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平 野 浩 一

次のとおり公募型競争入札を行いますので、入札参加希望者は資格要件等を確認して、入札参
加手続きを行ってください。
１ 入札に付する事項
（１）件

名

2019 年度パソコン供給業務

（２）供給内容
ア 物品及び数量

仕様書のとおり

イ 物品の特質及び契約の条件等

契約書（案）のとおり

ウ 納入期限

2019 年６月７日まで

エ 納入場所

公益財団法人神奈川県公園協会指定場所（横浜市内）

２ 入札参加資格
（１）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。
（２）神奈川県競争入札参加資格名簿（物件の買入れ・物件の借入れ・一般業務の請負等）にお
いて営業種目として「情報処理用機器材」に搭載されている者で、「Ａ」又は「Ｂ」の等級
に区分されている者であること。
（３）横浜市に事務所（本店又は支店並びに営業所）があること。
（４）神奈川県の指名停止措置期間中の者でないこと。
（５）２年以内に銀行取引停止処分を受けている者でないこと。ただし、会社更生法又は民事再
生法に基づく裁判所の更生（再生）手続の開始決定を受けた後、（２）の競争入札参加資格
の再認定を受けた者は除きます。
（６）６ヵ月以内に不渡り手形又は不渡り小切手を出していない者であること。ただし、会社更
生法又は民事再生法に基づく裁判所の更生（再生）手続の開始決定を受けた後、（２）の競
争入札参加資格の再認定を受けた者は除きます。
３ 入札参加に伴う必要書類の交付及び公表期間
（１）交付場所

公益財団法人神奈川公園協会 事務局及び同協会ホームページ

（２）交付期間

2019 年３月 29 日（金）から４月８日（月）まで

（３）交付時間

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで
ただし、2019 年４月８日（月）は正午まで

４ 事前審査について
（１）提出書類

・公募型競争入札申込書
・本店が県外で支店又は営業所が参加を希望する場合は、その所在地が確認
できるもの

（２）提出場所

公益財団法人神奈川県公園協会 経営課

（３）提出期限

2019 年４月８日（月）正午まで
提出方法は問いません。（持参、郵送、ファクシミリ、電子メール等）
ファクシミリの場合、着信確認を電子メールの場合、開封確認を要す。

（４）結果通知

2019 年４月９日（火）
※ 審査の結果、要件を満たしていない場合のみ通知します。

５ 必要書類の内容に関する質問及び回答について
（１）質問書提出場所
（２）質問書締切日

公益財団法人神奈川県公園協会 経営課
2019 年４月８日（月）正午まで
提出方法は問いません。（持参、郵送、ファクシミリ、電子メール等）
ファクシミリの場合、着信確認を電子メールの場合、開封確認を要す。

（３）回答の公表日

2019 年４月９日（火）
公益財団法人神奈川県公園協会ホームページにおいて公表します。

（４）その他

再質問は認められません。
現場説明会は開催しません。

６ 入開札及び提出書類について
（１）入開札日時

2019 年４月 12 日（金）午前 10 時 30 分から

（２）入開札場所

公益財団法人神奈川県公園協会 事務局

（３）提出書類

入札書
（購入とリースとを区分し、仕様・台数・単価等を記載してください。）
委任状、代理人の身分証明書(提示)

※ 代理人による参加の場合は、委任状及び代理人の身分証明書を必ず持参し、委任が認
められた者のみ入札に参加することができます。
※ 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、見積もった契約金額の 108 分の 100 に相当する額（消費税及び地方消費税抜き
の金額）を入札書に記載ください。なお、入札金額の 100 分の 108 に相当する金額をも
って申込があったものとし、その金額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切
り捨てた金額をもって落札価格とします。
※ 入札書及び委任状の様式は問いません。
（４）結果公表

