
入 札 公 告 書 

平成２６年１月１０日 

 

次のとおり、社会福祉法人恭和会 特別養護老人ホーム「四季の里」の備品調達について一

般競争入札（条件付）を行いますので公告します。 

 

社会福祉法人 恭和会 

                               理事長  村上 裕二 

 

 

記 

１．入札に付する事項 

（１）調達案件名（対象備品等）                 

   ア）封筒及びパンフレット 一式 

   イ）制服及びユニフォーム 一式 

   ウ）事務機器 一式 

   エ）家具 一式 

   オ）家電 一式、ＡＶ家電 一式 

   カ）食器他 一式 

   キ）車両 一式 

   ク）カーテン（居室用） 一式 

   ケ）車椅子・ストレッチャー 一式、福祉用具・その他 一式、 

     シャワーキャリー・介護リフト 一式（※） 

   コ）ベッド 一式 

   サ）マットレス 一式 

   シ）医療機器等 一式 

   ス）リハビリ機器 一式 

   セ）特殊浴槽 一式（※） 

   ソ）ＯＡ機器（ハード） 一式 

   タ）複合機 一式 

   チ）蓄電池 一式 

   ツ）電話設備及びＬＡＮ工事 一式 

    

                             （※）… 補助事業対象外備品 

   ※ 調達案件ごとの担当者については、ケアハウス四季が丘事務室までお問合わせ願 

います。 



（２）購入仕様及び予定数量   別紙「物品一覧」の通り 

   ※なお、詳細資料（仕様書）については、入札参加資格の確認審査後に配布する。 

（３）納入場所 社会福祉法人恭和会特別養護老人ホーム「四季の里」指定場所 

（４）納入期限 平成２６年３月３１日（詳細については契約時に協議する） 

  

２．入札参加資格 

 次に掲げる条件を全て満たしている者。 

 （１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する 

    者でないこと。 

 （２）岡山県の物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札（条件付）参加資格者名 

    簿（以下、「入札参加資格者名簿」という。）に登載され、別表１の入札参加資格 

    者欄に定める格付けを得ていること。なお、契約の予定金額（消費税額を含む） 

    が１６０万円以下の案件については、格付けを問わないこととする。 

    また、対象備品ごとの入札参加資格（営業種目）は別表２のとおりとする。 

 （３）岡山県の物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札（条件付）参加資格者の 

    資格審査要領第９条に規定する入札参加の停止を受けていないこと。 

 （４）岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に規定する指名除外を受けていないこ 

    と。 

 （５）会社更生法（平成１４年法律第 1１５４号）に基づく更生手続き開始の申し立てが 

    なされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手 

    続開始の申し立てがなされていない者。ただし、更生手続開始の決定又は再生手 

    続開始の決定を受けている者は、その申し立てがなされていないものとみなす。 

 （６）参考品と同等品で入札を希望する場合は、同等品であることを証する詳細なカタ 

    ログ等を事前に提出すること。 

 

３．資料配布 

 平成２６年１月１１日（土）から平成２６年１月１９日（日）の 

 午前８時半から午後１７時半まで（土日祝対応可） 

 ケアハウス四季が丘（納入場所隣地）事務室にて配布します。 

 

４．入札参加申請書の提出 

 入札参加を希望するものは、次により入札参加申請書、入札参加資格等確認資料を提出 

 すること。 

 （１）提出期限 

   平成２６年１月１７日（金）午後２時まで 

   ケアハウス四季が丘（納入場所隣地）事務室へ持参または郵送 



   郵送の場合はケアハウス四季が丘事務室へ必着とする。 

 （２）提出場所 

   ケアハウス四季が丘事務室 

   〒715-0026 

    岡山県井原市上出部町四季が丘２０番地７ 

 （３）入札参加申請書等の作成及び提出にかかる費用は、入札参加希望者の負担とする。 

 

５．入札参加資格の確認 

  申請書等が提出された場合は入札参加資格の有無について審査し、結果を電話連絡あ 

  るいはファックスにより平成２６年１月１７日中までに連絡し、翌日に通知書を発送 

  する。 

 

