
　兵庫県警察が発注するオープンカウンターの実施については、財務規則（昭和39年兵庫県規則
第31号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、このオープンカウンター説明書による
ものとする。
1 オープンカウンターによる見積依頼

　「オープンカウンター」とは、調達に係る見積合わせにおいて、兵庫県警察が見積り
の相手方を特定せず、件名を公開し、一定の資格を有する見積参加希望者（以下「参加
者」という。）から見積書の提出を受け、契約の相手方（以下「契約者」という。）を
決定する方式の見積合わせをいう。

2 オープンカウンターに付する事項
  別添のオープンカウンター仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり

3 オープンカウンター参加要件
　オープンカウンターに参加することができる者は、次の要件をすべて満たし、兵庫県
警察の契約担当者（以下「契約担当者」という。）によるオープンカウンター参加要件
の確認を受けた者であること。

(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（以下「入札参加資格者名簿」という。）に登録されている者
であること。

(2) 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）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) 　オープンカウンターによる件名等の公開の日から契約者の決定の日までにおいて、
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及
び第３号に規定する暴力団員並びに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。

(6) 　兵庫県内に事業所を有する者であること。
4 見積書の提出　

(1) 　参加者は、オープンカウンター見積書（様式第２号。以下「見積書」という。）
を作成の上、契約担当者より指示された場合は、県が登録時に送付した「物品関係
入札参加資格審査結果通知書」の写しを添付して、仕様書に記載している提出期限
までに提出先へ持参又は郵送等により提出しなければならない。
　なお、見積書を持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く各日午前10時か
ら午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）の間に行うこと。

(2) 　兵庫県内に支店又は営業所等を有するが、入札参加資格者名簿に支店又は営業所
等を登録していない業者は、兵庫県内に有する支店又は営業所等が確認できる書類
を、前記(1)に併せて提出すること。

(3) 　見積書を郵送等により提出する場合は、見積書は封筒に入れて密封をするととも
に、その封皮に「見積書」と表記の上、氏名（法人の場合は、その商号又は名称）、
件名番号及び件名を記入し、二重封筒とし、外封筒の封皮に「見積書在中」と記入
しなければならない。

(4) 　提出した見積書は書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(5) 　契約者となる場合は、見積りの内訳が確認できる書類を提出しなければならない。
(6) 　見積書の作成及び提出に係る費用は、すべて参加者が負担する。
5 見積書の作成方法

(1) 　見積書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示
すること。

(2) 　見積書は所定の様式によること。
(3) 　見積書の記載に当たっては、次の点に留意すること。

ア　件名番号及び件名は、仕様書に示した件名番号及び件名とする。
イ　年月日は、見積書の提出日とする。
ウ　見積者の氏名及び押印は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏
　名とし、また、印章は県に届出のものとする。但し、見積書に電話番号、メール
　アドレス、連絡先氏名及び連絡先電話番号を記入した場合は、押印を省略するこ
　とができる。
エ　外国業者にあって押印の必要があるものについては、署名をもって代えること
　ができる。
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オ　見積書の見積金額には、総価を記載し消費税相当額は含まない。
(4) 　契約者の決定に当たっては、見積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額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その金額を切り捨
てるものとする。）をもって契約金額とするので、見積者は、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、見積もった見積金額の110分
の100に相当する金額（消費税相当額を除いた金額）を見積書に記載すること。万一誤
って記載したときは、新しい見積書を使用すること。

(5) 　一度提出した見積書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。
6 無効な見積書

次の各号のいずれかに該当する見積書は無効とする。
(1) 　前記３のオープンカウンター参加要件を満たさない者が提出した見積書
(2) 　見積書の記載又は押印に不備がある見積書
(3) 　金額を訂正した見積書
(4) 　錯誤により提出したと認められる見積書
(5) 　同一人により２通以上提出した見積書（そのすべて）
(6) 　提出期限までに提出先に到達しなかった見積書
(7) 　前記(1)から(6)に掲げるもののほか、オープンカウンターの参加条件に違反して提

出した見積書
7 同等品による参加

(1) 　仕様書の規格等欄に同等品可としている品目は、同等品によるオープンカウンター
の参加を認める。

(2) 　同等品によるオープンカウンターの参加を希望する者は、同等品申請書（様式第３
号）を作成の上、同等品として申請するもののカタログを添付して、提出期限までに
持参又は郵送等により申請を行い、見積書の提出前に承認の可否を契約担当者に確認
すること。

