
一般競争入札公告 

 

特定非営利活動法人しあわせサービス グループホーム花にしかわつの備品調達について、下記によ

り一般競争入札を行いますので公告します。 

 

平成２９年１月３０日 

 

特定非営利活動法人しあわせサービス 

理事長 永田 功 

 

                     

                      記 

 

１．競争入札に付する事項   

  （１）入札項目 

① 事務用備品等 

② 軽自動車     

  （２）納入期限 

     平成２９年３月１７日（金） 

  （３）納入場所 

     松江市西川津町６９９－３ 

     グループホーム花にしかわつ（建設中。平成２９年２月中旬竣工予定） 

 

 

２．入札参加の資格要件 

国・島根県・松江市の補助事業であるため、所定の要件を満たす必要があります。内容についてご

不明の点は、お問い合わせください。 

 

３．入札日時、場所 

 （１） 入札日時  平成２９年２月１４日（火）   

           ① 事務用備品等  午後２時００分～ 

           ② 軽自動車    午後２時２０分～ 

（２） 入札場所  松江市学園南 1 丁目３４３  （一畑バス車庫入り口付近です） 

サービス付き高齢者向け住宅 がくえんハイム    

   

その他入札の詳細については、入札説明書のとおりです。 

 



入札説明書 

 

平成２９年１月３０日付けで公告した特定非営利活動法人しあわせサービス グループホーム花にし

かわつの備品調達に係る一般競争入札の詳細については、次のとおりです。 

 

平成２９年１月３０日 

 

特定非営利活動法人しあわせサービス 

理事長 永田 功 

 

                    記 

１．競争入札に付する事項   

  （１）入札項目 

① 事務用備品等  【仕様書】 

② 軽自動車     【仕様書】 

  （２）納入期限 

     平成２９年３月１７日（金） 

  （３）納入場所 

     松江市西川津町６９９－３ 

     グループホーム花にしかわつ（建設中。平成２９年２月中旬竣工予定） 

 

２．入札参加の資格要件 

国・島根県・松江市の補助事業であるため、次に掲げる要件をすべて満たす者とします。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（２）本入札の公告日から入札までの期間に、国及び島根県、松江市の契約に係る指名停止等の入

札参加制限の措置等を受けていないこと。 

（３）松江市に本店又は営業拠点があり、故障時等に 1 時間以内にサポートできる体制があるこ

と。 

（４）松江市の直近の入札参加資格者名簿の登録部門 物品に登録されている者であること。 

（５）上記（４）の規定にかかわらず松江市の直近の入札参加資格者名簿に登録がなされていない

場合は、次の項目をすべて満たすこと。 

   ①営業の開始に関し、官公庁の許可、認可、届出等を必要とする業務については、これを得

ている者 

   ②松江市税及び国民健康保険料を滞納していない者 

   ③消費税及び地方消費税を滞納していない者 

   ④社会保険料を滞納していない者 



   ⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員又は同

条第２号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させて

いないこと 

 

３．入札参加・受付期間等 

 （１） 受付期間  平成２９年１月３０日（月）～平成２９年２月７日（火）正午まで 

 （２）  提出書類  直近の松江市入札参加資格認定通知書（登録部門 物品）の写し 

                      ※松江市入札参加資格者名簿に登録がなされていない場合は、お問い合わせ 

ください。 

（３） 提 出 先  〒６９０－１２２１ 松江市美保関町北浦６２４－１ 

   グループホームゆめの丘  Tel   0852-75-0160 

                FAX  0852-75-0161 

担当 平塚美樹 

  （４）  提出方法  持参のみ 

 

４．現場説明等について 

（１） 現場説明  実施しない。 

（２）  質疑及び回答等 

      質疑は、平成２９年２月８日（水）正午までにグループホームゆめの丘 平塚宛Ｆ 

       ＡＸにて受付（様式任意） 

      回答は、平成２９年２月１０日（金）午後４時までに入札参加資格がある全業者にＦ 

ＡＸにて回答    

 

