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１ 競争入札に付する事項 

（１）件 名  

平成 29年度校務用パソコン購入 

（２）物品名 

校務用パソコン等一式（別添仕様書で指定する機能、数量を満たすもの。

ただし、新品に限る。） 

（３）納入場所及び数量 

大川市内各小中学校（別紙「平成 29年度校務用パソコン購入」配置台数

表のとおり。） 

（４）納入期限 

平成 30年 3月 15日まで 

なお、パソコン等の設置及びネットワークの設定その他必要な現場での

調整等は、すべて納入期限までに完了し納入場所で使用可能な状態にする

こと。 

 

２ 入札参加資格及び参加条件   

本入札公告日現在において、次に掲げる条件を満たす者であること。なお、

落札決定時点においても同条件を満たすこと。 

（１）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

する者でないこと。 

（２）大川市指名停止等措置要綱に基づく指名停止期間中でないこと。 

（３）福岡県内に本店又は支店、営業所等を有し、福岡県内所在地の事業所に

て入札・契約等が行なえる者で、引き続き国内で２年以上その業務を営ん

でいること。 

（４）本件調達物品の仕様等を満たす物品を納入することができる者であること。 

（５）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）

第 2条第 6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人で

あってその役員が暴力団員である者でないこと。 

（６）手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実が

あり、経営状況が著しく不健全でないこと。 

（７）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手

続開始の申立てがなされている者でないこと。（更生手続開始の決定後又は

再生手続開始の決定後を除く。） 

（８）国税（法人税又は個人にあっては所得税並びに消費税及び地方消費税）、

県税及び市町村税に未納がないこと。 

 

３ 仕様書等の閲覧場所及び閲覧期間等 

仕様書、契約書（案）及び大川市契約規則は次のとおり閲覧に供する。 



 
 

※市ホームページでも閲覧可能 

（１）場 所 大川市教育委員会 学校教育課 

（２）期 間 平成 30年 1月 12日(金)から同年同月 23日(火)まで（大川市

の休日を定める条例（平成 2年大川市条例第 1号）に規定す

る市の休日（以下「市の休日」という。）を除く。） 

（３）時 間 8時 30分から 17時 15分まで 

 

４ 入札参加の申込み 

（１）申請書等 

当該入札に参加しようとする者は、次の書類を提出すること。 

番号 提出書類 指定用紙 コピーの可 否 備考 

１ 条件付き一般競争入札参加申請書 様式第 1 号 不可 指定様式を使用 

２ 委任状 様式第 2 号 不可 
本店代表者から代理人に委

任する場合のみ提出 

３ 使用印鑑届 様式第 3 号 不可 指定様式を使用 

４ 誓約書兼同意書 様式第 4号 不可 
指定様式を使用 

役員等名簿を添付 

５ 営業所一覧表 様式第 5号 可 自社様式でも可 

６ 応札品のカタログ  可 
応札品の仕様がわかるカ

タログ等 

    

（２）申請書等の配布場所及び配布期間等 

（ア）場 所 大川市教育委員会 学校教育課 

 ※市ホームページからもダウンロード可 

 http://www.city.okawa.lg.jp/ 

 ※トップページ「新着情報」又は「入札・契約情報」に本件

入札要領及び申請書様式等を掲載 

（イ）期 間 平成 30年 1月 12日(金)から同年同月 22日(月)まで（市の

休日を除く。） 

（ウ）時 間 8時 30分から 17時 15分まで 

（３）申請書等の提出方法 

申請書等は郵送又は持参にて提出すること。（電信等不可） 

（４）申請書等の提出場所及び受付期間等 

（ア）場 所 〒831-8601 大川市大字酒見 256番地 1 

大川市教育委員会 学校教育課 

（イ）期 間 平成 30年 1月 12日(金)から同年同月 22日(月)まで（ただ

し、市の休日は除く。） 

（ウ）時 間 8時 30分から 17時 15分まで 



 
 

（エ）提出部数 1部 

（５）その他 

（ア）申請書等の作成等に要する費用は、申請者の負担とする。 

（イ）提出された申請書等は、返却しない。 

（ウ）提出された申請書等は、申請者に無断で他の用途に使用しない。 

（エ）提出期限を過ぎての申請書等の差替え及び再提出は認めない。 

 

５ 条件付き一般競争入札参加資格確認通知書（以下、「入札参加資格確認通知

書」という。）及び入札書等の書類について 

入札参加資格確認通知書は、入札参加申請締め切り後、平成 30年 1月 26

日(金)までに申請者あて郵送にて通知する。 

入札書等の入札に関する書類については、入札参加資格確認通知書に同封

して郵送する。 

なお、本入札は事後審査型の条件付き一般競争入札であることから、入札

参加資格審査は落札後に実施する。 

したがって、契約締結日までに「１７ 入札参加資格確認書類の提出」に

規定する書類の提出がない場合や不備がある場合又は「２ 入札参加資格及

び参加条件」の各号に規定する条件を満たさない場合は、落札決定を取り消

すものとする。 

 

