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入    札    説    明    書 

 

この入札説明書は、 愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号。以下「会計規則」という。）

の規定に準じて作成したものであり、本件業務に係る入札案内において定めるもののほか、競争入

札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならな

い一般的事項を明らかにするものである。 

 

１   入札に付する事項 

(1) 契約名 

令和５年度韓国人旅行者専用無料送迎バスの単価契約 

①大型バス 

②中型バス 

③小型バス 

(2) 使用見込数量 

①大型バス  ４７１台 

②中型バス    ０台 

③小型バス    ０台 

チェジュ航空松山－ソウル定期航空路線が運航する日に、チェジュ航空松山支店から事前に

情報を得て、運航時間やバスを利用する人数に応じ、バスの運行時間や運行するバスの規格を

調整すること。 

なお、この数量は過去の実績を参考とした見込数量であり、令和５年度の数量を保証するも

のではない。 

   その他の運行内容については別添仕様書によるものとする。 

(3) 契約内容 

別添契約書（案）のとおり 

(4) 契約期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

(5) 入札方法 

本件は入札に併せて運行の安全性や利用者への対応等の提案書を受け付け、価格と提案内

容の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。 

入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。 

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パーセントに相当する額

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、その端数金額を切り捨てるもの

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の110分の100に相当する金額

を入札書に記載すること。 

 

 



2 

２  入札参加に必要な資格 

次の各号のいずれの要件にも該当し、適正かつ確実に業務を遂行することのできる者であるこ

と。 

(1) 令和５～６年度における愛媛県の製造の請負等に係る競争入札に参加する資格に係る審査を

申請し、愛媛県出納局会計課が発行する令和５～６年度競争入札参加資格審査申請書等受理票

を有する者※ 

(2) 四国地方運輸局長の一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている者 

(3) 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 

(4) 開札をする日において、 知事が行う入札参加資格停止の期間中でない者 

※落札者となった者は、令和５年３月末までに、令和５～６年度の愛媛県競争入札参加資格決定 

通知書の写しの提出すること。提出できない場合、落札の決定を取り消すものとする。 

 

３  入札参加資格の確認方法 

入札の参加を希望する者は、入札参加に必要な資格（上記２）を有することの確認を受けるた

め、次のとおり必要な書類を提出しなければならない。 

(1) 必要書類 

① 誓約書（様式１） 

② 愛媛県出納局会計課が発行する令和５～６年度競争入札参加資格審査申請書等受理票の写し 

③ 四国地方運輸局長の一般貸切旅客自動車運送事業の許可証の写し 

④ 申告書（様式２） 

(2) 提出先及び提出期限等 

① 提 出 先  愛媛・韓国経済観光交流推進協議会（事務局：愛媛県観光国際課 末廣、清水）    

         （郵送の場合） 

〒790-8570  

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

  愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国際課 

（持参の場合） 

  愛媛県松山市一番町四丁目２番地 NTTコム松山ビル中2F 

② 提出期限  令和５年２月17日（金）１７時まで 

ただし、持参する場合の受付時間は、平日の９時から１７時まで（１２時から

１３時は除く）とする。 

③ 提出方法  持参又は郵送（提出期限必着）による。 

       ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 

(3) 入札参加の可否の通知 

提出された入札参加資格確認書類の内容を確認し、入札参加の可否について、令和５年２月 

22日（水）までに提出者に「入札参加資格決定通知書」により通知する。 

(4) 参加資格の喪失 

入札参加資格があると確認されたものであっても、落札決定の時において２に規定する要件
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を満たさなくなった場合は、原則として当該参加者の入札参加資格を取り消すものとする。 

なお、落札者の決定後、事業契約締結までの間において、当該落札者が２に規定する要件を

満たさなくなった場合には、当該契約を締結しないことがある。 

 

４ 入札保証金 

(1) 入札参加者は、公告等において、入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入

札書の提出期限までに、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しなければならない。 

ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」（様式３）を３の提出期限までに提出し、｢入札(契

約)保証金免除決定通知書｣により免除の決定を受けた者は、これを免除する。 

(2) (1)に定めるもののほか、入札保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定に準ずる。 

 

５ 入札に関する質問 

  別添「質問書（様式４）」により、令和５年２月17日（金）までにＦＡＸまたは電子メールに

より送付すること。 

なお、質問及び回答の内容は、入札参加者全てに電子メールで送付することとする。 

 

６ 入札書・提案書等の提出期限及び提出場所等 

(1) 日  時：令和５年３月３日（金）１７時まで 

ただし、持参する場合の受付時間は、平日の９時から１７時まで（１２時から１３

時は除く）とする。 

(2) 場  所：３の提出先と同じ 

(3) 提出物及び部数 

入札書（様式５）：１部 

      提案書（様式６）：６部 

入札参加資格決定通知書の写し：１部 

入札保証金（入札保証金免除の決定を受けた者は、「入札(契約)保証金免除決定通

知書」の写し：１部） 

 (4) 方 法：持参又は郵送（提出期限必着）による。 

ただし、郵送する場合には、封筒に事業名及び「入札書類在中」と記載の上、書

留郵便等の配達の記録が残るものに限る。 

 

