上告示第３７号
入

札 公 告

次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）
、同施
行令（昭和２２年政令第１６号）及び上北山村契約規則（平成２４年規則第１３号）並びに
上北山村建設工事等郵便入札実施要綱（平成２５年要綱第６号）の規定により次のとおり公
告します。
令和３年９月２２日
上北山村長 山 室

潔

第１ 競争入札に付する事項
１

業

務

名

ノートパソコン等一式購入

２

業 務 番 号

第１７号

３

納品及び数量

仕様書に定めるとおり

４

納 入 場 所

上北山村総務課（上北山村役場２階）

５

納 入 期 限

契約締結日から令和４年１月３１日

６

予 定 価 格

４，０００，０００円

７

最低制限価格

設けない

８

入札保証金

免 除

９

契約保証金

免 除

10

入 札 回 数

１回を限度とする

第２ 競争入札に参加する必要な資格
本業務の入札に参加できるものは、次に掲げる要件を満たすものとする。
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会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申し立て又は民
事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立てがなされ
ていない者であること。
③本手続きへの参加の希望を表明する書類の提出の時点において、国税の滞納がない
者であること。
④令和２・３年度上北山村競争入札参加資格（物品・役務等）、
「文具・事務用品・事務
機器」のうち「パソコン及び関連商品」に登録していること。
⑤過去５年間に国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数回以
上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者である等契約を締結し
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ないこととなるおそれがないと認められる者であること。
⑥国又は地方公共団体から指名停止措置を受けていないこと。
第３ 入札参加資格の確認
入札の参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書を下記の期間中に上北山村長に
提出し競争入札参加資格があることの確認を受けなければならない。また、入札参加者は
入札期日の前日までの期間において上北山村から提出書類についての説明を求められた
場合は、それに応じなければならない。
１ 提出期限 令和３年１０月５日（火）午後５時必着
２ 提 出 先 〒６３９－３７０１
奈良県吉野郡上北山村河合３３０番地
上北山村 総務課
※一般書留、簡易書留または特定記録郵便にて郵送すること。
持参提出は認めない。
３ 提出部数 １部
４ 入札参加資格確認書類
・入札参加資格確認申請書（様式１）
・契約履行実績証明書（様式２）
・納税証明書（直近のもので、写しも可とする。
）
※様式については、上北山村ホームページからダウンロードすること。
※入札参加資格確認結果については令和３年１０月８日（金）（予定）までに郵
送又はＦＡＸ等にて通知する。
第４ 入札手続きに関する事項
１ 入札説明書および仕様書の配布
①期間 令和３年９月２２日（水）～令和３年１０月５日（火）
（予定）
②場所 上北山村役場総務課又は上北山村ホームページ上
２ 質問期限 令和３年９月２９日（水）午後５時まで
３ 入札方法等に関する事項
①郵便入札
提出期限 令和３年１０月１４日（木）午後５時必着
提 出 先 〒６３９－３７０１
奈良県吉野郡上北山村河合３３０番地
上北山村 総務課 宛
※一般書留、簡易書留または特定記録郵便にて郵送すること。
持参提出は認めない。
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②入札書の記載
入札は、総計金額で行う。落札決定に当たっては、入札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）をもって落札価格とするの
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、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額（税抜金額）
を入札書に記載すること。
③入札保証金
免除する。
④契約保証金
免除する。
⑤落札者の決定方法
予定価格の制限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。
⑥入札の無効
第２に定める競争入札に参加する資格のない者のした入札、競争入札参加資格
確認資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札者心得に違反した入札は無効
とする。
４ 開札の日時、場所
①日時 令和３年１０月１５日（金）午前９時（予定）から
②場所 上北山村役場２階会議室
③方法 入札の開札は、公告等に記載した日時及び場所において、入札参加者又は
入札事務に関係のない職員（開札立会人）の立ち会いにより執行する。
また、開札の結果、落札者となるべき価格で入札をした者が２人以上ある
ときは、開札立会人にくじを引かせて落札者を決定する。
５ 結果の通知
令和３年１０月１５日（金）
（予定）
第５ 問合せ先
〒６３９－３７０１
奈良県吉野郡上北山村大字河合３３０番地
上北山村 総務課
ＴＥＬ ０７４６８－２－０００１
ＦＡＸ ０７４６８－３－０２６５
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入札説明書

ノートパソコン等一式購入

令和３年９月
上北山村 総務課

入 札 説

明 書

ノートパソコン等一式購入に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令
に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記の事項を熟知の上、入札しなければならない。

