為者 

北九州市若松区大字蜑住１３０４番 北九州市若松区大字蜑住１２９９

番地 

住田清晃 

北九州市小倉南区中曽根四丁目１２

９０番１、１２９０番６から１２９

０番２７まで、１２９０番２９、１

２９０番３０、１２９５番１、１２

９５番１１から１２９５番１４まで

、１２９７番４、１２９７番５及び

１２９９番３のうち並びに無番のう

ち 

北九州市小倉南区下貫一丁目４番

９号 

有限会社立花興産 

代表取締役 立花和寛 
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北九州市公告第７１３号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

平成３０年１０月２３日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 委託内容 

（１） 業務名 家庭ごみ等収集業務１ 一式 

（２） 履行の内容等 仕様書等で定めるとおり 

（３） 履行期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

（４） 履行場所 市長が指示する場所 

（５） 最低制限価格 設定する。 

（６） 入札方法 落札者の決定は、総合評価競争方式をもって行うので、

提案に係る性能、機能、技術等に関する書類及び入札書を提出すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の１００分の８

に相当する金額を加算した金額（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。）をもって落札金額とするので

、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、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格者名簿」という。）に記載されていること。 

（２） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４） 有資格者名簿に記載されている本店所在地又は受任地（支店又は営

業所）が北九州市内にあること。 

（５） 共同企業体での入札参加者は、自主結成により共同企業体を結成す

ること。また、全ての構成員が前各号の要件を全て満たすこと。 

なお、共同企業体の構成員は、本件入札に参加する他の協同組合の組合 

員、単独での入札参加者又は他の共同企業体の構成員でないこと。 
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（６） 協同組合として入札参加する場合は、その組合員が、本件入札に参 

加する他の共同企業体の構成員又は単独での入札参加者でないこと。 

３ 総合評価に関する事項 

（１） 総合評価の方式 

ア 総合評価は、加算方式とする。 

イ 評価値は、入札書が無効でない者について、次の算式により算定する 

 。 

   評価値＝技術評価値＋価格評価値 

ウ 技術評価値は、次の（ア）から（エ）までの評価項目ごとの評価によ 

って加算する。 

（ア） 企業の評価 

（イ） 環境活動への取組 

（ウ） 作業体制 

（エ） 作業提案 

  エ 価格評価値は、各入札者の入札金額に応じて得点を与える。ただし、

最低制限価格を下回る金額をもって入札した者は、マイナス１００点を

与える。 

 オ 技術評価値及び価格評価値の配点は、次のとおりとする。 

   （ア） 技術評価値 ２００点 

（イ） 価格評価値 １００点 

（２） その他総合評価に関する詳細については、次項第３号の仕様書等に 

よる。 

４ 仕様書等の交付場所、日時等 

（１） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市環境局循環社会推進部業務課 

（２） 期間 この公告の日（以下「公告日」という。）から平成３０年１ 

１月２６日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く

。）の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（３） 仕様書等の交付方法 第１号の場所において無償で交付する。 

５ 入札参加申出書の提出 

  この公告に係る一般競争入札に参加しようとするものは、仕様書等の交付

を受けた上で所定の期日までに入札参加申出書を北九州市環境局循環社会推

進部業務課へ提出しなければこの入札に参加できない。 

（１） 提出書類 
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入札参加申出書 

（２） 提出の期限、場所及び方法 

  ア 提出期限 公告日から平成３０年１１月２６日まで（日曜日等を除く

。）の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

イ 提出場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市環境局循環社会推進部業務課 

ウ 提出方法 持参するものとする。 

（３） その他  

申請書等の書類作成に係る費用は、申請者の負担とする。 

６ 入札説明会の日時 

（１） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

        北九州市役所本庁舎９階９１会議室 

（２） 日時 平成３０年１１月５日午後２時 

７ 入札の場所及び日時 

（１） 提出書類 

 ア 入札書 

  イ 入札金額積算内訳書 

  ウ 技術資料 入札説明書のとおり 

（２） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

        北九州市役所本庁舎地下２階第５入札室 

（３） 日時 平成３０年１１月３０日午前１０時 

８ 落札者の決定方法 

（１） 入札及び開札にて入札者に総合評価のための書類をもって申込みを

させ総合評価を行う。 

（２） 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者で、入札金額と

技術資料等の内容によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする

。 

なお、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、該当者によるくじ引

きで落札者を決定する。 

９ その他  

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

ア 言語 日本語 

イ 通貨 日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条
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第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

イ 契約保証金 契約価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 保証人 

  ア 人数 １名 

  イ 要件 次に掲げる要件を備えた者でなければならない。 

（ア） 契約の相手方が何らかの理由で契約を履行できなくなった場合

、契約の相手方に代わって契約を履行できる者 

（イ） 契約の相手方が市又は第三者に損害を与えた場合、契約の相手

方に代わってその損害を補償できる者 

（ウ） 契約規則第２条の規定に該当しない者で契約規則第３条に規定

する資格を有するものであること。 

（４） 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

イ 申出書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ 仕様書記載の入札者に要求される義務を履行しなかった者がした入札 