６．仕様書等に関する質疑 

 参加資格が「有」と通知を受けた者は、質疑がある場合は次の通り質疑書を提出するこ 

 と。 

 （１）受付期間 

    平成２６年１月１４日（火）～平成２６年１月１８日（土） 

    午前８時半～午後１７時半 

    提出方法は FAXによるものとし、それ以外の方法は認めない。 

    FAX ０８６６－６５－１６０１ 

 （２）質疑に対する回答 

    質疑書に対する回答は担当者宛回答する（回答期日：平成２６年１月２１日）。 

 

７．入札執行の日時等 

 入札執行日は次の通りとする。 

 （１）入札日時 

    平成２６年１月２３日（木） 午前９時１５分より 

                  ※ 調達案件ごとの入札予定時間は、別表２に記載 

 （２）入札場所 

    井原市市民会館 ２階 尋牛の間 

    住所 井原市井原町３１１－１  TEL 0866-62-3313 

 （３）入札の決定 

    平成２６年１月２３日即時開札する。その後直近の理事会で報告、承認を得て、 

    契約締結する。 

 （４）入札執行条件 

    予定価格あり（非公表） 



    最低制限価格設定あり（非公表） 

 

８．入札保証金及び契約保証金 

  免除とする。 

 

９．入札に関する事項 

 （１）入札書に記載する金額 

    金額は消費税を含まないものとする（契約締結時に法令に定める率の消費税を加 

    算する）。 

    全ての物件について、搬入設置費（調整費等含む）及び発生材ごみ等の処分搬出 

    費を含んだ金額で入札書に金額を記載すること。 

    入札時に、内訳明細（物件名・金額・数量）を提出すること。 

 （２）入札回数 

   ア 再度入札は１回までとする。 

   イ 初度入札に参加しないものは、再度入札に参加することが出来ない。 

 （３）入札の無効 

   ア 入札参加資格の無い者がした入札 

   イ 入札書、委任状等に不備がある場合 

   ウ 談合その他不正行為があったと認められる入札 

   エ 参加資格審査のために行う指示に落札候補者が従わないとき、当該落札候補者 

     がした入札 

   オ 次に掲げる入札をした者がした入札 

    ・入札者の押印のないもの 

    ・記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印のない入札書による入札 

    ・金額訂正のある入札書による入札 

    ・記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの 

    ・代理人で委任状を提出しない者がしたもの 

    ・２以上の入札書を提出した者がしたもの、又は２以上の者の代理をした者がし 

     たもの 

    ・その他公告に示す事項に反した者がした入札 

 

１０．落札者の決定 

  落札者は予定価格に１０５分の１００を乗じて得た価格の範囲内で最低の価格をもっ 

  て申込をした者とする。但し落札となるべき価格の入札をしたものが２以上あると 

  きは、くじにより落札者を決定する。 

  入札に参加する者の数が１人の場合であっても執行する。 



  再入札を行って落札者が決定しないときは、随意契約とし、再入札に参加した者のう 

  ち入札価格の低い者から順に随意契約の対象とする。 

  落札者は、入札終了後、内訳明細（金額・数量・カタログ）を提出すること。なお、   

  提出した内訳明細に誤記・脱漏等が後日発見されても金額の修正は行わない。 

 

１１．この公告に関する問い合わせ先 

  社会福祉法人恭和会 ケアハウス四季が丘事務室までお問い合わせ下さい。 

  住所：〒７１５－００２６ 

      岡山県井原市上出部町四季が丘２０番地７ 

      電話：０８６６－６５－１６００  FAX：０８６６－６５－１６０１ 

 

 １２．契約の締結 

  理事会で承認を得て落札者と契約締結。契約書は落札者が作成する。 

  なお、落札者は入札日翌日に、契約書案を提出することとする。 

 

 １３．支払条件 

  『平成２５年度岡山県施設開設準備等特別対策事業費補助金』交付後３０日以内 

   に一括払いとする。 

 

