令和２年２月２０日 久留米市物品発注表
※「一般印刷」で登録がある者のうち、市内に本社（本店）
（個人の場合は事業所等）があり、市内の工場で自
社印刷が可能であることを主な資格とした入札です。詳細は「参加条件」参照のこと
入札番号

入札１０－１ 【郵便入札案件】

品名

広報くるめ印刷（単価契約）

規格

仕様書のとおり

数量（年間予定）

５８，３０８，０００頁

履行場所

指定場所 （仕様書に記載）

納期

指定日

予定価格

非公開

最低制限価格

無

説明日時及び参集場所

無

（仕様書に記載）

質問書受付

(1) 受付方法
指定様式『質問書』をファックスにて受け付け（様式は市ホームページからダウンロードしてくだ
さい）
(2) 受付期間
令和２年２月２０日（木）から令和２年２月２７日（木）午後５時１５分まで
(3) ファックス送信先
ＦＡＸ ０９４２－３０－９７１３ 総務部契約課（久留米市役所総務部契約課）
(4) 回答について
質問者にファックスで回答。ただし、質問内容によっては、本市ホームページ上に掲載することも
あるので、注意すること。

開札日時及び場所

令和２年３月１０日（火） 入札１０-１ １４時００分
久留米市庁舎１３階（久留米市城南町１５－３）

入札保証金
契約保証金
契約条項を示す場所
支払条件
議会の議決

久留米市契約事務規則第７条第３号の規定に基づき免除
必要（契約締結時に契約金額の１０％以上を付すこと。減免が可能な場合もあり。詳細は市ホームペ
ージ参照）
総務部契約課（久留米市役所１３階）

各回納品毎に支払
不要
この競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 久留米市物品供給業者有資格者名簿に、
「一般印刷」で登録があること。
参加条件
(2) 市内に本社（本店）がある者、又は個人の場合は事業所等がある者。
(3) 市内に工場があり、自社印刷可能なこと。
(1) この競争入札は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年
政令第３７２号。以下「特例政令」という。
）の適用を受けるものである。
(2) 特例政令に規定する欧州連合の供給者にあっては、上記「参加条件」の(1)～(3)に掲げる要件を
満たすことを要しない。
(3) 特例政令に規定する欧州連合の供給者であって、
久留米市物品供給業者有資格者名簿に登録され
欧州連合の供給者の入
ていない者がこの競争入札への参加を行おうとする場合は、競争入札参加資格審査申請書（物品）
札参加に関する事項
（以下「審査申請書」という。
）を提出すること。
(4) 「審査申請書」の様式は、久留米市契約課ホームページからダウンロードすること。
(5) 審査申請書の提出期間、場所及び方法
期間 本公告の日から令和２年２月２７日（木）まで
場所 久留米市庁舎１３階 総務部契約課
方法 郵送又は持参（郵送の場合、期間内必着）

仕様書等の交付
入札書等の記載方法

郵便入札の方法

入札の辞退

仕様書等は、久留米市契約課ホームページからダウンロードすること。
入札の方法等については、次に掲げる事項に留意すること。
(1) 入札の方法は、２頁当たりの単価入札とし、入札書記載金額は、仕様書に記載している一切の経
費を含んだ価格であること。
(2) 入札書の金額は算用数字を用い、金額の前に必ず｢￥｣を記入し、消費税及び地方消費税の課税業
者であるか免税業者であるかを問わず、契約を希望する金額から消費税地方消費税に相当する金
額を減じた額を入札書に記載すること。ただし、契約に当たっては、入札書に記載された金額に
消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。
(3) 入札書は指定する様式（様式第１号）を必ず使用し、代表者の住所及び氏名を記入し、登録印
を押印すること。
(1) 入札参加を希望する場合は、入札書（様式第１号）を、長形３号サイズの封筒に封入すること。
(2) (1)の封筒を一般書留又は簡易書留にて、締切日時までに指定場所へ郵送すること。
締切日時 ： 令和２年３月６日（金）（必着）
指定場所 ： 〒８３０－８５２０ 久留米市城南町１５－３ 久留米市役所総務部契約課
(3) (1) の封筒には、表面に入札番号、品名及び入札書在中（赤字）と記入し、裏面に送付者名（商
号又は名称、住所、代表者職氏名及び電話番号）を記入すること。
入札書郵送後に辞退をする場合は、開札前までに久留米市契約課に『入札辞退届』を提出すること。
（様
式は市のホームページからダウンロードしてください。
）

入札の無効

次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者が入札したとき。
(2) 所定の場所及び日時までに入札書が提出されないとき。
(3) 入札書に入札金額の記載がないとき、又は入札金額が判読できないとき。
(4) 入札書に記載された事項に誤字又は脱字があって必要事項を確認できないとき。
(5) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がないとき。
(6) 同一の入札者が２以上の入札をしたとき。
(7) 法令又は入札に関する条件に違反したとき。

