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北九州市公告第６８６号
次の物品について、一般競争入札により物品調達契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。

令和２年１０月１６日
北九州市長 北 橋 健 治  

１ 調達内容

購入品目及び数量 使い捨てガウン 4 万枚

購入物品の仕様 仕様書に定めるとおり

履行期限 令和２年１２月１８日

納入場所 市が指定する場所

２ 競争入札参

加資格（次の

いずれにも該

当する者であ

ること。）

登録 有資格業者名簿（注１）に記載されていること。

所在地 有資格業者名簿に記載されている本店所在地又は受任地が北九州市内にあること。

実績

平成３０年度以降において、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。

以下「本市」という。）が発注した１件１６０万円を超える物品等供給契約における

指名の実績又は契約の履行実績（随意契約によるものを含む。）があること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。

３ 契約条項を

示す場所及び

期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

期間 この公告の日から本件開札日まで（注２）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

４ 競争参加資

格確認申請書

提出期間

この公告の日から令和２年１０月２６日まで（注２）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

５ 入札書の受

付期間

令和２年１１月４日から同月８日まで（注２）の毎日午前９時から午後７時まで及び同月９日午前９時か

ら午後２時まで

６ 開札の場所

及び日時

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

日時 令和２年１１月９日午後２時１０分

７ 入札及び契

約に関する条

件

入札保証金 免除する。 

契約保証金
契約金額の１００分の５以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号の

いずれかに該当する場合は、免除する。

入札方法

総価により行う。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に相当する金額を入札書に記載す

ること。なお、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に相当する金額を加算した金額（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。）をもって落札金額とする。

電子入札案件 この公告に係る入札は、原則として電子入札システムにより行う。

８ 落札者の決

定方法

契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者

を落札者とする。

９ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１） この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札

（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札

（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

１０ その他

（１） この調達に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（２） 入札説明書及び仕様書は、北九州市技術監理局契約部ホームページからダウンロードする方法に

より交付する。ただし、これにより難い場合は、第３項に示す場所及び期間において無償で交付する。

（３） この入札に係る競争参加資格確認通知を受けていない者は、当該入札に参加することができない。

（４） 原則として、入札者名義のＩＣカード（注３）を取得し、北九州市電子入札システムの利用者登

録を完了していること。

（５） この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話 ０９３－５８２－２０

１７）とする。

注１ 北九州市物品等供給契約の競争参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項

に規定する有資格業者名簿をいう。

注２ この公告第３項から第５項までに規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３ 北九州市電子入札用電子証明書（ＩＣカード）登録要領第３条に規定するＩＣカードをいう。
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北九州市公告第６８７号 

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１

項の規定により、北九州市農業振興地域整備計画を変更したので、同条第４項

において準用する同法第１２条第１項の規定により公告し、同条第２項の規定

により、当該変更後の農業振興地域整備計画書の写しを次のとおり縦覧に供す

る。 

  令和２年１０月１６日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

 変更後の北九州市農業振興地域整備計画書の縦覧場所 

 北九州市小倉北区城内１番１号 

 北九州市産業経済局農林水産部農林課 
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公立大学法人北九州市立大学公告第４号 

 一般競争入札により、公立大学法人北九州市立大学政府調達取扱規程（平成

３１年北九大規程第５号。以下「政府調達取扱規程」という 。） 第３条に規定

する特定調達契約を締結するので、政府調達取扱規程第６条第１項の規定によ

り次のとおり公告する。 

  令和２年１０月１６日 

公立大学法人北九州市立大学理事長 津 田 純 嗣 

１ 調達内容 

（１） 特定役務の名称及び数量 

北九州市立大学新学務システムの借入れ及び保守 一式 

（２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

（３） 履行期間 令和４年１月１日から令和１０年１２月３１日まで 

（４） 履行場所 北九州市小倉南区北方四丁目２番１号 

公立大学法人北九州市立大学 

（５） 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、

提案に係る性能、機能、技術等に関する書類及び入札書を提出すること。

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に相当する金額を入

札書に記載すること。なお、総合評価に関する詳細については入札説明書

による。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（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） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という 。） に記載されていること。 