(3) 　前記(2)により承認された同等品の申請内容に虚偽、錯誤等があり、契約後に仕様
を満たしていないことが判明した場合は、当該仕様に瑕疵が認められない限り、その
一切の責任は契約者に帰属する。

8 契約者の決定
(1) 　見積書の開封は、提出期限の翌開庁日以後に行い、有効な見積書を提出した者で、

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを契約者として決定
する。

(2) 　契約者となるべき同価格の見積書を提出した者が２人以上ある場合は、立会人がく
じにより契約者を決定する。

(3) 　規則に基づき、契約金額に応じ、契約書を作成し、又は請書を徴する。
(4) 　提出期限までに見積書の提出者がいない場合又は見積書開封の結果、予定価格に達

する者がいない場合は、別途選定した者へ見積りを依頼し、随意契約の協議を行う。
9 結果の公表

(1) 　オープンカウンターの結果は、兵庫県警察ホームページおいて、契約者の決定後
に公表する。

(2) 　兵庫県警察ホームページにおいて公表に付する事項は、件名番号、件名、契約者及
び決定金額とする。

(3) 　兵庫県警察ホームページにおける公表を除き、オープンカウンターの結果に関する
   照会には応じない。

10 契約保証金
　規則に基づき免除する場合を除き、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。

11 債務不履行の場合の措置
(1) 　契約の解除

ア　正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。
イ　自己の責めに帰すべき理由により履行期間又は履行期限内に契約を履行しないと
　き、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
ウ　検査を妨げたとき。
エ　契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。

(2) 　契約保証金の処分
　契約が解除されたときは、県に帰属するものとする。

(3) 　違約金の納付
ア　履行延滞の場合は、契約金額につき年10.75パーセントの割合で計算した額を支
　払うものとする。



イ　契約解除された場合は、契約金額の10分の１に相当する額を支払うものとする。
　ただし、契約保証金を徴している場合においては、契約保証金の額を控除するもの
　とする。

12 委任等の禁止
　契約者は、契約事務の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただ
し、契約担当者の承諾を得た場合は、この限りでない。

13 暴力団等の排除
(1) 　契約担当者は、(3)の意見を聴いた結果、契約者が次の各号のいずれかに該当する

者（以下「暴力団等」という。）であると判明したときは、特別の事情がある場合
を除き、契約を解除するものとする。
ア　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、
　又は第３号に規定する暴力団員
イ　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

(2) 　11(2)及び(3)イの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
(3) 　契約担当者は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものと

する。
ア　契約者が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。
イ　前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するた
　めの措置を講じるために利用し、又は知事、兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病
　院事業管理者に提供すること。

(4) 　契約者は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求
を受けたときは、契約担当者にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その
捜査等に協力しなければならない。

14 調査への協力
(1) 　契約担当者は、この契約に係る契約担当者の適正な予算執行を検証するため、必

要があると認めた場合は、契約者に対し、契約担当者が行う調査に必要な出納に関
する帳簿の閲覧又は情報の提供等の協力を要請することができる。

(2) 　契約者は、契約担当者から前項の要請があった場合は、特別な理由がない限りそ
の要請に応じるものとし、この契約の終了後も、契約終了日の属する県の会計年度
を含む６会計年度の間は同様とする。

