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次 のとおり 一般競争 入札に付 します。
１． 競争入札 に付する 事項
（１ ）調 達 件 名
（２ ）調達件 名の特質 等
（３ ）契 約 期 間
（４ ）設 置 場 所
（ ５） 入 札 方 法

電 子複写機 賃貸借及び 保守業務 一式
別 冊仕様書 による。
平 成２７年 ４月１日 ～ 平成 ３２年３ 月３１日
鶴 岡工業高 等専門学校
落 札決 定に 当た って は， 賃貸借 料 金及 び本校 の提 示す る総 複写予
定枚 数に １枚 あた りの 料金 を乗じ た 金額 を合計 した 総価 にて 行うも
のと する。
な お， 入札 書に 記載 され た金額 に 当該 金額の ８％ 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 てる もの とす る）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 った契 約 金額 の１０ ８分 の１ ００ に相当
する 金額を入 札書に記載 すること 。

２． 競争に参 加する者 に必要な 資格
（ １） 独立行 政 法人 国立高 等専 門学 校機 構契 約事 務取 扱規則 （ 以下 「契約 事務 取扱 規則 」とい
う。）第 ４条及び 第５条の 規定に該 当しない 者であるこ と。
（ ２） 国の競 争 参加 資格（ 全省 庁統 一資 格） にお いて ，平成 ２ ７年 度に東 北地 域の 「役 務の提
供等」の Ａ，Ｂ， Ｃ又はＤ 等級に格 付けされて いる者で あること 。
（ ３） 本公告 に 示し た物品 を第 三者 をし て貸 付け よう とする 者 にあ っては ，当 該物 品を 自ら貸
付 けでき る 能力 を有す ると とも に， 第三 者を して 貸付け で きる 能力を 有す るこ とを 証明し
た 者，借 入 物品 に係る 迅速 なア フタ ーサ ービ ス・ メンテ ナ ンス の体制 が整 備さ れて いるこ
とを証明 した者で あること 。
（４ ）契約担 当役から 取引停止 の措置を 受けている 期間中の 者でない こと。
３． 競争入札 執行の日 時及び場 所等
（１ ）契約条 項を示す 場所，入 札説明書 を交付する 場所及び 問い合わ せ先
郵便 番号 〒９９７ －８５１ １
所 在 地 山形県鶴 岡市井岡 字沢田１ ０４
機 関 名 鶴岡工業 高等専門 学校総務 課用度係
電話 番号（０ ２３５） ２５－９ ０２０
（ ２） 入札説 明 書の 交付方 法
本 公告 の日 から 上記３ の （１ ）の交 付場 所で 交付 する。
（３ ）関係書 類の提出 期限及び 場所 平 成２７年２ 月２７日 （金） １７時０ ０分
鶴 岡工業高等 専門学校 総務課用 度係
（４ ）競争入 札執行の 日時及び 場所 平 成２７年３ 月１３日 （金） １４時０ ０分
鶴 岡工業高等 専門学校 中会議室
４． その他
（１ ）契約手 続におい て使用す る言語及 び通貨
日本語及 び日本国 通貨
（２ ）入札保 証金及び 契約保証 金
免除
（３ ）入札者 に要求さ れる事項
この 一 般競 争に参 加を 希望 する 者は ，競 争参 加資格 の 確認 のため の書 類及 び本 公告に
示した 物 品を 貸付け でき るこ とを 証明 する 書類 を関係 書 類の 提出期 限ま でに 提出 しなけ
ればな らない。
入札 者 は， 競争入 札執 行の 日の 前日 まで の間 におい て ，本 校から 当該 書類 に関 し説明
を求め られた場 合は，そ れに応じ なければな らない。
５． 入札の無 効
本公 告 に示 した競 争参 加資 格の ない 者の 提出 した入 札 書， 入札者 に求 めら れる 義務を
履行し なかった 者の提出 した入札 書，その他 入札説明 書による 。
６． 契約書作 成の要否
要
７． 落札者の 決定方法
本公 告に 示し た物 品を 貸付 けでき ると 本校 が判 断し た入 札者 であっ て ，独 立行政法人
国立高 等 専門 学校機 構契 約事 務取 扱規 則第 １６ 条の規 定 に基 づいて 作成 され た予 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 た入札者 を落札者 とする。
８． その他
詳細は ，入札説 明書によ る。
平成２７ 年２月１ ３日
独 立行政法 人国立高 等専門学 校機構
鶴 岡 工 業 高 等 専 門 学 校
契 約担当役 事務部 長 根 川 博 信