  エ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

  オ 落札者の決定までに入札参加資格を失った者がした入札 

カ その他、入札の条件に違反した入札 

（５） その他 

   本件業務委託に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

（６） 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 

北九州市環境局循環社会推進部業務課 

〒８０３－８５０１ 

北九州市小倉北区城内１番１号 

電話 ０９３－５８２－２１８０ 
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北九州市公告第７１４号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

平成３０年１０月２３日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 委託内容 

（１） 業務名 家庭ごみ等収集業務２ 一式 

（２） 履行の内容等 仕様書等で定めるとおり 

（３） 履行期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

（４） 履行場所 市長が指示する場所 

（５） 最低制限価格 設定する。 

（６） 入札方法 落札者の決定は、総合評価競争方式をもって行うので、

提案に係る性能、機能、技術等に関する書類及び入札書を提出すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の１００分の８

に相当する金額を加算した金額（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。）をもって落札金額とするので

、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、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格者名簿」という。）に記載されていること。 

（２） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４） 有資格者名簿に記載されている本店所在地又は受任地（支店又は営

業所）が北九州市内にあること。 

（５） 共同企業体での入札参加者は、自主結成により共同企業体を結成す

ること。また、全ての構成員が前各号の要件を全て満たすこと。 

なお、共同企業体の構成員は、本件入札に参加する他の協同組合の組合 

員、単独での入札参加者又は他の共同企業体の構成員でないこと。 
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（６） 協同組合として入札参加する場合は、その組合員が、本件入札に参 

加する他の共同企業体の構成員又は単独での入札参加者でないこと。 

３ 総合評価に関する事項 

（１） 総合評価の方式 

ア 総合評価は、加算方式とする。 

イ 評価値は、入札書が無効でない者について、次の算式により算定する 

 。 

   評価値＝技術評価値＋価格評価値 

ウ 技術評価値は、次の（ア）から（エ）までの評価項目ごとの評価によ 

って加算する。 

（ア） 企業の評価 

（イ） 環境活動への取組 

（ウ） 作業体制 

（エ） 作業提案 

  エ 価格評価値は、各入札者の入札金額に応じて得点を与える。ただし、

最低制限価格を下回る金額をもって入札した者は、マイナス１００点を

与える。 

 オ 技術評価値及び価格評価値の配点は、次のとおりとする。 

   （ア） 技術評価値 ２００点 

（イ） 価格評価値 １００点 

（２） その他総合評価に関する詳細については、次項第３号の仕様書等に 

よる。 

４ 仕様書等の交付場所、日時等 

（１） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市環境局循環社会推進部業務課 

（２） 期間 この公告の日（以下「公告日」という。）から平成３０年１ 

１月２６日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く

。）の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（３） 仕様書等の交付方法 第１号の場所において無償で交付する。 

５ 入札参加申出書の提出 

  この公告に係る一般競争入札に参加しようとするものは、仕様書等の交付

を受けた上で所定の期日までに入札参加申出書を北九州市環境局循環社会推

進部業務課へ提出しなければこの入札に参加できない。 

（１） 提出書類 
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入札参加申出書 

（２） 提出の期限、場所及び方法 

  ア 提出期限 公告日から平成３０年１１月２６日まで（日曜日等を除く

。）の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

イ 提出場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市環境局循環社会推進部業務課 

ウ 提出方法 持参するものとする。 

（３） その他  

申請書等の書類作成に係る費用は、申請者の負担とする。 

６ 入札説明会の日時 

（１） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

        北九州市役所本庁舎９階９１会議室 

（２） 日時 平成３０年１１月５日午後２時 

７ 入札の場所及び日時 

（１） 提出書類 

 ア 入札書 

  イ 入札金額積算内訳書 

  ウ 技術資料 入札説明書のとおり 

（２） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

        北九州市役所本庁舎地下２階第５入札室 

（３） 日時 平成３０年１１月３０日午前１０時 

８ 落札者の決定方法 

（１） 入札及び開札にて入札者に総合評価のための書類をもって申込みを

させ総合評価を行う。 

（２） 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者で、入札金額と

技術資料等の内容によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする

。 

なお、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、該当者によるくじ引

きで落札者を決定する。 

９ その他  

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

ア 言語 日本語 

イ 通貨 日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条
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第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

イ 契約保証金 契約価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 保証人 

  ア 人数 １名 

  イ 要件 次に掲げる要件を備えた者でなければならない。 

（ア） 契約の相手方が何らかの理由で契約を履行できなくなった場合

、契約の相手方に代わって契約を履行できる者 

（イ） 契約の相手方が市又は第三者に損害を与えた場合、契約の相手

方に代わってその損害を補償できる者 

（ウ） 契約規則第２条の規定に該当しない者で契約規則第３条に規定

する資格を有するものであること。 

（４） 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

イ 申出書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ 仕様書記載の入札者に要求される義務を履行しなかった者がした入札 

  エ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

  オ 落札者の決定までに入札参加資格を失った者がした入札 

カ その他、入札の条件に違反した入札 

（５） その他 

   本件業務委託に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

（６） 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 

北九州市環境局循環社会推進部業務課 

〒８０３－８５０１ 

北九州市小倉北区城内１番１号 

電話 ０９３－５８２－２１８０ 
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北九州市公告第７１５号 