７ 入札に当たっての留意事項 

(1) 入札参加者は、愛媛県会計規則、入札説明書、落札者決定基準、契約書（案）、仕様書等を

熟覧のうえ、入札しなければならない。 

(2) 入札書に記載する金額は、アラビア数字を用いなければならない。 

(3) 入札参加者は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ、消滅しない物で記載又は押印しなけ

ればならない。 

(4) 入札参加者は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。この場
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合、協議会があらかじめ用意した入札書を使用することができる。 

ア 件名 

イ 入札金額 

ウ 入札参加者本人の住所、氏名（法人の場合は、名称又は商号及び代表者の職氏名。以下同

じ。）及び押印（外国人の署名を含む。以下同じ。） 

(5) 必要に応じて、入札者に対して提案書等に関する説明を求めることがある。 

(6) 提出した入札書等の返還、 引換え、変更又は取消しをすることはできない。 

 

８ 入札の無効 

次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。無効の入札を行ったものを落札者としていた

場合には落札決定を取り消すものとする。この認定は、入札執行者が行い、入札参加者は、異議

の申し立てができないものとする。 

(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。 

(2) 入札参加者が２以上の入札をしたとき。（関与した全ての入札が無効） 

(3) 「６ 入札書・提案書の提出期限及び提出場所等」の方法によらないで提案書等が提出され

たとき。(期限までに到達しなかった場合を含む。) 

(4) 「６ 入札書・提案書の提出期限及び提出場所等」に規定する提出物の全部または一部を提

出しないとき。 

(5) 件名、入札金額、記名、押印その他必要な記載事項を確認できないとき。 

(6) 入札金額を訂正して入札したとき又は入札金額の記載が不明瞭なとき。 

(7) 入札書、提案書等の記載に虚偽もしくは重大な誤りがあったとき。 

(8) 入札書に入札参加者の氏名及び押印のない又は判然としないとき。 

(9) 入札者が連合して入札をしたと明らかに認められたとき。 

(10) 入札者が入札に際して不正の行為をしたと明らかに認められたとき。 

(11) 入札保証金を必要とする者で、その額が所定の額に達しないとき。 

(12) その他愛媛県会計規則又は入札に関する条件に違反したとき。 

 

９ 落札者の決定方法 

 (1) 落札者の決定方法については、「落札者決定基準」を参照のこと。 

(2) 事業者選定にあたっては、審査委員会を設置し、応募者からの提案内容を総合的に評価した

上で落札候補者を選定する。 

 (3) 当該業務を履行できると協議会が判断した入札者であって、 愛媛県会計規則第133 条の規定

に準じて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、落札者決定基準に定める総合評価

点の計算方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 

ただし、落札候補者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行が

されないおそれがあると認められるとき、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られるときは、上記各要件を満

たす者であって、落札候補者以外で最も数値が高い者を落札者とすることがある。 
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(4) 落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札金額、

価格点、内容評価点を、入札参加者に文書にて告知するものとする。 

(5) 入札参加者は、入札後、入札手続、愛媛県会計規則、仕様書、契約条項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。 

(6) 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退できる。入札を辞退する

ときは、その旨を明記した入札書又は入札辞退書を、入札執行者に直接提出することにより、

申し出るものとする。 

(7) 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交しをしないときは、 落札の決定を取り消すもの

とする。 

 

10 契約書の作成 

(1)契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 

 (2)年間見込額での入札を行うが、契約は入札内訳書の単価で単価契約を行う。 

 (3)契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案

の内容の履行を確約しなければならない。ただし、協議会と協議の上不適切と判断した項目に

ついては、履行義務としない。 

 

11 契約保証金 

(1) 契約の相手方は、契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに

契約保証金又は契約保証金に代わる担保を所定の手続に従い納付しなければならない。 

ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」（様式３）を３の提出期限までに提出し、｢入札(契

約)保証金免除決定通知書｣により免除の決定を受けた者は、これを免除する。 

(2) (1)に定めるもののほか、 契約保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定に準ずる。 

 

12 入札に参加するものが１者である場合の措置 

  入札に参加するものが１者であっても、入札を執行するものとする。 

 

13 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 

14 その他の事項 

(1) 入札参加者が、本件業務に関して要した費用については、すべて当該者が負担するものとす

る。 

(2) 提出書類は返却しない。また、提出された提案書は、当該入札者に無断で、協議会において

入札に審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付または記載さ

れるものであり、愛媛県情報公開条例に基づき、不開示情報（個人情報、法人等の正当な利益

を害するおそれがある情報等）を除いて開示される場合がある。 

(3) 事業者は、本事業を実施するにあたり必要とされる関係法令（法律、政令、省令、条例及び
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規則）等を遵守するものとする。 

 

15  問い合わせ先 

(1) 愛媛・韓国経済観光交流推進協議会 

（事務局：愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国際課） 

(2) 所 在 地 〒790-8570  愛媛県松山市一番町四丁目４－２ 

(3) 電話番号  ０８９－９１２－２３１１ 

(4) ＦＡＸ  ０８９－９２１－５９３１ 

(5) メール  kankoukokusai@pref.ehime.lg.jp 


