
　　　次のとおり一般競争入札を行います。入札心得等関係事項を承知の上参加して下さい。

１  競争入札に付する事項
  (1) 件　　名：鉄屑（級外）ほか7件の売払
  (2) 数 　 量：別紙のとおり
  (3) 規　　格：別紙のとおり
  (4) 引渡場所：陸上自衛隊小平学校
  (5) 引渡期限：

２  競争に参加する者に必要な資格に関する事項
　　　次の各項目のすべての条件を満たす者
  (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、
　　契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
　(2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
　(3) 平成31・32・33年度又は令和1・2・3年度の競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の買受け」Ｃ等級以上の資格を
　　有する者。
  (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続し
　　ている有資格業者については、競争参加を認めない。
  (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除す
　　るよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
  (6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。 
  (7) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
  (10) 別紙「入札参加申込書」の提出を令和４年２月２４日までに実施した者。

３  契約条項等を示す場所
  　入札資料等は、下記に示す期間、小平学校総務部会計課　契約班窓口において配布する。
　　　令和４年２月２日(水)～２月２４日（木)（土曜日曜祝日を除く0900～1600）

４  入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時
　(1) 現場説明会
　　　　ア　集合場所　　　：　　会計課 事務室前（集合後、現地案内）
　　　　イ　日　　時　　　：　　令和４年　２月８日（火）又は２２日（火）　各１３時１０分から
　※上記日時に参加できないは、下の期間に調整の上（調整先：第12項(8)の管理課　担当者）、実施すること。
　　　期　間：令和４年２月９日(水)～２４日(金)（土曜日曜祝日を除く0900～1600）（担当者の業務の都合上
　　　　　　必ずしも希望の日時に対応できない可能性があることをご理解願います）
  ※現場説明会に参加出来ない方は、ご本人の責任において現場説明会時の質問・回答事項を確認の上、入札を実施
　　して頂くようお願いします。未確認の方が入札を行う場合、じ後、当該事項に起因する苦情を行わないことを同意
　　の上、お願いします。(現物未確認による紛争防止のため）
　(2) 入　　　札　　　　　　　　　
　　　　ア　場　　所　　　：　　陸上自衛隊小平学校会計課入札室
　　　　イ　日　　時　　　：　　令和４年２月２８日（月）１０時００分～

５　保証金等に関する事項
　(1) 入札保証金　　　　　：　　　免　　　除
　(2) 契約保証金　　　　　：　　　免　　　除
　(3) 違　約　金　　　　　：　　　落札者が「入札及び契約心得」に従って契約締結の手続きをしない場合には、落札者が
　　　　　　　　　　　　　　　　契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として
　　　　　　　　　　　　　　　　違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額
　　　　　　　　　　　　　　　　を違約金として徴収する。

６  入札方法
    　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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、地
　　方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の１１０分の１００を記載す
　　ること。

７  入札の無効
　(1) 第２項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札
　(2) 入札に関する条項に違反した入札
　(3) 入札金額、入札者の氏名及が判別し難い入札 
　(4) 別紙「入札参加申込書」のを所定の期限内に提出をしなかった者の入札

８  契約書の作成
　　落札決定後遅滞なく標準契約書の様式により契約書を作成する。（５０万超える場合）
　　契約書の記載要領の細部については、落札決定後落札者に説明する。
　
９　落札の決定方式
  　　総額決定
　　　総額が予定価格以上で最高の価格をもって申込をした者を落札者とする。
　　なお、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

10　売払代金の納付期限
　　令和４年３月１１日（金）
　　※物品引渡しのときまでに納付しなければならない。

11　物件の引渡し完了の時期
　　代金を納付した日から原則として５日以内。ただし、物品管理官が期日を定める場合はその日までとする。

公告第　１９　号
令和４年２月２日

公　　　　　　告

代金納付の日から５日以内（令和４年３月１１日（金）までに搬出）

契約担当官
陸上自衛隊小平学校
会計課長 中 山 浩 明

]



12  その他

　　による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施します。
　  　再度の入札日については、令和４年３月３日（木）１３１０～実施します。
　(2) 電報・電話等による入札は認めません。
　(3) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとします。
　(3) 契約に際し、標準契約書の「売払い物品の解体に関する特約条項」を付するものとする。
 　(5) 入札に参加する者は、令和４年２月２４日（木）までに「資格決定通知書（全省庁統一資格）」を添えて、
　　　別紙、入札参加申込書を提出してください。（ＦＡＸ可）
　(6) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。
　(6) 市価調査等を実施しますので、ご協力よろしくお願いします。
　(7) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊小平学校　総務部会計課　契約班窓口にて閲覧してください。
　(8) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先
    【入札に関する事項】           
　　　〒187-8543　東京都小平市喜平町2-3-1
      陸上自衛隊小平学校　総務部会計課　契約班　担当：近藤
　　　　　042-322-0661 内線(347)　ＦＡＸ042-321-0664 (直通)
    【売払物品に関する事項】           
　　　　陸上自衛隊小平学校総務部管理課補給班　担当：石井

