
公 告 

 

制限付一般競争入札（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

５の２の規定により参加者の資格を定めて行う一般競争入札をいう。）を行うので、政令 167 条の６第１

項及び倉吉市財務規則（平成 12 年倉吉市規則第 30 号。以下「規則」という。）第 104 条の規定に基づき、

次のとおり公告する。 

 

本入札への参加を希望する者は、次に定める事項のほか、規則に定める事項を承知の上、応募するこ

と。 

 

令和元年 11 月５日 

 

倉吉市水道局  

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

調
達
内
容 

品名及び数量 高感度濁度計 １台 

納入場所 倉吉市東巌城町 （東巌城町水源地） 

業務内容 物品購入 （仕様は別紙のとおり） 

納期 令和２年２月 28 日まで 

予定価格 非公表 

発注担当課 倉吉市水道局工務課 

入
札
参
加
資
格 

入札参加資格 

１、平成 29 年～令和元年度倉吉市物品・役務等入札参加資格者名簿に記載があ

り、その営業種目分類が医療・理化学機器類の理化学機器（分類番号 9-3）

に、この公告日の前日までに登録されているものであること。 

２、平成 29 年度以降に、国（公社・特殊法人を含む）又は地方公共団体等と種

類（医療・理化学機器類の納品）をほぼ同じくする契約を２回以上履行し

た実績を有する者。 

３、政令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

４、入札の日において、倉吉市から指名停止措置等を受けていない者であるこ

と。 

５、入札の日において、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手

続開始の申立てがなされている者及び民事再生法（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る者でないこと。 

６、入札開始時刻までに入札場所に参集した者。 

応
募
方
法 

提出場所 倉吉市水道局 
住 所 鳥取県倉吉市八屋 307 番地 1 

電 話 0858-26-1649（係直通） 

事前提出書類 次に揚げる書類に必要事項を記入し、入札日当日（入札開始の前）に発注者に



提出すること。 

１、入札参加申込書（様式１） 

２、納入予定機器の仕様がわかる資料（カタログ等） 

入札書類 
１、入札書（様式２） 

２、委任状（様式３）（代理人をして入札させる場合） 

提出部数 １部 

郵送等の可否 不可 

納
入
仕
様
書
に
関
す
る
質
問
等 

受付期限 

令和元年 11 月 13 日（水）までの日（倉吉市の休日を定める条例（平成元年倉

吉市条例第２号）第２条第１項に規定する市の休日（以下「市の休日」という。）

を除く。）の午前８時 30 分から午後５時まで 

回答期限 令和元年 11 月 15 日（金）午後５時まで 

提出方法 

持参、郵便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「信書便」とい

う。）により提出すること。なお、郵便又は信書便により提出する場合は、受付

期限に到着したものに限り有効とする。 

留意事項 

納入仕様書に関する質問（様式４）及び回答は、倉吉市ホームページにおいて

閲覧できる。また、納入仕様書に関する情報を公告に定める質問回答期限まで

に倉吉市ホームページに掲載するので、入札参加者は確認の上、応札すること。
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発注方式 制限付一般競争入札 

入札日時 令和元年 11 月 19 日（火）午後２時から  即時開札 

入札場所 倉吉市水道局 会議室 

入札方式 紙入札 

郵便等の可否 不可 

入札保証金 免除 

契約保証金 

落札者は、契約保証金として契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納付しなけ

ればならない。この場合において、規則第 85 条に定める担保をもって契約保証

金の納付に代えることができる。 

なお、規則第 84 条の規定により、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する

ことができるので、その場合は申請（様式５）すること。 

落札者の決定 

１、この公告に示した調達内容を遂行できると判断した入札者であって、予定

価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とす

る。 

２、落札者となるべき同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちに、当該入

札者にくじを引かせて落札者を決定する。その場合において、当該入札者

のうちくじを引か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る。 

３、入札参加者が一者の場合であっても入札は有効とする。 
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特記事項 