 一般競争入札により、委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

平成３０年１０月２３日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 委託内容 

（１） 業務名 家庭ごみ等収集業務３ 一式 

（２） 履行の内容等 仕様書等で定めるとおり 

（３） 履行期間 平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

（４） 履行場所 市長が指示する場所 

（５） 最低制限価格 設定する。 

（６） 入札方法 落札者の決定は、総合評価競争方式をもって行うので、

提案に係る性能、機能、技術等に関する書類及び入札書を提出すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の１００分の８

に相当する金額を加算した金額（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。）をもって落札金額とするので

、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、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格者名簿」という。）に記載されていること。 

（２） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４） 有資格者名簿に記載されている本店所在地又は受任地（支店又は営

業所）が北九州市内にあること。 

（５） 共同企業体での入札参加者は、自主結成により共同企業体を結成す

ること。また、全ての構成員が前各号の要件を全て満たすこと。 

なお、共同企業体の構成員は、本件入札に参加する他の協同組合の組合 

員、単独での入札参加者又は他の共同企業体の構成員でないこと。 
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（６） 協同組合として入札参加する場合は、その組合員が、本件入札に参 

加する他の共同企業体の構成員又は単独での入札参加者でないこと。 

３ 総合評価に関する事項 

（１） 総合評価の方式 

ア 総合評価は、加算方式とする。 

イ 評価値は、入札書が無効でない者について、次の算式により算定する 

 。 

   評価値＝技術評価値＋価格評価値 

ウ 技術評価値は、次の（ア）から（エ）までの評価項目ごとの評価によ 

って加算する。 

（ア） 企業の評価 

（イ） 環境活動への取組 

（ウ） 作業体制 

（エ） 作業提案 

  エ 価格評価値は、各入札者の入札金額に応じて得点を与える。ただし、

最低制限価格を下回る金額をもって入札した者は、マイナス１００点を

与える。 

 オ 技術評価値及び価格評価値の配点は、次のとおりとする。 

   （ア） 技術評価値 ２００点 

（イ） 価格評価値 １００点 

（２） その他総合評価に関する詳細については、次項第３号の仕様書等に 

よる。 

４ 仕様書等の交付場所、日時等 

（１） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市環境局循環社会推進部業務課 

（２） 期間 この公告の日（以下「公告日」という。）から平成３０年１ 

１月２６日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。）を除く

。）の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（３） 仕様書等の交付方法 第１号の場所において無償で交付する。 

５ 入札参加申出書の提出 

  この公告に係る一般競争入札に参加しようとするものは、仕様書等の交付

を受けた上で所定の期日までに入札参加申出書を北九州市環境局循環社会推

進部業務課へ提出しなければこの入札に参加できない。 

（１） 提出書類 
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入札参加申出書 

（２） 提出の期限、場所及び方法 

  ア 提出期限 公告日から平成３０年１１月２６日まで（日曜日等を除く

。）の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

イ 提出場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市環境局循環社会推進部業務課 

ウ 提出方法 持参するものとする。 

（３） その他  

申請書等の書類作成に係る費用は、申請者の負担とする。 

６ 入札説明会の日時 

（１） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

        北九州市役所本庁舎９階９１会議室 

（２） 日時 平成３０年１１月５日午後２時 

７ 入札の場所及び日時 

（１） 提出書類 

 ア 入札書 

  イ 入札金額積算内訳書 

  ウ 技術資料 入札説明書のとおり 

（２） 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

        北九州市役所本庁舎地下２階第５入札室 

（３） 日時 平成３０年１１月３０日午前１０時 

８ 落札者の決定方法 

（１） 入札及び開札にて入札者に総合評価のための書類をもって申込みを

させ総合評価を行う。 

（２） 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者で、入札金額と

技術資料等の内容によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする

。 

なお、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、該当者によるくじ引

きで落札者を決定する。 

９ その他  

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

ア 言語 日本語 

イ 通貨 日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条
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第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

イ 契約保証金 契約価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 保証人 

  ア 人数 １名 

  イ 要件 次に掲げる要件を備えた者でなければならない。 

（ア） 契約の相手方が何らかの理由で契約を履行できなくなった場合

、契約の相手方に代わって契約を履行できる者 

（イ） 契約の相手方が市又は第三者に損害を与えた場合、契約の相手

方に代わってその損害を補償できる者 

（ウ） 契約規則第２条の規定に該当しない者で契約規則第３条に規定

する資格を有するものであること。 

（４） 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

イ 申出書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ 仕様書記載の入札者に要求される義務を履行しなかった者がした入札 

  エ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

  オ 落札者の決定までに入札参加資格を失った者がした入札 

カ その他、入札の条件に違反した入札 

（５） その他 

   本件業務委託に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。 

（６） 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 

北九州市環境局循環社会推進部業務課 

〒８０３－８５０１ 

北九州市小倉北区城内１番１号 

電話 ０９３－５８２－２１８０ 
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