　　　　　042-322-0661 内線(266)　

本公告は、陸上自衛隊小平学校総務部会計課
陸上自衛隊小平学校ホームページ　http://www.mod.go.jp/gsdf/kodaira/index2.htmに掲示している。

　　　　　

　　に郵便入札の申し出を小平学校会計課契約班まで行うとともに便着の確認を必ずお願いします。また、入札金額が同額
　(1) 郵便による入札については、令和４年２月２５日（金）１７時００分必着分までを有効とします。なお、事前

]



別　紙

番号 売　払　品　目 規　　　　格 単位 数  　量 備考

1 鉄屑 級外 ｋｇ 8843.00

2 アルミ屑 ｋｇ 24.00

3 ステンレス屑 ｋｇ 545.00

4 銅屑（並） ｋｇ 426.00

5 鋳鉄屑 ｋｇ 84.00

6 真鍮屑 ｋｇ 34.00

7 配線屑 ｋｇ 106.00

8 電子部品屑 ｋｇ 14.00

※作業要領等は仕様書のとおり



公告記載事項を了承のうえ、次の入札に参加します。

１．入札案件 鉄屑ほか７件（売　払）

２．入札日時 令和４年２月２８日１０時００分

３．業者名
４．担当者名
５．電話番号
６．ＦＡＸ番号
７.入札書受取方法
 （いずれかに○）

　１．インターネットホームページからダウンロードして受取
　２.　FAXで受取（FAX通信記録等印字を消去して入札書として使用）
　３.　契約班窓口で受取 （受取時期：　　　月　　　日　　　　　時頃）

　１．２月８日（火）１３：１０～に参加

　２．２月２２日（火）１３：１０～に参加
　３．上記の説明会に参加せず個別調整する
　　　（２月９日～２４日の間、土日祝日除く）

　４．説明会参加不要

入札参加申込書（小平学校 総務部 会計課）

　　　FAX番号：042-321-0664
　※資格決定通知書（写）を添付して下記までFAXしてください。

８.現場説明会の参加
について （いずれかに○）

受付番号記入欄
（自衛隊側で記入）



契約担当官

陸上自衛隊小平学校

会計課長　　中山　浩明　　殿

￥

１　引渡期限：　令和４年３月１１日（代金を納付した日から５日以内）

２　引渡場所：　陸上自衛隊小平学校

３　落札決定方法： 総額決定

４　消費税　 　：税抜　　・　　税込

住所・名称・代表者

㊞
内 訳

品　　名 規　　格 単位 数　量 単　価 金　額 備考

1 鉄屑 級外 ｋｇ 8843.00

2 アルミ屑 ｋｇ 24.00

3 ステンレス屑 ｋｇ 545.00

4 銅屑（並） ｋｇ 426.00

5 鋳鉄屑 ｋｇ 84.00

6 真鍮屑 UN 34.00

7 配線屑 ｋｇ 106.00

8 電子部品屑 ｋｇ 14.00

9

10

11

12

13

14

15

合計

入　　札　　書 

令和４年　２月２８日

　公告（又は通知）に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のう
え入札（見積）いたします。
　　また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は暴力団排除に関する誓約事項につ
いて誓約します。



契約担当官

陸上自衛隊小平学校

会計課長　　中山　浩明　　殿

￥

１　引渡期限：　令和４年３月１１日（代金を納付した日から５日以内）

２　引渡場所：　陸上自衛隊小平学校

３　落札決定方法： 総額決定

４　消費税　 　：税抜　　・　　税込

住所・名称・代表者

㊞
内 訳

品　　名 規　　格 単位 数　量 単　価 金　額 備考

1 鉄屑 級外 ｋｇ 8843.00

2 アルミ屑 ｋｇ 24.00

3 ステンレス屑 ｋｇ 545.00

4 銅屑（並） ｋｇ 426.00

5 鋳鉄屑 ｋｇ 84.00

6 真鍮屑 UN 34.00

7 配線屑 ｋｇ 106.00

8 電子部品屑 ｋｇ 14.00

9

10

11

12

13

14

15

合計

市　価　調　査　書

令和４年　　月　　日

※5月27日までに提出してください、ご協力お願いします。（FAX可）




