
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

令和元年6月17日

支出負担行為担当官
沖縄防衛局長 田中 利則

１ 業務内容等
(1) 業 務 名 シュレッダーの購入
(2) 業務内容 仕様書のとおり
(3) 履行期限 契約日から令和元年9月30日まで

２ 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下｢予決令｣という。)第70条及び第
71条の規定に該当しない者であること。

(2) 令和01･02･03又は平成31･32･33年度防衛省所管の競争参加資格（全省庁統一資格）
において、資格の種類が「物品の販売」でＣ又はＤの等級に格付けを受け、九州・
沖縄地域に競争参加資格を有する者であること。

(3) 契約担当官等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 入札手続等
(1) 担当部局

〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9
沖縄防衛局総務部会計課会計係 電話 098-921-8181（133）

(2) 入札説明書等の交付期間等
令和元年6月17日（月）から令和元年6月28日(金)まで（行政機関の休日を除く。）

の毎日、午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間を除く。)、
担当部局にて上記２(2)に掲げる競争参加資格の格付けを受けている者又は取得見
込者に対し交付する。なお、交付については貸与とし、開札日から14日以内に返却
するものとする(郵送等による場合は期限内必着。)。

(3) 入札及び開札の日時等
令和元年7月1日(月) 午前10時00分 沖縄防衛局 4階 講堂1
入札書等は、入札当日に持参又は6月28日（金）の午前中迄に（１）宛て書留

郵便にて郵送すること。（その際、（１）まで電話連絡を行うこと。）

４ その他
(1) 入札保証金及び契約保証金 免除。
(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する
条件に違反した入札は無効とする。

(3) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の
範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(4) 契約書作成の要否 要。
(5) 関連情報を入手するための照会窓口 上記３(1)に同じ。
(6) 詳細は入札説明書による。
(7) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう
要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。



入 札 説 明 書

１ 公告日 令和元年6月17日

２ 契約担当官等 支出負担行為担当官 沖縄防衛局長 田中利則
〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9

３ 調達内容等
(1) 業 務 名 シュレッダーの購入
(2) 業務内容 仕様書のとおり
(3) 履行期限 契約日から令和元年9月30日まで

４ 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下｢予決令｣という。)第70条及び
第71条の規定に該当しない者であること。

(2) 令和01・02・03又は平成31･32･33年度防衛省所管の競争参加資格（全省庁統一資
格）において、資格の種類が「物品の販売」でＣ又はＤの等級に格付けを受け、九
州・沖縄地域に競争参加資格を有する者であること。

(3) 契約担当官等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。

５ 競争資格の確認等
(1) ４(2)に掲げる資格を確認できる書類（資格審査結果通知書写し）を入札日の前
日（行政機関の休日を除く。）までに提出すること。
当該書類は、持参又は郵送によるものとし、電送によるものは受け付けない。な

お、郵送による場合は、提出期限までに必着のこととし、電話等による確認を行う
こと。

(2) 競争資格に関する問い合わせ先
〒904-0295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9
沖縄防衛局総務部会計課会計係 電話 098-921-8181（133）

FAX 098-921-8166

６ 入札説明書等に対する質問
(1) 入札説明書及び仕様書等に対して質問がある場合は、書面（様式は自由）により
次に従い提出すること。
・提出期限 令和元年6月17日(月)から令和元年6月28日(金)まで（行政機関の休日

を除く。）の毎日、午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時
までの間を除く。

・提出場所 ５(2)に同じ
・提出方法 書面は、郵送若しくは電送又は持参によるものとする。なお、郵送に

よる場合は、提出期限までに必着のこととし、電送の場合は電話等によ
る確認を行うこと。

(2) (1)の質問に対する回答は、書面にて行うとともに、次のとおり閲覧に供する。
・期 間 令和元年6月17日(月)から令和元年6月28日(金)まで
・場 所 ５(2)に同じ



７ 入札執行の日時及び場所等
・日 時 令和元年7月1日(月) 午前10時00分
・場 所 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9

沖縄防衛局 4階 講堂1
・方 法 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、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を
入札書に記載すること。
入札参加者は、入札心得書様式２により、単価に予定数量(仕様書参照）