2019 年４月 12 日（金）
公益財団法人神奈川県公園協会ホームページにおいて公表します。

７ 入札を辞退について
入札を辞退する場合は、辞退届を入開札前までに公益財団法人神奈川県公園協会 事務局に
提出しなければならない。辞退書の提出がない者は、無断欠席したものとし、以後の入札参加
を認めないこととなる場合もあります。
８ 落札者の決定方法
（１）公益財団法人神奈川県公園協会会計規程の運用について第 78 条第３項に基づいて作成され
た予定価格の範囲内（最低制限価格以上）で、最低価格をもって入札した者を落札者とする。

（２）入札執行回数は、原則として１回としますが、開札の結果、予定価格の範囲内（最低価格
以上）の入札がない場合は、再度入札を１回行います。
なお、１回目の入札に参加しなかった者、無効な入札をした者又は１回目の入札で失格とな
った者は、再度入札に参加することはできません。
（３）複数の者が同価格の入札を行った場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
９ 最低制限価格

設定しない。

10 契約書の作成
（１）本契約は、契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印することにより確定する
ものとする。
（２）契約書は、契約書（案）を基に契約書を２通作成し、各自その１通を保持するものとする。
（３）契約条項 別紙契約書（案）のとおり
11 問い合わせ先
この入札についての問い合わせは、公益財団法人神奈川県公園協会 経営課へご連絡ください。
〒231-0027 横浜市中区扇町３-３-８ 関内ファーストビル６階
TEL 045-651-0930 FAX 045-651-0932
神奈川県公園協会ホームページアドレス

http://www.kanagawa-park.or.jp

神奈川県公園協会経営課電子メールアドレス keiei@kanagawa-park.or.jp

担当：公益財団法人神奈川県公園協会
経営課 大津 康
電話 045-651-0930

仕 様 書

タイプ

デスクトップ型

ノートブック型

メーカー

Ｄell

Ｄell

機種

ＯptiPlex3060

Ｖostro3580

インテル Core™ i3-8300

インテル® Core™ i3-8145U

ＣＰＵ

(4 ｺｱ/8MB/4T/3.7GHz/65W)

(4M ｷｬｯｼｭ,最大 3.9 GHz まで可能)

ＯＳ

Ｗindows®10 Professional(64bit)(日本語版)

Ｏffice ソフト

Ｍicrosoft® Office Personal 2016(日本語版)

モニター
メモリー

Ｄell 20 ﾓﾆﾀｰ E2016H

15.6 ｲﾝﾁ HD (1366 x 768)

(3 年間交換ｻｰﾋﾞｽ)

ｱﾝﾁｸﾞﾚｱ LED-ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ 非-ﾀｯﾁ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

4GB 1X4GB DDR4 2666MHz

4GB 1x4GB DDR4 2666MHz

UDIMM Non-ECC
3.5 ｲﾝﾁ 500GB 7200rpm

2.5 ｲﾝﾁ 1TB 5400rpm

SATA Hard Disk Drive

SATA Hard Disk Drive

光学ドライブ

8x DVD+/-RW 9.5mm

ﾄﾚｲﾛｰﾄﾞ式 DVD+/-RW ﾄﾞﾗｲﾌﾞ

マウス

Ｄell 光学 ﾏｳｽ - MS116 - ﾌﾞﾗｯｸ

ハードディスク

キーボード
ポート

Ｄell Wired ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ KB216 ﾌﾞﾗｯｸ
(日本語)
追加ＶＧＡ

保守

3 年間 ProSupport:翌営業日対応オンサイト保守サービス

配送料
納期

含む
2019 年６月７日 ９時～15 時(必着) 前日までに納入時間帯を連絡
新品 58 台

数量

購入対象
※

納入場所

新品 39 台
43 台

リース対象 15 台

購入対象

19 台

※

リース対象 20 台

公益財団法人神奈川県公園協会指定場所(横浜市内)

※リース対象とは、別途当協会と賃貸借契約を締結する業者に販売する物件を確保していただく
ことを目的としています。

