
物品売払の公告  
 

１． 競争入札に付する事項 

 (１) 件 名 鉄くず外１点売払（能代・北秋田地区） 

 (２) 売払物品の数量及び所在地  能代除雪ステーション(秋田県能代市鶴形字冷清水１１９) 

                             浅内車両検測所（秋田県能代市浅内字浅内堤下１２６－１） 

                             龍ヶ鼻資材置場（秋田県北秋田市前山字綱前地内） 

なお数量については別紙内訳書のとおり 

  (３) 売 払 代 金 納 入 期 限  分任歳入徴収官東北地方整備局能代河川国道事務所長の発行する 

納入告知書に定める期限 

  (４) 売払物品の引渡場所  売払物品所在地に同じ 

  (５) 売払物品の引取期限  令和 ３年 ３月３１日 

  (６) 下見の日時及び場所  令和 ３年 １月２２日 １０時００分～ 

                         能代河川国道事務所（秋田県能代市鰄渕字一本柳９７番１）に集

合のこと。 

その後、浅内車両検測所、能代除雪ステーション、龍ヶ鼻資材置場

へと順次移動。 

１箇所につき約２０分～３０分程度（午前中での終了を予定）。 

 (７) 入 札 保 証 金  免除 

  (８) 契 約 保 証 金  免除 

  (９) 売 払 物 品 入 札 心 得  東北地方整備局競争契約入札心得 

                           （東北地方整備局総務部契約課、管下事務所で閲覧のため備え付け 

てあります。） 

 

２． 競争に参加する者に必要な資格等に関する事項 

  (１)  予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

 (２)  国土交通省競争参加資格 
① 令和０１・０２・０３（平成３１・３２・３３）年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一 

 資格）「物品の買受け」のＢ又はＣ等級に格付けされた東北地域の競争参加資格を有する者の

うち「その他」を営業品目としている者であること。 

② 現在、上記の全省庁統一資格の認定を受けておらず、今後、新規又は変更の認定の申請手続

きを行う意思のある者であること 

  (３)  東北地方整備局長から指名停止を受けている期間中でないこと。 

  (４)  警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通 

省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

  (５)  次のいずれにも該当しない者であること。 

    イ 役員等（競争参加希望者が個人である場合にはその者を、競争参加希望者が法人である場 

合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号

において同じ。）が、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。以下「暴力団対策法」という。）第 2条第 6号に規定する暴力団員（以下この号において

「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

    ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。） 

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

    ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

    ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 



    ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。 

（６） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続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）に基づき再生手続開始の申し立てがなされて

いる者は、競争参加資格の再認定を受けていること。 
（７） 下見説明に参加したものであること。 

 

３． 契約条項を示す場所 

 (１) 東北地方整備局総務部契約課 （物品売払契約書案）  

 (２)  能代河川国道事務所     （物品売払契約書案） 

 

４． 競争入札執行の場所及び日時 

 (１) 場 所  能代河川国道事務所 入札室 （秋田県能代市鰄渕字一本柳９７番１） 

 (２)  日 時    令和 ３年 ２月１６日 １５時００分 

 

５． 入札書の提出期限及び提出先   

（１） 入札書の提出期限 

郵送又は託送の場合：令和 ３年 ２月１２日 １７時１５分 

持参の場合    ：令和 ３年 ２月１６日 １５時００分 

なお、電送（ファクシミリ等）による提出は認めない。 

（２） 入札書の提出先 

     016-0121 秋田県能代市鰄渕字一本柳９７番１ 

     能代河川国道事務所 経理課 専門調査員 嶋田 

（３） 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の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、その端数金額を切り捨て 

た金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者である 

か免除事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金 

額を入札書に記載すること。 

 

６． その他の事項 

 (１) 契約手続きに使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

（２） 入札参加の際には、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）を提示すること。 

      郵送又は託送により入札書を提出する場合は、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の 

   写しを同封すること。また、会社更生法又は民事再生法の手続き開始の決定を受けている場 

合は、入札書の提出期限までに、更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書の写しを提出し 
なければならない。 

 (３) 競争を参加する資格を有しない者のした入札及び条件に違反した入札は無効とする。 

（４） 予算決算令及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格以上の最高価格をも 

って有効な入札を行った者を落札者とする。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 (６)  下見説明参加の際には、印鑑及びヘルメットを持参のこと。 

 

                                          令和 ３年 １月１４日 

 

                                           分任契約担当官 東北地方整備局 

                      能代河川国道事務所長 高橋 秀典 



別紙１

※小数点第２位まで

品　名 規　格 単　位 数　量

H1 ㎏ 14.68

H2 ㎏ 10,654.10

H3 ㎏ 37,067.02

H4 ㎏ 0.84

アルミくず 込みガラ ㎏ 261.24

合計 ㎏ 47,997.88

件名 ： 鉄くず外１点売払（能代・北秋田地区）

鉄くず

【売払物品所在地】

　１．能代除雪ステーション（秋田県能代市鶴形字冷清水１１９）

　２．浅内車両検測所（秋田県能代市浅内字浅内堤下地内）

　３．龍ヶ鼻資材置場（秋田県北秋田市前山字綱前地内）

上記の数量は概数であり、実際の数量や状態については下見現場説明の際に買受
希望者が直接現物を確認し、判断すること。

1 / 1 ページ



別紙２

品名 規格 能代除雪ステーション 浅内車両検測所 龍ヶ鼻資材置場 合計

H1 14.68 0.00 0.00 14.68

H2 3,223.00 7,300.00 131.10 10,654.10

H3 28,986.02 0.00 8,081.00 37,067.02

H4 0.84 0.00 0.00 0.84

アルミくず 込みガラ 261.24 0.00 0.00 261.24

合計 32,485.78 7,300.00 8,212.10 47,997.88

●保管場所別  数量 一覧 ※単位：㎏(小数点第２位まで)

鉄くず
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下見現場説明 集合場所

秋田県能代市鰄渕字一本柳９７番地１（能代河川国道事務所）
     （※１Ｆ 正面玄関前ロビーに集合のこと。）

【 集 合 場 所 】

国土交通省 能代河川国道事務所

（※１Ｆ 正面玄関前ロビー）

出典：地理院地図に集合場所等を追加して掲載 能代東 ＩＣ

東能代駅

至 大館市方面

自 秋田市方面


