
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

令和４年５月23日

支出負担行為担当官

兵庫県警察会計担当官

桐 原 弘 毅

１ 調達内容

(1) 契約の名称

Septa Cathode Buffer Container for the 3500 series Genetic Analyzer

（4410715）３式 外19件の購入

(2) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。

(3) 履行期限 令和５年３月31日

(4) 納入場所 入札説明書による。

(5) 今後調達が予想される数量及び入札公告予定時期 なし。

(6) 入札方法 上記１(1)の件名で総価で入札に付する。

(7) 入札書の記入方法等 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。入札者は、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。なお、入札書の金額欄は円未満切り

捨り捨てとする。

２ 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被

保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、

特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和４・５・６年度年内閣府競争参加資格（全省庁統一資格)「物品の製造」又は｢物

品の販売」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされている者であること。

(4) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準

ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな

いこと。

３ 入札書の提出場所等

(1) 入札書の提出場所、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

〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号

兵庫県警察本部会計課用度係 代谷 電話078-341-7441（2256）

(2) 入札書受領期限 令和４年６月６日 午後５時00分

(3) 開札の日時及び場所 令和４年６月７日 午前10時00分

兵庫県警察本部本館 12階会計課室

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) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札者に求められる義務 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書の

ほかに２の(3)を証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければな

らない。入札者は、提出した書類に関し支出負担行為担当官から説明を求められた場

合は、それに応ずる義務を有するものとする。

(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。

(5) 契約書作成の要否 要

(6) 落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると支出負担行為担当官が判断

した入札者であって、予算決算及び会計令第79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者を落札者とする。

(7) 手続きにおける交渉の有無 無

(8) 詳細は入札説明書による。



令和４年５月２３日

入 札 説 明 書

１ 契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地

(1) 契約担当官等 支出負担行為担当官

兵庫県警察会計担当官 桐原 弘毅

(2) 所属する部局 兵庫県警察本部

(3) 所 在 地 〒６５０－８５１０

神戸市中央区下山手通５丁目４番１号

２ 競争入札に付する事項

(1) 契 約 の 名 称 Septa Cathode Buffer Container for the 3500 series Genetic

Analyzer（ 4410715）３式 外19件の購入

(2) 物品等の規格 別添仕様書のとおり

(3) 納 入 期 限 令和５年３月３１日

(4) 納 入 場 所 兵庫県警察本部科学捜査研究所

３ 競争の方法

一般競争入札による。

４ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は

被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場

合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和４・５・６年度内閣府競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の製造」又は「物品の販

売」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされている者であること。

(4) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者とし

て、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

５ 入札書の提出場所等

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先

〒６５０－８５１０ 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号

兵庫県警察本部会計課

質問事項は令和４年５月３１日までに書面により提出することを原則とし、軽微なものに

ついては電話でさしつかえない。

連絡先 ０７８－３４１－７４４１

担 当 （内線）２２５６ 会計課 代谷

(2) 入札書受領期限

令和４年６月６日（月）午後５時００分

６ 開札日時及び場所

(1) 日 時 令和４年６月７日（火）午前１０時００分

(2) 場 所 兵庫県警察本部本館12階会計課室



７ 入札及び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に限る。

８ 入札保証金及び契約保証金

徴収免除

９ 入札及び開札

(1) 入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読のうえ、入札しなければな

らない。この場合において、入札説明書について疑義があるときは、関係職員に説明を求めるこ

とができる。

ただし、入札後はこれら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) 入札参加者の入札金額は、輸送費、保険料及び関税等指定する履行場所での引き渡しまでに要

する一切の諸費用を含むものとする。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセント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業者であるかを問わず、

見積もった金額の110分の100に相当する金額（消費税相当額を除いた金額）を入札書に記載する

こと。

(3) 入札参加者は、別紙様式１の入札書を直接又は郵送（書留郵便に限る。）により提出しなけれ

ばならない。

(4) 入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して提出しなければならない。

ア 入札金額（総価）

イ 入札者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名）及び代表者印の

押印（社印を使用する場合は、社印を押印すること。）

(5) 書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨朱書

し、中封筒に入札件名及び開札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書の受

領期限までに提出しなければならない。

なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。

(6) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。また、

代理人が入札書を記載する場合は、当該入札書に代理人である旨の表示をすること。

(7) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることがで

きない。

(8) 入札参加者は、提出した入札書を書替え変更又は取消しすることはできない。

(9) 入札参加者は、次に掲げる事項を令和４年６月６日までに提出すること。

また、郵送による入札書提出の場合は、これらの書類を同封すること。

ア ４に係る競争参加資格の確認のために必要な書類（別紙様式２）

(10) 上記の書類は、兵庫県警察本部において事前に審査を行い、当庁の要求する条件を満たし得る

と判断した者による入札書を落札決定の対象とする。

(11) 入札参加者は、入札書に提出した書類に関し、兵庫県警察本部から説明を求められた場合は、

それに応ずる義務を負うものとする。

なお、説明の義務を履行しない者の入札書は、落札決定の対象としない。

(12) 開札は、コロナ感染防止を考慮し入札参加者の立ち合いはなしとする。

ただし、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせるものとする。

10 入札の無効

次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。

(1) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書

(2) 前記９(4)に掲げる事項の記載のない入札書

(3) 金額を訂正した入札書

(4) 誤字、脱字、脱漏、汚染、塗抹等により意思表示が不明確な入札書



(5) 不当に価格のつり上げ、つり下げ、談合等の背信又は連合と認められる入札及び疑いのある入

札

(6) 同一の入札について、２通以上提出された入札書

(7) 前記９(7)に違反した入札書

(8) 入札公告等に示した受領期限の日時までに到着しない入札書

(9) 入札公告により一般競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格

を有するものと認められることをあらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る

審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有する者と認められなかったときの入札書

11 契約書作成の要否及び契約条項

(1) 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。

(2) 契約書は、別紙の契約書のとおりとする。

(3) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。

なお、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ものとし、当該金

額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあった金額とする。

12 落札者の決定方法

(1) 予算決算及び会計令第７９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 低価格

をもって有効な入札を行った入札書を落札者とする。

(2) 前項の場合において、落札者となるべき同価の入札を行った者が２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決定する。

(3) 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、こ

れに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。

13 誓約書の提出

契約の相手方は、契約締結時において、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又

はこれに準ずる者に該当していない旨表明確約するとともに、暴力団員等による不当介入を受けた

場合の措置について遵守する旨誓約した文書（別紙様式３）を提出するものとする。

14 再度入札

(1) 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちに

再度の入札をするものとする。

(2) 再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、意義申し立て

はできない。

15 書類等の返却

入札説明書、仕様書、契約書及び入札心得は、入札前に当局に返却すること。
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