15 その他
(1) 兵庫県警察の都合により、オープンカウンターを中止する場合がある。
(2) 契約不適合があるときは、契約不適合責任等に係る法令を適用する。



様式第１号

２２１１９６

カッターマット外の納入

年 月 日

年 月 日

 650-8510

 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号

 兵庫県警察本部総務部会計課用度係

内線 担当 上月

1 枚

40 パック

1 パック

5 箱

20 個

1 ｾｯﾄ

1 ｾｯﾄ

1 箱

2 箱

600 本

番号 品　目

オ ー プ ン カ ウ ン タ ー 仕 様 書

件　名　番　号

件　　　　　名

数 量 メーカー

パイロット

摘要

同等品可

型番・規格等

郵 便 番 号

住 所

名 称

連 絡 先

蛍光ペン(オレンジ)
フリクションライトA

2257
電話(078)341-7441
 FAX(078)341-5169

オルファ 134B

9

10

特記事項

兵庫県警察本部の指定する場所

2022 12 16

2023 1 31

4

5

6

7

8

カッターマット

式辞用紙

1

2

3

納　入　場　所

納　入　期　限

提　出　期　限

提　出　先　等

蛍光ペン(イエロー)
フリクションライトA

カラーインデックスA4
タテ・5山

ﾎﾟｽﾄ・ｲｯﾄ・ｼﾞｮｰﾌﾞｲﾝ
ﾃﾞｯｸｽ

多機能吊り下げひも
〈ｱｲﾄﾞﾌﾟﾗｽ〉

マルアイ

ｹﾐｶﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ

カウネット

サンケーキコム

GP-ｼｼ10

SP-3

4235-6943

DBR-000P-BK

同等品可

同等品可

同等品可

パイロット

ｱｽｸﾙｵﾘｼﾞﾅﾙ

再生原料入りﾎﾟﾘ袋

食器用洗剤

ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟｼﾞｬﾝﾎﾞ

1～3 　兵庫県警察本部12階総務課公安委員会補佐室
4　　　兵庫県警察本部17階情報管理課
5～27　兵庫県警察本部12階会計課
28～31 兵庫県警察本部13階監察官室
32～54 兵庫県警察本部13階警務課

同等品可

同等品可

同等品可

296-9933

296-9871

947-5022

6272-6054

ナフーＬ7-1

スリーエムジャパン

コクヨ



継　紙

100 本

10 パック

2 パック

27 パック

3 パック

26 パック

110 袋

3 パック

3 パック

3 個

5 包

3 本

2 袋

1 個

2 箱

2 パック

1 パック

5 箱

1 パック

20 本

ソフト名札ケース（名刺サ
イズチャックなし）

吊り下げひも〈アイド
プラス〉

22 鉛筆補助軸 デビカ
043-303
消しゴム無

同等品可

トンボ鉛筆 WA-RI91

21 NEWファインカラー 北越ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

20 蛍コートチャージャー

クリーム色
KNFKRA4 500枚入り

同等品可

24 回転印 シャチハタ NFD-4G 同等品可

23 保護版 リヒトラブ P-402　５枚入り

同等品可

26
ﾎﾟｽﾄ･ｲｯﾄｼﾞｮｰﾌﾞ透明見
出し/透明ｽﾘﾑ

ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ 6831NE

25
ﾃﾌﾟﾗ PROｼﾘｰｽﾞ ﾃｰﾌﾟｶｰﾄ
ﾘｯｼﾞ 10個入(12mm)

キングジム SS12K-10PN

13 カウネット 4240-4477 同等品可

14

30 蛍光ペン 三菱鉛筆 PUS155-2

29 プラスチック消しゴム シード S-60-40P 同等品可

28 カードケース コクヨ VD-ｸｹ-8014X10 同等品可

27
ｸﾘﾔｰﾌﾞｯｸ替紙[Ｋ２]
A4ﾀﾃ(100枚入)

コクヨ K2ﾗ-RF30H60-100

11
多機能吊り下げひも
〈ｱｲﾄﾞﾌﾟﾗｽ〉

コクヨ ナフーＬ7-4

12 コクヨ ナフーＬ6-10ＮＹ

16 保護シートパック ﾆｯｹﾝﾊｰﾄﾞｳｪｱ IDJ-D01

再剥離Ａ4ｻｲｽﾞｼｰﾄﾊﾟｯｸ ﾆｯｹﾝﾊｰﾄﾞｳｪｱ IDJ-C01

15
再剥離ﾊｶﾞｷｻｲｽﾞｼｰﾄﾊﾟｯ
ｸ

ﾆｯｹﾝﾊｰﾄﾞｳｪｱ IDJ-C02

ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ 682-1-B 同等品可

18
ポスト・イット
ジョーブ　インデックス ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ 682-1-RE 同等品可