５．入札及び落札者の決定等 

 （１） 入札日時  平成２９年２月１４日（火） 

           ① 事務用備品等  午後２時００分～ 

           ② 軽自動車    午後２時２０分～ 

（２） 入札場所  松江市学園南 1 丁目３４３  （一畑バス車庫入り口付近です） 

サービス付き高齢者向け住宅 がくえんハイム    

（３） 入札方法   一般競争入札 

（４） 予定価格   有（非公開） 

（５） 最低制限価格 設けない 

（６） 入札保証金  免除する 

（７） 入札金額   備品本体、付属品等の合計額とし、消費税を除いた金額とすること。 

（８） 落札方法   予定価格以下で有効な入札をした者のうち、最低価格で入札した者を落札

者とする。なお、同じ最低価格をもって入札した者が２人以上ある場合

は、くじにより順位をつけ再度入札を行う。２回目までの入札で落札者が

決定しない場合は、最低価格を提示した者と随意契約の交渉を行う。 



（９）  入札辞退   入札前の場合は、入札辞退届を入札開始までに法人まで提出すること。 

              入札執行中の場合は、入札辞退届またはその旨を記載した入札書を入札執行

者に提出すること。 

（10） 代理人入札  代理人によって入札する場合は、当日、入札前に委任状を入札執行者に提出

すること。 

(11)   入札書・委任状の宛名  特定非営利活動法人しあわせサービス 理事長 永田 功 

(12)   様式        入札書等の様式は、松江市の様式に準じて作成すること。 

(13)   その他    入札後、本公告、仕様書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てるこ

とはできない。また、本入札条件を満たしていないことが判明した場合は、入

札は無効とする。 

  

６．契約について    契約金額は、落札額に消費税を加えた金額（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た金額）とし、落札した者は、５日以内に契

約を締結すること。また、契約に要する費用は、落札者の負担とする。 

 

   

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

《 仕 様 書 》 

 

（入札項目） 事務用備品等 

 
 品  名       メーカー    品  番        規格・寸法     数 量 

木製肘付チェア（SH390 別注）    クレス    クレプトＷ３ビニールレザー  W530D510H790SH390    20 脚 

Ｂランク張地   

脚端フェルトキーパー取付け   クレス                                       80 個 

テーブル（車椅子対応）     クレス   ＴＢ2748          W1600D900H750       4 台 

スタッキングチェア       イトーキ  ＫＬＣ230ＤＲＺ5Ｗ8         W535D490H770SH430     20 脚 

 

片袖デスク ３段        イトーキ  ＣＺＲ－107ＣＢＳ－9    W1000D700H720       2 台 

事務用チェア（トルテ）肘無し  イトーキ  ＫＺ－240ＧＢ－Ｔ1     W450D545＊810～900     2 脚 

シンラインキャビネット引戸 上下段 イトーキ  ＨＴＭ－109ＧＳＮ      W900D450 H1038       4 台 

上記用ベース          イトーキ  ＨＴＭＡ－069ＢＡ       H60                    2 台 

 

８人用ロッカー         イトーキ  ＨＤＴ－6342ＳＬ－ＷＥ    W900D515H1790      2 台 

テーブル            イトーキ  ＤＤＣ－127Ｆ－Ｚ９      W1200D750H720      1 台 

エレックチェア         イトーキ  ＫＬＣ－620ＧＢ－       W510D490H745       4 脚 

ソファーベッド         オリバー  Ｓ・ＳＡ－141Ａ Ｂ張地   W1870D730H760      2 台 

 

ＴＶ台兼用チェスト       アイリスチトセ ＦＣ－Ｍ               W590D415H843        20 台 

 

       

 
・同等品も可とする。その場合は、平成２９年 2 月８日（水）までに協議すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

《 仕 様 書 》 

 

（入札項目） 軽自動車 

  
 ホンダ Ｎ－ＢＯＸ ＦＦ ＧＬパッケージ（ＡＴ）     数量 ２台 
   〇リアシートスライド付 
   〇ドアバイザー フロント/リア用 左右４枚セット 
   〇フロアカーペットマット（スタンダード）ＦＲ/ＲＲセット スライドリアシート

装備車用 
   〇マッドガード（フロント/リア左右４点） 
   〇ディスプレイオーディオ・ベーシックモデル（バックカメラ付き）取付付属品一

式を含む 
   〇納車に係る諸手続き一式   

 
 

 ※ ・任意保険は、別途契約のため不要 
・同等品も可とする。その場合は平成２９年２月８日（水）までに協議するこ 
と。 

 

 

 

 

 

 