（３） 公立大学法人北九州市立大学及び北九州市から指名停止を受けてい

る期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、公立大学法人北九州市立大学事務局総務課（電話 ０

９３－９６４－４００４）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、競争

入札参加資格の審査を申請しなければならない。 

（１） 申請書類の提出方法等 
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ア 方法 持参又は書留郵便により提出すること。 

イ 場所 公立大学法人北九州市立大学事務局総務課 

北九州市小倉南区北方四丁目２番１号 

ウ 日時 この公告の日から令和２年１１月４日の午後５時までに必着の

こと。 

（２） 申請書類 入札説明書で定めるとおり 

（３） 審査基準 前項第１号及び第３号並びに以下のいずれにも該当する

者であること。

ア 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。

イ 業務に関し、法律上必要とする資格を有する者であること。

ウ 租税を滞納していない者であること。 

（４） 審査結果 競争入札参加資格の審査結果は、令和２年１１月１１日

までに通知する。 

４ 入札手続等 

（１） 契約条項を示す場所 

ア 場所 公立大学法人北九州市立大学事務局情報化推進課 

北九州市小倉南区北方四丁目２番１号 

イ 日時 この公告の日から令和２年１１月２６日まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日を除く 。） の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時

３０分から午後４時３０分まで 

（２） 入札説明書及び仕様書等の配布方法 公立大学法人北九州市立学ホ

ームページ（ https://www.kitakyu-u.ac.jp/outline/procurement/chotatsu.html  

）からダウンロードする方法により配布する。ただし、これにより難い場

合は、前号アの場所において配布する。 

（３） 入札説明会の場所及び日時 

ア 場所 北九州市立大学北方キャンパス本館７階Ｅ－７０３会議室 

北九州市小倉南区北方四丁目２番１号 

イ 日時 令和２年１０月２２日午後２時 

（４） 競争参加の申出書の提出 

ア  持参による場合  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は 

、令和２年１１月４日の午後５時までに競争参加の申出書を公立大学法

人北九州市立大学事務局情報化推進課に提出しなければならない。 

イ  郵送による場合  第１号アの場所に書留郵便により、令和２年１１月

４日の午後５時までに必着のこと。 
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（５） 郵送による場合の入札書の提出期限 第１号アの場所に書留郵便に

より、令和２年１１月２５日の午後５時までに必着のこと。 

（６） 入札及び開札の場所と日時 

ア 場所 北九州市立大学北方キャンパス本館７階Ｅ－７０３会議室 

北九州市小倉南区北方四丁目２番１号 

イ 日時 令和２年１１月２６日午前１１時 

５ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

ア 言語 日本語 

イ 通貨 日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 免除する。 

イ 契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、公立大学

法人北九州市立大学契約規程（平成１７年北九大規程第４７号。以下「 

契約規程」という 。） 第２７条第６項各号のいずれかに該当する場合は、

免除する。 

（３） 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者が入札したとき。 

イ 競争入札参加資格審査申請書等に虚偽の記載をした者が入札したとき。 

ウ 契約規程第１２条各号のいずれかに該当したとき。 

（４） 落札者の決定方法 

総合評価落札方式により，総合評価点数の最も高いものを落札者とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

（７） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。 

（８） この公告に係る契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

 等 

公立大学法人北九州市立大学事務局情報化推進課 

郵便番号 ８０２－８５７７ 北九州市小倉南区北方四丁目２番１号 

電話 ０９３－９６４－４０４０ 

６ Summary  

（１） Product and Quantity  

Academic Affairs System Renovation,1set 
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（２） Fulfillment period 

From January 1,2022 through December 31,2028  

（３） Deadline of Tender (by hand） 

11:00 a.m., November 26, 2020  

（４） Deadline of Tender (by mail） 

5:00 p.m., November 25, 2020  

（５） For further information, Please contact： 

Informatization Division, The University of Kitakyushu  
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