 別表１ 

契約の予定金額（消費税を含む） 入札参加資格者 

２５０万円以上 Ａ 

１６０万円超 ～ ５００万円未満 Ｂ 

１６０万円超 ～ ２５０万円未満 Ｃ 

 

※ １６０万円以下の物件及び物件の全てが上記１３に記載する補助事業の対象

外である案件については、下記の①及び②のいずれかを満たすことを条件とす

る。 

① 岡山県の物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札（条件付）参加資 

格者名簿に登載されていること（格付けのランク・営業種目は問わない）。 

② 当法人と５年以上（入札日において）取引歴（納入実績）があること。 

    ※ 高度管理医療機器及び特定保守管理医療器を含む案件（（調達案件名：シ 医 

      療機器等一式））についてのみ、契約の予定金額が２５０万円未満（消費税額 

            を含む）であっても、購入後の取扱い（研修）、保守・修理業務等を勘案し、 

            Ａランクの格付けを有するものであっても、入札への参加を認めることとす 

            る。 



 別表２ 

＜入札開始時間＞ 

午前 ９時１５分 

午前 ９時４５分 

午前１０時１５分 

午前１０時４５分 

午前１１時１５分 

午前１１時４５分 

午前１２時１５分 

午後１２時４５分 

午後１３時１５分 

 

 

午後１３時４５分 

午後１４時１５分 

午後１４時４５分 

午後１５時１５分 

午後１５時４５分 

午後１６時１５分 

午後１６時４５分 

午後１７時１５分 

午後１７時４５分 

 

 

 １４．その他 

 （１）契約の履行については、発注者の指示に従うこと。 

 （２）本事業は補助事業であり、入札後、理事会の審議及び岡山県への報告が必要とな  

    る。岡山県等から指導があった場合は従うこと。 

 （３）提出された入札参加申請書等は返却しない。 

   

 １５．特記事項 

 （１）製品については仕様書の参考機種と同等品以上を可とするが、事前に担当者の承 

    諾を得ること。 

 （２）受注者は購入物件の搬入設置を行うこととし、搬送、納品、設置、設定等に係る  

    費用は全て受注者の負担とする。 

 （３）瑕疵担保については物品売買契約書に従い、特に納品後 1年以内（メーカー保証 

調達案件名 営 業 種 目（大分類） 

封筒及びパンフレット 一式 文具・事務用機器、印刷類 

制服及びユニフォーム 一式 その他 

事務機器 一式 文具・事務用機器 

家具 一式 木工・家具類、文具・事務用機器 

家電 一式、ＡＶ家電 一式 機械器具類 

食器他 一式 機械器具類、その他 

車両 一式 車輌・船舶類 

カーテン（居室用） 一式 木工・家具類 

車椅子・ストレッチャー 一式、福祉用

具・その他 一式、シャワーキャリー 

介護リフト一式 

機械器具類 

ベッド 一式 木工・家具類、機械器具類 

マットレス 一式 木工・家具類、機械器具類 

医療機器等 一式 機械器具類 

リハビリ機器 一式 機械器具類 

特殊浴槽 一式 機械器具類 

ＯＡ機器（ハード） 一式 文具・事務用機器 

複合機 一式 文具・事務用機器、機械器具類 

蓄電池 一式 機械器具類 

電話設備及びＬＡＮ工事 一式 機械器具類 



    期間）の修理は無償とすること（発注者に故意のない場合）。また、軽微な調整及   

    び修理については無償とすることとし、消耗品については別途協議する。 

    ※メーカー保証期間が１年未満のものは、その期間とすることができる。 

 （４）故障等の緊急時には極力２４時間以内に対応するものとし、長期的に修繕保守が 

    可能であること。 

 （５）納品する物件はすべて新品とする。 

（６）（納品条件等） 

 １）納品前に担当者と事前協議すること。 

 ２）平成２６年３月３１日までに納品が完了すること。 

 ３） 搬入の際には車両等の進入、機器の移動等事故のないように十分配慮すること。 

 ４）作業中は施設内および施設外の備品等の汚損に十分注意を払うこと。 

 ５）設置後、職員に対し説明書を交付し、取扱の説明を行うこと。  

 

以上 

 