17
名刺用ケース　ハード
タテＩＤ

オープン工業 NB-351

番号 品　目 数 量 メーカー 型番・規格等 摘要

19
ポスト・イット
ジョーブ　インデックス



継　紙

20 本

10 包

10 袋

1 袋

5 冊

8 枚

3 パック

2 冊

2 冊

2 冊

300 冊

6 パック

2 箱

1 箱

1 パック

1 箱

3 箱

10 パック

10 パック

3 パック

YYSS17-BK 同等品可

32
コピー用紙(低価格タ
イプ)

コクヨ PPC-NAA4 同等品可

数 量

31 ボードマーカーＥＺ ゼブラ

番号 品　目 メーカー 型番・規格等 摘要

34
インクジェットプリン
タ用 紙ラベル

コクヨ KJ-8163-100N 同等品可

33
貼ってはがせる はか
どりラベル(44面)

コクヨ KPC-HE1441-100N 同等品可

36 クリップボード（K2） コクヨ K2ﾖﾊ-PS73B 同等品可

35
レバーファイル（Z
式）ダークグレー

コクヨ フ-320NDM 同等品可

38
ホルダーケース〈K2〉(５
山インデックスホルダー
付)青

コクヨ K2ﾌ-7705B 同等品可

37
クリヤーホルダー（ｽﾀ
ﾝﾀﾞｰﾄﾞ100枚ﾊﾟｯｸ）

カウネット 4112-2068 同等品可

40
ホルダーケース〈K2〉(７
山インデックスホルダー
付)ピンク

コクヨ K2ﾌ-7705P 同等品可

39
ホルダーケース〈K2〉(６
山インデックスホルダー
付)緑

コクヨ K2ﾌ-7705G 同等品可

42
個別フォルダーエコノ
ミータイプピンク

iimo EM-A4IFPX50 同等品可

41
個別フォルダー
〈NEOS〉オフホワイト

コクヨ A4-NEIF-W 同等品可

44 エコパッカー角形0号 菅公工業 ホ079 同等品可

43
テープのり〈ﾄﾞｯﾄﾗｲ
ﾅｰ〉替えﾃｰﾌﾟ

コクヨ ﾀ-D400-08NX10

46
ﾎﾟｽﾄ･ｲｯﾄ強粘着ノート
ﾊﾟｽﾃﾙｶﾗｰ 4色混色

ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ 6561SS-K 同等品可

45 強粘着ふせん カウネット 4240-9168 同等品可

48
プロパスカードリッジ (専
用カードリッジ) 空色 三菱鉛筆 PUSR80-48

47
ポスト･イットジョーブ
エコノパックインデッ
クス

ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ 6821-1-RB 同等品可

50
add good 除湿剤
800ml×３個パック

アドグッド 810022 同等品可

49
プロパスカードリッジ (専
用カードリッジ) 黄色 三菱鉛筆 PUSR80-2



継　紙

5 個

1 箱

2 パック

5 巻

52
ニューズペーパータオル
エコノミー業務用パック 春日製紙工業 K-N170×40 同等品可

摘要

51
シルコットピュア
ウォーター

ユニ・チャー
ム

404780 同等品可

番号 品　目 数 量 メーカー 型番・規格等

54 PPテープ 軽梱包用 カウネット 4122-6087 同等品可

53 コイン形リチウム電池 Panasonic CR2032/4H 同等品可



様式第２号

￥ （税抜き）

　　上記の件名については、財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）、オープンカウンタ

  ー説明書、オープンカウンター仕様書その他関係書類を熟知の上、上記の金額をもって

  見積りします。

令和　　年　　月　　日

兵庫県契約担当者

兵庫県警察本部長　　様

住所

商号又は名称

代表者氏名

電話番号

メールアドレス

なお、

当　社 課税事業者

は消費税に係る であることを届け出ます。

　私 免税事業者

（注）課税事業者・免税事業者のうち該当する文字を囲むこと。

連絡先氏名

連絡先電話番号

見 積 金 額

２２１１９６件 名 番 号

カッターマット外の納入件 名

オープンカウンター見積書



様式第３号

　上記の品目について、同等品として認めてくださるよう申請します。

　　令和　　年　　月　　日

兵庫県契約担当者

　兵庫県警察本部長　　様

住所

商号又は名称

代表者氏名

電話番号

メールアドレス

連絡先氏名

連絡先電話番号

同　等　品　申　請　書

２２１１９６件 名 番 号

件 名 カッターマット外の納入

規　格　等品目番号