１． 競争入札に参加する必要な資格
本業務の入札に参加できるものは、次に掲げる要件を満たすものとする。
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会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申し立て又は民事
再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立てがなされてい
ない者であること。
③本手続きへの参加の希望を表明する書類の提出の時点において、国税の滞納がない者
であること。
④令和２・３年度上北山村競争入札参加資格（物品・役務等）、
「文具・事務用品・事務機
器」のうち「パソコン及び関連商品」に登録していること。
⑤過去５年間に国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数回以
上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者である等契約を締結しな
いこととなるおそれがないと認められる者であること。
⑥国又は地方公共団体から指名停止措置を受けていないこと。

２． 競争入札参加資格の確認
入札の参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書を下記の期間中に上北山村長に提
出し競争入札参加資格があることの確認を受けなければならない。また、入札参加者は入札
期日の前日までの期間において上北山村から提出書類についての説明を求められた場合は、
それに応じなければならない。
なお、期限までに入札参加資格確認申請書を提出しない者、並びに参加資格がないと認め
られた者は本競争入札に参加できないものとする。
①提出期限

令和３年１０月５日（火）午後５時

②提出場所

〒６３９－３７０１
奈良県吉野郡上北山村河合３３０番地
上北山村 総務課 宛
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必着

③提出部数

１部

④提出方法

一般書留、簡易書留または特定記録郵便にて郵送すること。
※持参提出は認めない。

⑤入札参加資格確認書類
入札参加資格確認申請書（様式１ 上北山村ホームページからダウンロードすること）
契約履行実績証明書（様式２ 上北山村ホームページからダウンロードすること）
納税証明書（直近のもので、写しも可とする。）
⑥入札参加資格確認結果
令和３年１０月８日（金）
（予定）までに郵送又はＦＡＸ等にて通知する。

３． 質問及び回答
仕様書等に質問がある場合は、仕様書等に関する質問票（様式４ 上北山村ホームページ
からダウンロードすること）を電子メールにて提出すること。
①提出期限

令和３年９月２９日（水）午後５時まで

②提 出 先

上北山村総務課（メール somu@vill.kamikitayama.lg.jp）

③回

令和３年１０月４日（月）
（予定）までに電子メールで全業者へ行う。

答

４． 入札手続きに関する事項
①入札方法

郵便入札（一般書留、簡易書留または特定記録郵便による郵送）
※持参提出は認めない。

②提出期限

令和３年１０月１４日（木）午後５時 必着
提出先

〒６３９－３７０１
奈良県吉野郡上北山村河合３３０番地
上北山村 総務課 宛

③入札書

入札書（様式５ 上北山村ホームページからダウンロードすること）
入札書は、総計金額で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載され
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）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税および地方消費税
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
金額の１１０分の１００に相当する金額（税抜金額）を入札書に記載す
ること。

④入札保証金

免除する。

⑤契約保証金

免除する。
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⑥入札用封筒

指定様式のとおり（様式６ 上北山村ホームページ参照）

⑦開札日時

令和３年１０月１５日（金）午前９時（予定）から

⑧開札場所

上北山村役場２階会議室

⑨落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った
ものを落札者とする。
⑩入札の無効

１．に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札、競争入札参
加資格確認資料等に虚偽の記載をした者の入札および入札者心得に違反
した入札は無効とする。

⑪方法

入札の開札は、公告等に記載した日時及び場所において、入札参加者又は
入札事務に関係のない職員（開札立会人）の立ち会いにより執行する。
また、開札の結果、落札者となるべき価格で入札をした者が２人以上ある
ときは、開札立会人にくじを引かせて落札者を決定する。

⑫結果通知

令和３年１０月１５日（金）
（予定）

５． 契約の不締結
落札決定後、契約締結までの間に、落札者が入札参加資格の制限又は指名停止を受けた場
合は、契約を締結しない。

６． 問い合わせ先
奈良県吉野郡上北山村河合３３０番地
上北山村 総務課
電話 ０７４６８－２－０００１
FAX

０７４６８－３－０２６５
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入

札

者

心

得

1. すでに投函した入札書の引き替え、変更、または取り消しは認めない。
2. 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
3. 次の各号に該当する入札は、無効または失格とする。
(1) 入札書に記名押印を欠く入札
(2) 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札
(3) 同一入札者がなした 2 以上の入札
(4) 入札金額の訂正した入札若しくは判断しがたいと認められる入札
(5) 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札
(6) 入札に関し談合等の不正行為をした者の入札
(7) 最低制限比較価格以上入札書比較価格以下の範囲を超えた者の入札
(8) その他入札条件に違反した入札

4． 落札価格は、入札書に記載された金額に、当該金額の 100 分の 10 に相当する
金額を加算した金額である。
5． 入札手続執行途中で入札参加可能者が 2 者未満となったとき、あるいは入札時
に入札参加者が 2 者未満となった場合は、その段階で入札手続または入札を中止
する。
(ただし、一般競争入札及び入札執行者がやむを得ないと判断した場合は、この限
りでない)
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ノートパソコン等一式購入
１