開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、または入札に関し不正の

行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止

し、又は取り止めることができる。 

入札条件 

１、入札書に記載された金額（以下「入札金額」という。）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、その端数金額を切捨てた金額）をもって落札金額とするので、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（様式２）に記載すること。 

２、入札書に記載する金額は、算用数字で記載しなければならない。 

３、入札者は提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

４、入札書の記載事項について、抹消、訂正又は挿入をしたときは、当該抹消

等を行った箇所に押印しなければならない。ただし、入札金額はこれを改

めることはできない。 

５、代理人をして入札をさせようとするときは、必ず委任状（様式３）を提出

すること。 

６、入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者

の代理をすることはできない。 

７、入札参加者は、令第 167 条の４第２項の規定に該当する者を代理人とする

ことはできない。 

８、入札の場所への立入りは、入札参加者又は入札参加者の代理人のいずれか

１人とする。 

９、入札書に記載する金額は、物品の購入金額をはじめ、当該物品の納入及び

設置の指導・調整に係る一切の経費を含むこと。 

10、再度入札は初回を含めて３回までとする。 

無効条件 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

１、競争参加の資格がない者のした入札 

２、郵便又は信書便による入札 

（封書の様式は任意とする。ただし、その表面に入札の品名及び数量並び

に入札者の住所、商号又は名称及び代表者氏名を記入しておくこと。） 

３、封書でない入札 

４、記名押印を欠く入札 

５、入札金額を訂正した入札又は入札金額の不鮮明な入札 

６、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

７、委任状を持参しない代理人のした入札 

８、同一の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の

入札 

９、再度の入札において、前回の最低価格以上の価格でした入札 



10、その他入札に関する条件に違反した入札 

契約書作成 

１、契約書を作成する場合において、落札者は、契約担当者から交付された契約書

の案に記名押印し、落札決定の日から７日以内に、契約担当者にこれを提出し

なければならない。この場合において、倉吉市の休日を定める条例（平成元年

倉吉市条例第２号）第２条第１項に規定する市の休日の日数は、算入しないも

のとする。 

２、落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、そ

の効力を失う。 

３、契約書の作成を要しない場合において、落札者は、落札決定後速やかに契約担

当者に請書を提出しなければならない。 

支払条件 納品検査合格後 

関係図書の閲

覧場所 
倉吉市水道局工務課施設係内及び倉吉市公式ホームページ 

質問受付及び

問い合わせ先 
倉吉市水道局 工務課施設係 

住 所 鳥取県倉吉市八屋 307 番地１ 

電 話 0858-26-1649（係直通） 

ＦＡＸ 0858-26-3242 

備考 

１、仕様書と同等以上の性能を有するものであればメーカー等は問わない。 

２、納入品は東巌城町水源地建屋内の指示する場所に納品すること。 

３、納入品の現地設置作業は別途に発注する業務によって行う。したがって、

本件の入札金額は、納品機器の設置の際の調整等に要する費用（技術員の

派遣費用等）を含むものであること。 

 

 

その他 

１、説明会等は、原則として開催しない。 

２、入札終了後、落札者（免税事業者に限る。）は、免税業者であることを明記

した届出書を提出すること。 

３、自参書類の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とし、提出さ

れた書類は返却しない。また、提出された書類は、入札参加者に無断で当

該入札以外の用途に使用することはない。 

４、入札後、入札者は、この公告、仕様書、現場等についての不明を理由とし

て異議を申立てることはできない。 

５、入札当日の流れ 

入札応募者は入札場所に午後２時までに入室してください。 

 ①入札参加資格審査 

・応募者（事前提出書類を提出していただきます。） 

  ・発注者（事前提出書類を審査し、入札参加者を決定します。） 

 ②入札開始（①の審査の結果、資格を認められなかった者は退室していただ

きます。） 

 


