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一般競争入札の実施について（公告） 

公立大学法人新潟県立大学会計規則第17条第１項の規定により、CP演習室装置及びCALL教室装置等の借上げに

ついて、次のとおり一般競争入札を行う。 

令和４年８月19日 

公立大学法人新潟県立大学 理事長  若 杉  隆 平 

１ 入札に付する事項 

(1) 調達案件の名称 

CP演習室装置及びCALL教室装置等の借上げ 

(2) 調達案件の仕様等 

入札説明書及び別記仕様書による。 

(3) 賃貸借期間 

令和５年３月１日（水）から令和11年２月28日（水）までとする。 

(4) 納入期限 

   令和５年２月28日（火）までに、調達機器について確認検査を受けること。 

(5) 納入場所 

新潟県立大学（新潟県新潟市東区海老ケ瀬471番地） 

２ 入札説明書を交付する期間及び場所並びに本件入札に関する問い合わせ等 

(1) 交付期間 令和４年８月19日（金）から令和４年９月７日（水）まで（公立大学法人新潟県立大学職員の 

勤務時間、休日、休暇等に関する規程第４条第１項及び第９条各号に規定する日を除く｡)の各日 

の午前８時30分から午後５時15分まで 

(2) 交付場所及び問い合わせ先 新潟県新潟市東区海老ケ瀬471番地 

新潟県立大学総務財務部財務課 

電話番号025－270－1301 FAX番号025－270－5173 

３ 入札執行の日時及び場所 

(1) 日時 令和４年９月28日（水） 午前10時 

(2) 場所 新潟県新潟市東区海老ケ瀬471番地 

新潟県立大学 コモンズ３号館5401会議室 

４ 入札に参加する者に必要な資格 

本件入札に参加する者は、一の個人又は法人であって、次に掲げる要件のすべてを満たしている者でなけれ

ばならない。 

(1) 公立大学法人新潟県立大学契約事務取扱規程（以下「契約事務取扱規程」という｡)第２条及び第３条の規

定に該当しない者であること。 

(2) 本調達物品又はこれと同等以上の類似する物品に係る納入実績又はリース契約実績があることを証明した

者であること。 

(3) 本調達物品納入後の保守管理体制が整備されていることを証明した者であること。 

(4) 本件入札に係る入札説明書の交付を受けている者であること。 

(5) ５に定めるところにより、競争入札参加資格確認申請書等を提出し、本件入札に係る参加資格を有するこ

とについて公立大学法人新潟県立大学理事長から確認を受けている者であること。 

(6) 新潟県暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する

者でないこと。 

５ 本件入札に係る参加資格の確認 

(1) 本件入札に参加することを希望する者は、次に定めるところにより競争入札参加資格確認申請書等を提出

し、公立大学法人新潟県立大学理事長から本件入札に参加する資格を有する旨の確認を受けなければならな

い。 

ア 提出期限 令和４年９月14日（水） 午後５時15分 

イ 提出場所 新潟県新潟市東区海老ケ瀬471番地 

新潟県立大学総務財務部財務課 

ウ 提出方法 本人（法人にあっては代表権限を有する者。以下同じ｡)又は代理人の持参とする。 

エ 提出書類及びその部数 入札説明書による。 

(2) 本件入札に係る参加資格の確認結果については、競争入札参加資格確認申請書等を提出した者にそれぞれ

書面で通知するので、競争入札参加資格確認申請書等を提出した者は、次に定めるところにより確認結果通
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知書の交付を受けること。 

ア 交付日時 令和４年９月16日（金） 午前10時から午後４時まで 

イ 交付場所 (1)イに掲げる場所 

６ 入札の方法 

(1) 本人又は代理人が入札執行の日時及び場所に入札書を持参すること。ただし、代理人が持参する場合は、

委任状を持参すること。 

(2) 入札書の記載 

ア 使用する言語及び通貨は、日本語（名義に関する部分を除く｡)及び日本国通貨とする。 

イ 落札決定に当たっては、契約希望本体金額（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、自己の見積もった契約希望金額（１に掲げる調達物品の１か月当たりの賃貸借料を

いう｡)に110分の100を乗じて得た金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨て

た金額)｡以下同じ｡)に100分の10に相当する額を加算した金額に72を乗じて得た金額をもって落札価格とす

るので、入札参加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、契

約希望本体金額に72を乗じて得た金額を入札書に記載すること。 

７ 落札者の決定方法 

入札に参加した者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者

を落札者とする。その他入札説明書による。 

８ 入札の無効 

次の各号の一に該当する入札は、これを無効とする。 

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者及び競争入札参加資格確認申請書等に虚偽の記載をし、これを提

出した者がした入札 

(2) 入札に参加する条件に違反した入札 

(3) 契約事務取扱規程第16条第１項各号に掲げる入札 

(4) 入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正行為をしたと認められる入

札 

９ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 

契約希望本体金額に100分の10に相当する金額を加算した金額に72を乗じて得た金額の100分の５に相当す

る金額以上の現金（金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手を含む｡)とする。ただし、契約事務取

扱規程第８条各号に該当する場合は、免除する。その他入札説明書による。 

(2) 契約保証金 

契約金額（１に掲げる調達物品の１か月当たりの賃貸借料に係るものをいう｡)に72を乗じて得た金額の100

分の10に相当する金額以上の現金（金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手を含む｡)とする。ただ

し、契約事務取扱規程第42条第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

10 契約の手続において使用する言語及び通貨 

契約の手続において使用する言語及び通貨は日本語（契約当事者に関する記載部分を除く｡)及び日本国通貨

とする。 

11 その他 

(1) 競争入札参加資格確認申請書等の取扱い 

ア 競争入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、作成者の負担とする。 

イ 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、提出者に無断で使用しない。 

ウ 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、返還しない。 

(2) 契約の停止等 

本件入札に関し、苦情申立てがあったときは契約を停止し、又は解除することがある。 

(3) 賃貸借期間及び納入期限の変更協議 

   契約締結後、やむを得ない事由により１(3)及び(4)に定める賃貸借期間及び納入期限の変更が必要となっ

た場合には、別途協議に応じるものとする。 

(4) その他 

本件入札及び賃貸借契約の内容に関しては、契約事務取扱規程その他公立大学法人新潟県立大学理事長の

定める規程、日本国の関係法令の定めるところによる。 

12 Summary 
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(1) Project name: 

Lease contract for practicing devices for Computer Room and CALL(Computer Assisted Language 

Learning) Classroom at the University of Niigata Prefecture 

(2) Submission of application for bidding participation: 

Submission period: 

August 19th to September 14th, 2022 

８:30 a.m. to ５:15 p.m. each day 

Submission address: 

Finance Division 

General affairs and Finance Support Department 

Public University Corporation University of Niigata Prefecture 

471 Ebigase, Higashi-ku, Niigata City, Niigata 950－8680 

(3) Time and place of bidding: 

Starting at 10:00 a.m. September 28th, 2022 

University of Niigata Prefecture Building No. 3 Conference Room 5401 

471 Ebigase, Higashi-ku, Niigata City, Niigata 950－8680 

(4) For further information, please contact: 

Finance Division 

General affairs and Finance Support Department 

Public University Corporation University of Niigata Prefecture 

471 Ebigase, Higashi-ku, Niigata City, Niigata 950－8680 

TEL:025－270－1301 

 


