
入 札 公 告 

  

福井県済生会聖和園 公用車の燃料（ガソリン・軽油）における一般競争入札を実施するの

で、次のとおり公告する。 

 

令和 5年 3月 21日 

社会福祉法人
恩賜

財団福井県済生会聖和園    

園 長   追別 小夜子 

 

１ 入札に付する概要 

(1). 物 品 名   ガソリン １リットル単価 

軽油   １リットル単価 

(2). 入札金額は、令和 5年 3月 23日（木）の店頭価格をもとに入札 

(3). 仕様及び数量 仕様書のとおり 

      

２ 入札に参加する者に必要な資格 

(1). この燃料購入単価の入札参加資格は審査申請の日において、福井県内に本社のある者で

あること。 

(2). 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 

(3). 会社更生法に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申

立てがなされている者でないこと。 

 

３．入札にかかる資料 

(1). 配布期間 令和 5年 3月 29日(水) 15時まで 

聖和園ホームページに公開「http://saiseikai-seiwaen.jp/」 

(2). 説明会     入札説明会は行わない。 

 

４．仕様書等に関する質疑 

(1). 受付期間 令和 3年 3月 28日(火) 12時まで 

総務グループ高畑宛にメールで提出すること。 

（メール seiwaen@angel.ocn.ne.jp） 

(2). 質疑の回答     質疑を提出した者にメールにて回答する。 

 

５．入札について 

(1).  入札参加者は、指定の入札書及び任意の積算内訳書（以下「入札書等」とい う。）を

以下（5）に 示す期日必着で、以下（6）に示す郵送先に、一般書留郵便又は簡易書留郵

便の何れかの方法により送付すること。指定以外の方法（持参、普通郵便で郵送等）で提



出された入札書等は無効とする。 

(2).  郵便の事故等いかなる理由であっても到着期限を過ぎて到着した入札書等は無効とす

る。 

(3).  指定の郵便局から受理した入札書等の書換え、引換え又は撤回はできない。 

(4).  入札書等の到着の有無の問い合わせには一切応じない。 

(5).  入札書到着日   令和 5年 3月 29日（金） 17時必着 

(6).  入札書送付場所  福井県大野市蕨生 158字 35番 （総務グループ高畑宛） 

(7).  入札書について  様式に従い記載し社印押印すること。 

(8).  入札書の封印方法について  封筒は二重とし、内封筒は糊付部分に割印を押印する。

また、外封筒の表書きに「入札書在中」の記載をする。  

(9).  入札の無効  以下に該当する場合は入札の無効とする。 

① 入札書に社印の押印がない入札 

② 談合その他不正行為があったと認められる入札 

③ 指定日以降に届いた入札 

④ その他公告に示す事項に反した者がした入札 

 

６ 開札につて 

(1). 開札日  令和 5年 3月 30日（火） 10時 00分 

(2). 立ち会い  入札に参加した者は開札の立ち会いができるものとする。 

※立会を希望する場合は、希望する旨を担当者に連絡すること。 

 

７ その他 

（1）.最低制限価格  無 

（2）.落札者の決定方法 予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をした者 

   ※ 一社で「ガソリン」「軽油」双方とも見積額が最低の価格でない場合は 

     両方の見積価格に予測年間使用量で算出した合計額で安価な入札を選択します。 

（3）.入札保証金   免除 

（4）.契約保証金   免除 

（5）.契約書作成   契約書は落札者が作成し、速やかに締結を行う 

（6）.保証人の要否  不要 

（7）.支払条件    検査完了後、適法な請求書を受理した日から３０日以内 

以 上 

 

  



仕 様 書 

 

＜公用車用燃料（ガソリン・軽油）＞ 

NO 品 名 数量 仕 様 備 考 

１ 

＜燃料名＞ 

 

 ●ガソリン 

１リットル単価 

 

●軽油 

   １リットル単価 

 

 

１式 

ガソリン 年間使用量  

約 14,500リットル 

※月平均 1,200リットル 

 

軽油 年間使用量  

約 9,000リットル 

※月平均 約 750リットル 

 

２ ＜契約期間＞  
令和 5年 4月 1日 

  ～令和 6年 3月 31日 
 

３ ＜対象車両＞  

ガソリン仕様車 13台 

  普通車 5台 

  軽車両 8台  

 

軽油仕様車  5台 

 



４ 入札金額及び契約単価  

入札金額 

令和 5年 3月 23日（木）時点の 

店頭価格をもとに入札。 

 

契約単価 

令和 5年 3月 23日（木）と令和 5年 4

月 1日（土）の店頭価格に差額が生じ

た場合は、落札価格にその差額と同額

を計算した金額を契約単価とする。 

 

５ 
＜4月 2日以降の 

単価の変更＞ 
 

4月 2日以降、店頭価格を変更したとき

は、契約単価について同額で変更して納

入し、単価契約の変更額を聖和園に通知

する。 

 

◎例 4月 15日店頭価格をそれぞれ 

5円引き下げた場合 

 

●店頭価格 

ガソリン単価 140円→135円 

軽油単価   120円→115円 

 

●契約単価 

ガソリン単価 135円→130円 

軽油単価   115円→110円 

 

 

６ その他  

・利便性が良く、施設近在に所在する 

事業所 

 

・聖和園施設事情、状況を把握し、 

年間を通して供給可能な事業所 

  

 



 

 

入札書 
 

令和 4年 3月  日 

 

社会福祉法人恩賜

財団福井県済生会聖和園 

     園長  追別 小夜子 様 

 

                  所在地 

                  商号または名称 

                  代表者名 

 

 

入札通知および仕様書等に定められた事項を承諾の上、下記の通り入札します。 

 

 

 

入札に付する事項 

        公用車の燃料（ガソリン）の購入について（令和 5年 3月 21日公告） 

        ※仕様書に基づく 

 

 

 

 

入札金額（消費税及び地方消費税を抜いた金額） 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細（令和 5年 3月 23日店頭価格）は別紙内訳書にてご確認願います。 

 

 

億 千 百 十 万 千 百 十 円 

         



 

 

入札書 
 

令和 4年 3月  日 

 

社会福祉法人恩賜

財団福井県済生会聖和園 

     園長  追別 小夜子 様 

 

                  所在地 

                  商号または名称 

                  代表者名 

 

 

入札通知および仕様書等に定められた事項を承諾の上、下記の通り入札します。 

 

 

 

入札に付する事項 

        公用車の燃料（軽油）の購入について（令和 5年 3月 21日公告） 

        ※仕様書に基づく 

 

 

 

 

入札金額（消費税及び地方消費税を抜いた金額） 

 

 

 

 

 

 

    

※詳細（令和 5年 3月 23日店頭価格）は別紙内訳書にてご確認願います。 

 

 

億 千 百 十 万 千 百 十 円 

         