仕様書

機器等仕様

区分

種別

仕様

ソフト

OS

Microsoft 社製 Windows10Professional(64bit)の日本語版
※再セットアップ媒体（Windows10）を１セット納品。

ハード

CPU

Intel Core i5 以上
※CPU については Intel 社製であること。
世代は第 10 世代（Comet Lake-S）以降であること。

主記憶装置

8GB 以上
※空きスロットの有無は問わない。

補助記憶装置

SSD（128GB 以上）

ディスプレイ

TFT 方式カラー液晶ディスプレイ
15.6 インチ以上かつ解像度が横 1366×縦 768 以上
ノングレア液晶

光学ドライブ

DVD スーパーマルチドライブまたは
DVD ライタードライブ（いずれも内蔵式）

USB ポート数

3.1 以上をサポート
Type-A 2 ポート以上

外部ディスプレイ出力

HDMI 1 ポート以上

キーボード

日本語 JIS 配列キーボードを搭載すること。
ポインティングデバイス機能を有するタッチパッドを搭載す
ること。
テンキー付キーボードであること。

マウス

USB 接続でホイールスクロール機能付き光学式とする。
※マウス本体の長さは汎用品程度とすること。

ネットワーク機能

1000BASE-T 対応

内蔵無線 LAN

IEEE802.11 b/g/a/n/ac

バッテリー

着脱式のリチウムイオンバッテリーを内蔵すること。

カメラ

HD Web カメラ内蔵（有効画素数約 92 万画素以上）

サウンド機能

スピーカ及びマイクが内蔵されていること。
音声出力及び入力端子を有すること。

その他

新製品又は現に販売され、仕様書に基づいた保守が受けられる
製品とする。

ライセンス

Microsoft Office Standard

・ボリュームライセンスであること。

（最新版）

・政府機関向けライセンスであること。
・永続ライセンスであること。

保守

60 ヶ月オンサイト保守

・翌日保守

（サポートパック）

・保守登録は業者で行うこと。
・補助記憶装置が故障した場合の処理対応：記録情報の完全消
去・物理的破壊・暗号化等

２

納入数量

２２台

３

納入期限

契約締結日から令和４年１月３１日

４

納入場所

上北山村総務課（上北山村役場２階）

５

その他納入条件

●機器等について
（１）納品のみで、設置や調整作業は含まないものとする。
（２）本仕様書に規定されている事項又は解釈に疑義のある事項については、担当者の指示又は承認を受けるこ
と。
（３）納入する機器類は、同一製造会社の同一型番であること。
（４）納入する機器類は、スムーズに動作するものであること。
（５）納入する機器類は、
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に準拠したものであること。
（６）納入する機器の全てについて、必然的に必要となる物品については、仕様書記載の有無にかかわらずすべ
て納入すること。
（７）初期不良品については、速やかに交換等の処置を行うこと。その際には、指定された設定やソフトウェア
のインストール等を実施した上で当初の設置場所に配置し、速やかに障害原因及び処置について担当者に報告す
ること。
（８）契約後に予定した物品の納入が困難となった場合、書面にて協議した上で、同一メーカーの後継機種又は
上位機種、若しくは同等性能を有する機種での納入を可能とする。但し、仕様及び契約金額の変更はないものと
する。
●保守対応について
（１）保守契約期間中において、機器が正常に作動するよう、保守業者（納入業者が保守を行う場合は、当該納
入業者。以下同じ）の負担において、機器の調整、修理又は、部品の交換等所要の保守を行うこと。
（２）納入する機器の保守業者は、プライバシーマーク認定業者又は ISMS 認証業者、個人情報保護方針等を定
めた事業者であること。
（３）下記の内容でオンサイト保守サービスを行うこと。
12 月 29 日から翌年 1 月 3 日及び祝日を除く月曜日から金曜日の 9 時 00 分から 17 時 00 分とし、15 時までの
連絡については翌日中復旧作業、15 時以降の連絡については翌々日中復旧作業を原則とする。機器の部品等が揃
わない場合は、この限りではない。ただし、機器障害発生部署に対して、機器についての状況調査を行う等の対
応を行うこと。
なお、復旧作業に時間を要し、17 時 00 分を超えた場合は、対応時間外においても復旧作業を継続するものと
する。ただし、致命的な障害等で対応が緊急に必要であると保守業者が判断した場合、又は担当者からの申出が
あった場合には、受付対応時間及び作業対応時間を延長できるものとする。
また、本体引き上げによる修理が必要な場合は、保守業者持ち込みの代替機とハードディスク等記憶媒体を入
れ替えるなどの処置をとり、ハードディスクを引き上げることの無いようにすること。
なお、ハードディスク等が故障した場合、故障したハードディスク等は、保守業者の責任において記録情報の
完全消去・物理的破壊・暗号化等読み取りできないように処置すること。