６ 仕様書等に関する質疑書の提出場所及び提出期間等 

仕様書等に関する事項に疑義がある場合、次のとおり質疑を受け付ける。 

（１）場 所 大川市教育委員会 学校教育課 

（２）期 間 平成 30年 1月 26日(金)から同年同月 29日(月)の 17時 15分

まで 

（３）方 法 質疑書（指定様式）に質疑事項を記入のうえ、ＦＡＸで提出

すること。 

（４）FAX番号 0944（86）8479 

 

７ 質疑回答について 

質疑に対しての回答は、平成 30年 1月 30日(火)15時から次のとおり周知する。 

（１）入札参加資格適格者への回答（FAX送信による。） 

（２）大川市教育委員会 学校教育課での閲覧 

 

８ 入札の方法 

（１）郵送による入札のみとし、持参又は電信による入札は受け付けない。 

（ア）郵送先 〒831－8601 大川市大字酒見 256番地 1 

  大川市教育委員会 学校教育課 

（イ）郵送方法 「書留」又は「簡易書留」のいずれかによる。 



 
 

※市指定封筒にて郵送のこと。 

※郵送に要する費用は、入札参加有資格者の負担とする。 

（ウ）到着期限 平成 30年 2月 1日(木)15時必着 

（エ）郵送書類 入札書 

（２）入札執行回数は１回とする。 

（３）入札参加有資格者は、入札書到達期限日時までは、いつでも入札を辞退

することができる。 

（４）入札を辞退する場合は、入札辞退届を大川市教育委員会学校教育課まで

郵送又は持参にて提出すること。 

（５）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額（月額）の 100分の 8

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）を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、

見積もった契約希望金額の 108分の 100に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

      

９ 入札保証金 

入札前に契約金額の 100分の 5以上の額を納入すること。 

ただし、大川市契約規則第６条各号いずれかの規定に該当する場合は免除

することができる。 

 

１０ 契約保証金 

落札決定後、契約締結日までに契約金額の 100分の 10以上の額を納入する

こと。 

ただし、大川市契約規則第 27条各号いずれかの規定に該当する場合は免除

することができる。 

 

１１ 保証人 

不要 

 

１２ 予定価格（入札書比較価格） 

金 1,344,492円（金 1,244,900円） 

 

１３ 最低制限価格 

不設定 

 

１４ 開札の場所及び日時 

（１）開札 

（ア）場 所 大川市役所 第２委員会室（大川市役所３階） 



 
 

（イ）日 時 平成 30年 2月 2日（金）午後２時 

※立会人が立会のうえ、開札を行う。 

（２）立会人の選任 

入札参加申請者の中から立会人を３人選任する。立会人選任通知書は、

入札参加資格確認通知書に同封して郵送にて通知する。 

ただし、入札参加有資格者が３人に満たない場合は、その数の立会人を

選任する。 

 

１５ 落札者の決定 

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とす

る。ただし、開札の結果、落札となるべき同価入札者が２者以上あるときは、

くじにより落札者を決定する。 

 

１６ 契約締結の時期 

落札者の決定した日の翌日から起算して７日以内に契約を締結する。 

 

１７ 入札参加資格確認書類の提出 

本入札は事後審査型の条件付き一般競争入札であることから、落札予定者

は落札後契約締結の前に、次の書類を番号順に綴じて提出すること。 

 

番号 提出書類 指定用紙 コピーの可否 備考 

１ 印鑑登録証明書  可 
本入札公告日前３ヶ月以

内に発行されたもの。 

２ 財務諸表  可 直前２年分 

３ 
国税、県税及び市町村税に未納

（滞納）がないことの証明書 
 可 

本入札公告日前３ヶ月以

内に発行されたもの 

４ 
＜法人＞登記事項証明書（商業登記簿謄本） 

＜個人＞身分証明書 
 可 

本入札公告日前３ヶ月以

内に発行されたもの    

 

１８ 入札見積内訳書の提出 

落札者に対し、必要に応じ入札額に対応した入札見積内訳書（市指定様式）

の提出を求める場合がある。 

 

１９ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の入札、申請書に虚偽の記載をし

た者の入札、入札要領・郵便入札説明書において示した条件等、入札に関す

る条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としてい

た場合には、落札決定を取り消す。 



 
 

 

２０ 異議の申し立て 

（１）入札者は、入札後において、この公告、仕様書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。 

（２）入札の執行は、本市の都合により又は入札を公正に執行することができ

ないと認められる場合は、入札・開札の日時を延期し又は取りやめること

がある。この場合において、異議を申し立てることはできない。 

 

２１ その他 

（１）入札参加有資格者が２者未満の場合は、原則、入札を中止する。 

（２）入札者はこの公告及び郵便入札説明書を熟読し、これを遵守すること。 

（３）支払条件 

（ア）前金払 無 

（イ）部分払 無 

（４）入札に付する案件についての説明会、資格確認用資料作成等の説明会及

び現場説明会は、実施しない。 

（５）この公告に定めるもののほか、この入札及び契約に関し必要な事項は、

地方自治法、地方自治法施行令及び大川市契約規則並びに関係法令による

ものとする。 

（６）その他不明な点については、大川市教育委員会 学校教育課に照会する

こと。 

   〒831-8601 大川市大字酒見 256番地 1 

   電 話 0944（85）5614 

   ＦＡＸ 0944（86）8479 

   E-MAIL okwkyoi-gakumu_k@city.okawa.lg.jp 


