
入札公告

次のとおり一般競争入札に付す。

令和４年５月19日

契約担当者

兵庫県尼崎南警察署長 鍋 克 巳

１ 内容

(1) 入札件名

兵庫県尼崎南警察署庁用品の納入

(2) 購入物品及び数量

別紙「調達庁用品一覧表」のとおり

(3) 購入物品の特質等

契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。

(4) 納入期間

契約担当者が指定する日時とする。

(5) 納入場所

契約担当者が指定する場所、課室とする。

(6) 入札方法

上記(2)の物品について入札に付する。

落札決定に当たっては、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るも

のとする。）をもって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110分の100に相

当する金額を入札書に記載すること。

２ 一般競争入札参加資格

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資

格(登録）者名簿に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出

納局物品管理課へ申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者

であること。

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資

格制限基準による資格制限を受けていない者であること。

(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出

期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けてい

ない者であること。

(4) 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及び民事再生法(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ない者であること。

(5) 暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第

３号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第

２号）第２条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

３ 入札の参加申込及び入札の方法等

(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説

明書の交付場所及び問い合わせ先

〒662-0062 尼崎市浜田町４丁目45番地

兵庫県尼崎南警察署会計課 担当 高路

電話 (06）6415－0110 内線 230



(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札

説明書の交付期間

令和４年５月19日（木）から同年５月26日（木）まで（土曜日及び日曜日を除く。）

午前９時から午後５時まで

(3) 入札・開札の日時及び場所

令和４年６月２日（木）午前10時30分

尼崎市浜田町４丁目45番地 兵庫県尼崎南警察署仮設庁舎２階 会議室

(4) 入札書の提出期限

上記(3)の入札･開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民

間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する

一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規

定する信書便（以下「郵送等」という。）による入札については、令和４年６月１日（水）

午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。

４ その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

(2) 入札保証金

契約希望金額（入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額）の100

分の５以上の額の入札保証金を令和４年６月１日（水）午後１時までに納入しなければな

らない。ただし、保険会社との間に契約担当者を被保険者とする入札保証保険契約を締結

した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。

(3) 契約保証金

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならな

い。ただし、保険会社との間に契約担当者を被保険者とする履行保証保険契約を締結した

場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。

(4) 入札者に要求される義務

本件入札に関する契約担当者の指示に従うこと。

(5) 入札に関する条件

ア 入札書は、前記３(3)の日時及び場所に直接持参すること。ただし、郵送等による入

札の場合は､令和４年６月１日（水）午後５時までに、前記３(1)の場所に必着のこと。

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時まで

に提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合

は、保険期間が契約締結予定日（令和４年６月９日（木））まであること。

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代

理をした者の入札でないこと。

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。

ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。

ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者

(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、

ア、エ又はオに違反し無効となったもの以外の者

(6) 入札の無効



本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした

入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反

した入札は、無効とする。

(7) 契約書の作成の要否

要作成

(8) 落札者の決定方法

入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規

則（昭和39年兵庫県規則第31号）第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範

囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。

(9) その他

詳細は、入札説明書による。



番号 品　名 規格等 品　番 単　価 数　量 額(税抜)

1 脇机 EX-150DS2 1 PLUS P.490

2 脇机 EX-150DS3 1 PLUS P.490

3 アームチェア RS-721N 15 PLUS P.501

4 会議机 幕板付 KT-PS60RN3　ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 12 コクヨ P.523

5 会議机 幕板付 KT-PS62RN3　ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 6 コクヨ P.523

6 会議机 幕板なし KT-S60RN3　 ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 48 コクヨ P.523

7 折りたたみイス 布張り FC-211S-N　ブルー 5 PLUS P.235

8 折りたたみイス FC-752E　　ブルー 200 PLUS P.236

9 ｽﾀｯｷﾝｸﾞ用台車 FC700用 FC-D1 10 PLUS P.238

10 ｴｺﾉﾐｰｻｰﾋﾞｽﾜｺﾞﾝ エレクター ESW-T3 4
ｽﾏｰﾄ
ｵﾌｨｽ

P.998

11 下置きセット３段 東京鋼器 MST-105-SB 1
ｽﾏｰﾄ
ｵﾌｨｽ

P.1020

12 組立式掃除用庫 エムテックス JCL-06KD WH 2
ｽﾏｰﾄ
ｵﾌｨｽ

P.1037

13 ホワイトボード プラス VS2-43SSJ 1
ｽﾏｰﾄ
ｵﾌｨｽ

P.1091

14 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠式ﾛｯｶｰ ｼﾞｮｲﾝﾃｯｸｽ SV-G10A(10人用) 4
ｽﾏｰﾄ
ｵﾌｨｽ

P.1033

15 両開保管庫 プラス JL-A185AWH 4
ｽﾏｰﾄ
ｵﾌｨｽ

P.1018

16 掃除用具ﾛｯｶｰ No.60N 3 PLUS P.463

17 長椅子 W1800 LS-861-N ブラウン 1 PLUS P.522

18 平机 LA-118H 32 PLUS P.115

19 テーブル ｵﾌｨｽｶﾌｪ TFK-WK1508MM-W1T1-1 4 コクヨ P.171

20 テーブル ｵﾌｨｽｶﾌｪ TFK-SC0909MM-1KT1-1 3 コクヨ P.173

21 椅子 ｵﾌｨｽｶﾌｪ K03-D04-GY0X-X2 8 コクヨ P.183

22 椅子 ｵﾌｨｽｶﾌｪ K03-D04-GYLK-X2 8 コクヨ P.183

23 椅子 ｵﾌｨｽｶﾌｪ K03-D04-GY5J-X2 6 コクヨ P.183

24 事務机 警視 SD-SR167D33N3 2 コクヨ P.332

25 平机 UR-188HN 2 PLUS P.098

26 平机 UR-107HN 3 PLUS P.098

「調達庁用品」一覧表

掲載カタログ等

計

消費税

合　計

（注意事項）

１　同等品の納品は認めない。

　　ただし、18の折りたたみイスについては同品色違いは協議に応じる。

２　備品の納品は最も早い場合で７月５日から７月１５日頃を予定している。

　　ただし、新庁舎建築状況により遅れる場合がある。
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