入 札 公 告

一般競争入札を行うので、次のとおり公告する。

令和３年１２月１３日（月曜日）

福岡県道路公社 理事長

村田 泰英

１ 業務名
福岡前原道路 料金徴収業務委託

２ 業務場所
(1) 福岡西料金所 福岡市西区拾六町
(2) 前原料金所

糸島市多久

３ 業務の発注方式
本業務委託は、入札時に提出資料を受け付け、価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落
札者を決定する総合評価方式による一般競争入札である。

４ 業務内容
入札説明書に添付する委託仕様書、福岡前原道路（福岡西料金所・前原料金所）料金徴収業務
委託契約書、料金徴収業務受注者実施要領及び特記仕様書（福岡前原道路 福岡西料金所及び前
原料金所）のとおり。

５ 委託期間
令和４年４月１日から令和７年３月３１日までとする。
（３年間）

６ 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町 13 番 50 号 （福岡県吉塚合同庁舎 4 階）
福岡県道路公社 総務部

業務推進課（電話番号 092-641-0103）

７ 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 5 の 2 の規定に基づき定
める入札参加資格をいう。以下同じ。)
本業務の入札に参加する者は、令和３年１２月２７日現在、次の条件をすべて満たすこと。
(1) 次の各号のいずれにも該当しないと認められる者
ア 契約の履行に当たり不正の行為又は福岡県道路公社（以下「公社」という。
）の信用を失

墜せしめた者
イ 公正な競争入札の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るた
めに連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 監督又は検査の実施に当たり公社職員の職務の執行を妨げた者
オ 公社に提出した書類に虚偽の記載をした者
カ その他公社に著しい損害を与えた者
キ アからカまでのいずれかに該当する事案があった後２年を経過しない者
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続き開始の申し立てがなされている者
又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされている
者でないこと。
(3) 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（平成 3 年法律第 77 号）第２条
第２号に規定する暴力団をいう。
）又は構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。
）若しくは
暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある者でないこと。
(4) 同種業務（道路整備特別措置法(昭和 31 年法律第 7 号)に規定する道路管理者が管理する道
路及び道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)に基づく一般自動車道における料金徴収業務をい
う。
）の経験が過去５年間に２年以上あること。
（※１）過去５年間とは、入札公告日を含む年度を加えた５ヶ年度とし、入札公告日現在継続中の業
務については 9 ヶ月（令和 3 年 4 月 1 日から同年 12 月 31 日まで）を 1 年に換算して過去５
年間の経験に含めることができるものとする。
（本年度経験期間×4/3）
（以下同じ）
（※２）同一期間に複数の料金徴収業務を受託している場合は、その期間を合算できない。
（※３）過去５年間に料金徴収業務が２年以上あることの実績を確認するため、道路管理者からの
業務実績証明等を提出すること。
）

(5) 福岡県内に本店、支店、営業所又は事業所を有する法人であること。
(6) 料金徴収業務にかかる料金所長及び業務主任兼事務員の配置に関し、次に掲げる条件をそれ
ぞれに満たしている者を、業務開始時に確実に配置できることが確認できること。
ア 有料道路における現金及びＥＴＣによる料金徴収業務の管理監督者（料金所長又はこれに
相当する職務）の経験を過去５年間に１年以上有する者を料金所長として２名配置できるこ
と。
（※実績確認は、道路管理者からの業務実績証明等をもって行う。
）
イ 有料道路における現金及びＥＴＣによる料金徴収業務の管理監督者に準ずる者（業務主任
兼事務員又はこれに相当する職務）の経験を過去５年間に１年以上有する者を業務主任兼事
務員として２名配置できること。
（※管理監督者に準ずる者とは料金所長不在時の代理者と
し、実績確認は、道路管理者からの業務実績証明等をもって行う。
）
(7) 直近１事業年度の県税、消費税及び地方消費税に未納がないこと。
(8) 本業務を適切に行うことができる実施体制、経営状況であると認められる者。

