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千葉県土 地改良 事業団 体連合 会にお ける入 札は、入 札約款 の定め るとこ ろによ り執行し
ます が、特に次 の事項に留 意の上、入 札を行って ください。

１

入札の参加について
（１）入 札参加 者は、 代理人 をして 入札さ れるとき は、所 定の様 式によ る委任 状を持参
させなけ ればならな い。
（２） 入札参 加者又は その代 理人は 、入札 の前に 所定の 様式によ る誓約 書を提 出しなけ
ればなら ない。
（３） 入札参 加者又は その代 理人は 、当該 入札に 対する 他の入札 参加者 の代理 をするこ
とはでき ない。
（４） 入札書 は所定の 様式に より作 成し、 封かん の上、 入札者の 氏名を 表記し 、通知書
に示した 時刻までに 入札箱に投 入しなけれ ばならない 。

２

入札参加の辞退について
（１）入 札参加 の指名 を受け た者は 、入札 執行の完 了に至 るまで は、い つでも 入札を辞
退するこ とができる 。
（２） 入札参 加の指名 を受け た者は 、入札 を辞退 すると きは、そ の旨を 、次の 各号に掲
げるとこ ろにより申 し出るもの とする。
ア

入札 執行前に あって は、入 札辞退 届（所 定の様 式）を入 札担当 者に直 接持参
し、又 は郵送（入 札日の前日 までに到達 するものに 限る。）して 行う。

イ

入札 執行中 にあっ ては、入 札辞退 届又は その旨 を明記 した入 札書を、 入札を
執行す る者に直接 提出して行 う。

（３） 入札を 辞退した 者は、 これを 理由と して以 後の指 名等につ いて不 利益な 取扱い
を受ける ことはない 。

３

無効となる入札について
（ １）次の各 号の一に該 当する入札 は無効とす る。

ア

入札 に参加する 資格を有し ない者のし た入札

イ

委任 状を持参し ない代理人 のした入札

ウ

所定 の入札保証 金を納付し ない者のし た入札（免 除の場合を 除く。）

エ

記名 押印を欠く 入札

オ

金額 を訂正した 入札

カ

誤字 、脱字等に より意思表 示が不明瞭 である入札

キ

明ら かに連合で あると認め られる入札

ク

同一事 項の入 札につ いて他 の入札 参加者の 代理人 を兼ね 、又は 二人以 上の代
理をし た者の入札

ケ

４

その 他入札に関 する条件に 違反した入 札

落札者の決定について
（１）工 事又は 製造に 係る入 札にお いては 、入札を 行った 者のう ち、予 定価格 及び最低
制限価格 の範囲内で 最低の価格 をもって入 札した者を 落札者とす る。
（２） 落札と なるべき 同価格 の入札 をした 者が二 人以上 あるとき は、直 ちに当 該入札を
した者に くじを引か せて落札者 を定める。

５

再度入札について
（１）開 札した 場合に おいて 、各人 の入札 のうち予 定価格 の範囲 内の価 格の入 札がない
ときは、 直ちに再度 の入札を行 う。
（ ２）再度入 札の回数は 、原則とし て１回まで とする。
（３） 再度入 札に参加 できる 者は、 １回目 の入札 に参加 した者で 最低制 限価格 を下回ら
ない入札 をした者と する。
（ ４）入札が 無効になっ た者は、再 度入札に参 加できない ものとする 。

６

異議の申し立てについて
入札 をした 者は、 入札後 、この 約款、 図面、仕 様書、 契約書 案、現 場等に ついての
不明を理由 として異議 を申し立て ることはで きない。