を乗じて得た総額を入札金額として入札書を作成し、入札者の氏名を表
記した封筒に入れて封緘のうえ、入札当日に持参又は6月28日（金）の午
前中迄に（１）宛て書留郵便にて郵送すること。（その際、（１）まで電
話連絡を行うこと。）
なお、入札執行回数は、原則として2回を限度とする。

８ 入札保証金及び契約保証金 免除。

９ 開 札 開札は、７に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち
会わせて行う。

10 入札の無効
(1) 次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札。
イ 本説明書及び入札心得書において示した条件等に違反した入札。
ウ 入札時点において４に掲げる資格のない者のした入札。

(2) (1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。

11 落札者の決定方法
予決令第79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の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とする。

12 契約書作成の要否等
別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。

13 関連情報の窓口 ５(2)に同じ。

14 適用する契約条項
(1) 別冊契約書（案）各条項
(2) 談合等の不正行為に関する特約条項
(3) 債権譲渡禁止特約の部分的解除のための特約条項
（4） 暴力団排除に関する特約条項

15 その他
(1) 入札・契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に
限る。

(2) 入札参加者は、入札心得書等を熟読するとともに遵守すること。



仕 様 書

１．件 名 シュレッダーの購入

２．納 期 令和元年９月３０日（月）

３．納入場所 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２９０－９

沖縄防衛局

４． 数 量 大型１台

小型１５台

５．仕 様

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）の

判断基準を満たし、新品であることのほか、次の要件を満たすもの。

【大型シュレッダー】

① 裁断寸法：約8.0ｍｍ×約40.0ｍｍ程度

② 最大裁断枚数（A4コピー用紙）：約1,000枚

③ 用紙の投入幅：310ｍｍ以上（Ａ３用紙対応）

④ 本体の大きさ：W180㎝×D300㎝×H180㎝以内

⑤ くず箱容量：約200ℓ以上

⑥ 電源：三相200Ｖ 50Hz/60Hz

⑦ その他必要機能

・紙投入時自動裁断機能

・裁断終了後自動停止機能

・オートリバース機能

・くず箱満杯時自動停止機能

・非常停止機能

【小型シュレッダー】

① 裁断寸法：約2.3ｍｍ×約16.0ｍｍ程度

② 最大裁断枚数（A4コピー用紙）：約10枚

③ 用紙の投入幅：220ｍｍ以上

④ 本体の大きさ：W45㎝×D25㎝×H60㎝程度

⑤ くず箱容量：約20ℓ以上

⑥ 電源：AC100Ｖ 50Hz/60Hz

⑦ その他必要機能

・紙投入時自動裁断機能

・裁断終了後自動停止機能

・オートリバース機能

・くず箱満杯時自動停止機能



６．諸経費等

（１）受注者は、納入・設置等にかかる費用を負担するものとする。

（２）受注者は、次に示す既存のシュレッダー（付属品含む）の解体・撤去

にかかる費用を負担するものとする。

【既存シュレッダーの概要】

・メーカー 明光商会

・型 式 VP－１０００ 高圧縮タイプ

・寸 法 幅 ３，０００ｍｍ

奥行 １，９００ｍｍ

高さ １，８００ｍｍ

・購 入 日 平成１９年９月

・総 重 量 約３，０００ｋｇ

※１ 解体・撤去のために引き渡すシュレッダー及び設置予定場所の確認について

は、要調整のうえ可とする。

※２ 当該シュレッダーの引き取りは、受注者の指定引き取り業者にて行うものと

する。また、受注者は、引き取り業務を行う指定の引き取り業者に対し、守秘義

務を負わせるものとする。なお、引き取り業者の指定にあたっては、別途発注者

に対し、通知するものとする。

７．その他

（１）納入にあたっては、発注者の指示に従い直ちに使用できる状態で設

置すること。

（２）解体・撤去、納入・設置等にあたっては、必要に応じて搬入通路等に

養生を行うとともに、建物及び既存物品を破損または汚損した場合には、現

状復帰するものとし、これに要する費用については受注者の負担とする。

（３）保証期間は、メーカー保証期間または１年間のうちいずれか遅い日ま

でとする。

（４）納入時期は、事前に発注者と協議して決定すること。

（５）この仕様書によるほか、疑義が生じた場合には、発注者と協議するも

のとする。