８ 総合評価方法に関する事項

(1) 評価項目と配点
評価項目と配点は、入札説明書に示すとおりとする。
(2) 総合評価の方法
評価は、７の入札参加資格を満たす入札参加者全てに標準点（１００点）を付与し、さらに
上記(1)により評価した評価項目について、０点から３０点の範囲内で加算点を加えたものを
評価点とし、これを入札価格で除して得られた評価値により行う。
・評価点 ＝ 標準点（１００点）＋加算点（０点から３０点）
・評価値 ＝ 評価点／入札価格
なお、落札者の決定方法は、17「落札者の決定方法等」による。
(3) 総合評価に係る資料作成
入札説明書に基づき作成するものとする。

９ 入札説明書等（添付書類を含む。
）の交付
入札説明書等は、公告日から令和３年１２月２７日（月曜日）まで、公社ホームページに掲載
するので、これからダウンロードすること。

10 入札参加申込みの受付
次の(2)に記載する期間中に入札説明書 12「入札参加申込みの受付」(4)の提出書類を提出しな
い者及び競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
(1) 申込場所
公社（６に記載）
(2) 申込受付期間
令和３年１２月１４日（火曜日）から令和３年１２月２７日（月曜日）までの公社の休日を
除く毎日、午前９時から午後４時３０分まで。
(3) 申込方法
入札説明書に示す書類を持参又は郵送（書留郵便等、配達の記録が残るものに限る。
）によ
り提出すること。

11 入札参加資格確認通知
入札参加資格の有無は、令和４年１月２１日（金曜日）までに、入札参加確認通知書により通
知する。

12 入札参加資格がないと決定された者に対する理由の説明
(1) 入札参加資格がないと決定された者は、その理由について、書面（様式は自由）により説明
を求めることができる。
(2) 上記(1)の説明を求める場合は、令和４年１月２８日（金曜日）までの公社の休日を除く
毎日、午前９時から午後４時３０分までの間に公社（６に記載）に提出するものとし、郵送

又は電送によるものは受け付けない。
(3) 上記（2）の書面の提出があったときは、令和４年２月８日（火曜日）までに、説明を求め
た者に対し、書面により回答する。

13 入札の日時及び場所等
(1) 入札の日時
令和４年２月１５日（火曜日） 午前１０時３０分
(2) 入札場所
公社（６に記載）
(3) 入札方法
ア 入札書及び費用内訳書を入札場所に持参すること。
費用内訳書は、入札書に記載される入札金額に対応したものとする。
イ 入札回数は再度入札を含めて２回限りとする。
ウ その他、入札説明書及び入札心得書の規定による。

14 開札の日時及び場所
開札は、入札終了後、直ちに公社（６に記載）において行う。

15 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金

要

(2) 契約保証金

要

16 入札の無効
(1) 次のいずれかに該当する場合の入札は、無効とする。
ア 入札について不正な行為があった場合
イ 入札書に記載した金額その他必要な事項を確認しがたい場合又は記名押印のない場合
ウ 入札書を２通以上提出した場合
エ 他の代理人を兼ね又は２人以上を代理人にした場合
オ 代理人が持参する場合において、代理人が署名又は記名押印のある委任状を持参しない場
合
(2) 入札参加資格のない者のした入札、提出書類等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札
心得書において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。
(3) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、開札時点において、７に掲げる入札参
加資格に満たない者（落札決定までの間に、指名停止措置を受けたものを含む。
）のした入札
は、無効とする。

17 落札者の決定方法等
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格である入札者のうち、
８(2)によって得られた評価値の最も高い者を落札者とする。
(2) 評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
(3) 落札者が決定した場合は、書面により通知する。また、入札結果を落札者決定日の翌日から
公社（６に記載）において閲覧に供する方法により公表する。
※落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うものとし、契
約を締結しない。
（福岡県道路公社工事施行事務取扱要領（入札心得書第 21 条）

18 最低制限価格
有

19 契約日
本委託業務の契約締結日は、令和４年４月１日とする。
ただし、落札者は、開札日以降契約締結日までに、委託業務を円滑に実施するために必要な
人員の確保等準備作業を進めることとする。

20 その他
(1) 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) その他、本入札に係る詳細は、入札説明書による。

