公立陶生病院組合

公告

職員食堂等家具 一式に関する制限付き一般競争入札（以下「一般競争入札」とい
う。）については、次のとおり。
平成２９年１２月１２日
公 立 陶 生 病 院 組 合
管理者 瀬戸市長 伊藤保德
１

一般競争入札に付する事項
（１） 物 品 購 入
職員食堂等家具 一式
（２）供 給 場 所
瀬戸市西追分町１６０番地（公立陶生病院）
（３）物品購入概要
（４）納入期限

別紙職員食堂等家具仕様書のとおり
平成３０年３月３１日まで

２

一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
（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
しない者であること。
（２）平成２８・２９年度瀬戸市入札参加資格者名簿（物品等）に業務分類「製造・
販売」の（１３２ 文房具・事務用機器）及び（１２５ 寝具・室内装飾・
家具）に係る業種が登載されている者であって、入札参加資格申請をする本
店又は営業所等を愛知県内に設置している者であること。
（３）公告の日から入札日までの間において、公立陶生病院組合から指名停止措置
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）に基づき更生手続開始の申立がな
されている者にあっては、同法に基づく更生手続開始の決定を受けていること。
（５） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき民事再生手続開始の申立
がなされている者にあっては、同法に基づく再生手続開始の決定を受けている
こと。
（６） その他の法令、規則等に違反していない者であること。

３

入札参加資格の確認等
（１） 入札参加を希望する者は、別に配布する一般競争入札参加資格確認申請書及
び関係資料（以下「資格確認申請書」という。）を次のとおり持参により提出
し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、競争入札参加資格の適否については、平成２９年１２月２１日（木）
に資格確認申請者に対し、一般競争入札参加資格確認通知書（以下「確認通知
書」という。）により通知するものとする。
① 資格確認申請書の配布期間
平成２９年１２月１２日（火）から平成２９年１２月１９日（火）まで
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（土曜日、日曜日及び祝日を除く）
② 資格確認申請書の提出期間
平成２９年１２月１３日（水）から平成２９年１２月１９日（火）まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く）
③ 時間
午前９時から午後５時まで（正午から午後 1 時までを除く）
④ 提出部数
１部
⑤ 提出場所
公立陶生病院 経営戦略室
⑥ その他
（ア） 書類提出に係る費用は、提出者の負担とする。
（イ） 提出された書類は、返却しないものとする。
４

入札執行の日時
（１）日時
平成３０年１月５日（金） 午後２時４０分
（２）場所
公立陶生病院 南棟 ５階 第１会議室

５ 入札保証金
（１） 一般競争入札に参加しようとする者は、公立陶生病院組合契約規則第９条に
基づき、その見積る契約金額の１００分の５以上の入札保証金を平成２９年
１２月２８日（木）までに納めなければならない。
（２） 次に掲げる場合においては、公立陶生病院組合契約規則第１２条により、 入
札保証金の全部又は一部を免除することができる。
① 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に公立陶生病院組合
を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
② 一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれ
がないと認められるとき。
６

入札の執行
（１） 入札書は本人又は委任状を提出、確認通知書を提示した代理人が持参するこ
とにより行うものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。なお、会
場への入場者は各資格者２名以内とする。
（２） 入札回数は５回（再度入札は４回）とする。
（３） 資格確認の結果、一般競争入札参加資格を有する者が１社である場合又は入
札に参加する者が１社である場合においても、原則として入札を執行するもの
とする。
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（４） 入札参加者は、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額
（消費税抜き）を入札書に記載すること。
（５） 落札者は、入札書に記載される入札金額に対応する物品内訳書を提出しなけ
ればならない。
７

８

予定価格等
予定価格は公表しない。
入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） 入札参加者の資格を有しない者のした入札
（２）
（３）
（４）
（５）
（６）
（７）
（８）
（９）

９

所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
入札書の入札金額を訂正している入札
入札に際して談合等による不正行為があった入札
同一事項の入札に対し、２以上の意思表示をした入札
記名押印のない入札
入札書の記載事項が確認できない入札
その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札

契約
契約書の作成を必要とする。

１０ 契約保証金
（１）落札者は、公立陶生病院組合契約規則第３３条に基づき、契約金額の１００
分の１０以上の金額の契約保証金を納めなければならない。
（２）落札者が次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付
を免除するものとする。
① 契約の相手方が保険会社との間に当組合を被保険者とする履行保証保険契
約を締結したとき。
② 契約の相手方が過去２年間に国（公社及び公団を含む。）又は地方公共団
体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これ
らをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがない
と認められるとき。
１１ 支払条件
物品納入時一括支払とする。
１２ その他
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（１） この公告に記載していない事項については、地方自治法、同法施行令、公立
陶生病院組合契約規則等の定めによる。
（２） 資格確認申請書等に虚偽の記載をした場合においては、公立陶生病院組合指
名停止要領に基づき、指名停止を行うことがある。
１３ 問い合わせ先
公立陶生病院組合 管財経理課用度係
瀬戸市西追分町 160 番地
電話 0561-82-1945（ダイヤルイン）

4

調達内訳書（職員食堂等家具）
設置場所

品名

数量

職 テーブル（６人用）
員
テーブル（４人用）
食
堂 椅子
４Ｆ

職 椅子
員
サ テーブル（６人用）
ロ
ン ベンチ（３人用）

設置場所

品名

４Ｆ

テーブル（円形又は角形）
職 椅子
員
サ テーブル（６人用）
ロ
ン ベンチ（３人用）
テーブル（円形又は角形）

備考

備考

参考製品④
コクヨマーケティング株式会社
形式
備考

T18-180

MT-JTTR187S81MAW

3 1200×750以上

DTN-C2-1275

T18-125

MT-JTTR127S81MAW

FANTE CHAIR

KINO-2MN

CK-164VRB4

DT-P17-900φ5N

HTS2φ100

XY-TWT88SW2AMC1

FANTE CHAIR

KINO-2MN

CK-164VRB4

2 1800×750以上

DTN-C2-1875

T18-180

MT-JTTR187S81MAW

3

LOF-3B-FNC

S472-11WB

5 φ900程度
S472-11WB

XY-BWSS18MC1

6 φ600程度

数量

職 テーブル（６人用）
員
テーブル（４人用）
食
堂 椅子

備考

参考製品③
飛騨産業株式会社
形式

DTN-C2-1875

38

テーブル（円形又は角形）

参考製品②
愛知株式会社
形式

9 1800×750以上

92

テーブル（円形又は角形）

参考製品①
ナゼロ株式会社
形式

備考

備考

HSK-6080
参考製品⑤
株式会社岡村製作所
形式

参考製品⑥
株式会社オリバー
形式

備考

参考製品⑦
株式会社イトーキ
形式

備考

9 1800×750以上 8189SD MU17

STT-554・NB・R/SLB-51・SL・L 天板・脚セット DDC-187F

3 1200×750以上 8189SF MU17

STT-554・NB・L/SLB-51・SL・S 天板・脚セット DDC-127F

92

8104FX P652

SCW610NB

5 φ900程度
38

STT-554・MO・I/SLB-50・SL
L409AB MW71

SCW610NB

2 1800×750以上 8189SD MU17
3

LB55ZD PB21

6 φ600程度

MB29AE MW71

600×850

KJA-380DFZ517K9
天板・脚セット TNV-09C7ER-94
KJA-380DFZ517K9

STT-554・NB・R/SLB-51・SL・L 天板・脚セット DDC-187F
LLF-310C-A3
600×750

TRA-060LC-W998

備考

800×800