入札書の引換えの禁止

郵便入札については、入札書の提出締切前であれば入札書の引換えを認める。

１者入札の取扱い

入札者が１者であった場合においてもその入札は有効とする。

落札者の決定

開札を行った結果は、次に掲げるとおり決定する。
(1) 有効な入札を行った者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者と
して決定する。ただし、その者が複数となった場合には、くじにより落札者を決定する。
(2) 予定価格の制限の範囲内で入札した者がなく落札者がいない場合は、再度の郵便入札を行うもの
とする。ただし、再度の入札で落札をしない場合は入札不調とする。

入札結果等の公表

この入札の結果は、落札者の決定後に久留米市役所部契約課において閲覧に供し、本市公式ホーム

ページに掲載することとする。
契約書の作成及び締結

落札者は、交付された契約書に必要事項を記載、記名押印し、落札者決定の日の翌日から６日以内に、
これを提出しなければならない。

開札の立会い

(1)郵便入札については、入札参加者のうち２者を指名し、立ち会わせる。ただし、指名された者が
開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市の職員を立ち会わせる。
(2)開札の立会人は、開札日の前日までに決定し連絡をするので、選ばれた場合は開札時間までに開
札場所に参集すること。なお、指名した者以外の入札室への立ち入りは認めない。
(1) この入札及び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とする。
(2) 入札参加者は、関係法令、この公告及び仕様書等に十分留意のうえ、入札すること。
(3) 入札した者は、入札後、この公告及び仕様書等についての不明を理由に異議を申し立てることは
できない。
(4) その他必要事項は、地方自治法、久留米市契約事務規則及びその他関係法令の規定するところに
よる。

その他

【物品購入等に係る条件付き一般競争入札関係書類】
◆入札１０－１

広報くるめ印刷（単価契約）

１． 入札書

(様式第１号)

（注）
１．
「入札辞退届」
「質問書」は市ホームページからダウンロードしてください。
【久留米市トップページ ＞産業・ビジネス・雇用 ＞入札契約情報 ＞入札・見積情報
（物品）＞競争入札（見積り）等の様式一覧（物品）】
２．申込者が使用する印鑑は、入札・契約に係る提出書類すべてに
同じものを使用してください。（契約課登録印を使用のこと。）
３．特例政令に規定する欧州連合への供給者であり、有資格者名簿に登録され
ていない方は「競争入札参加資格審査申請書」の提出が必要です。
様式及び提出要領は市ホームページからダウンロードしてください。
【久留米市トップページ＞産業・ビジネス・雇用＞入札契約情報＞競争入札参加資格申
請（物品）＞競争入札参加資格審査申請（物品）のご案内】

※今回の申請は、当該入札参加資格確認申請を行う契約に係る入札及
び契約の手続きに限り有効です。

【連絡先】

久留米市役所総務部契約課（市役所１３階）
物品チーム
ＴＥＬ ０９４２－３０－９１７２
ＦＡＸ ０９４２－３０－９７１３

入札１０－1

（様式第 1 号）

入
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仕様書のとおり

令和３年３月３１日まで

単

位

金

額

２頁／あたり
（４色）

納入場所

指定場所

久留米市契約事務規則及び仕様書その他関係書類を承諾の上、上記のとおり入札し
ます。
令和２年３月１０日
所在地
商号（名称）
代表者職氏名

印

注）１．インク又はボールペンで書いてください。
２．金額の数字はアラビア数字（１、２、３等）を用い、その頭部に\を記入してください。
３．訂正箇所に訂正印がないときは無効です。
４．金額の訂正はできませんので、必要な場合は再作成してください。

令和 2 年度

広報くるめ印刷仕様書

１．発行
▽毎月 1 日、15 日付けで発行
（ただし、発行日が日曜日、祝休日の場合は前日。1 月 1 日号は 12 月 28 日）
▽契約対象は、2020 年 4 月 15 日号から 2021 年 4 月１日号まで計 23 回
※2021 年 1 月 1 日号と 15 日号を合併号として発行予定。
２．規格
▽判

型＝Ａ4 判

▽ページ数＝16 ページから 24 ページ（4 ページ単位で増減あり）
▽印刷方式＝オフセット印刷
▽色

＝4 色

３．発行頁数
▽1 号当たり約 2,535,130 頁（年間約 58,307,990 頁）
。ただし、増減あり。
参考：R1 年度見込み
：H30 年度

1 号当たり約 2,416,648 頁（年間約 58,433,600 頁）

1 号当たり約 2,556,840 頁（年間約 61,364,160 頁）

４．紙質
▽古紙を配合した再生紙（漂白したもの）
。四六判 70kg のマットコート紙または微塗工紙
５．出稿・校正
①出稿
▽広報課からの出稿日は、原則として発行日の 6 日前の 13 時、広報課で行う。ただし、この
日が土曜日、日曜日、祝・休日の場合は事前に協議する
▽ウィンドウズのＤＴＰソフトを使って編集したデータを CDR ディスクで渡す。CDR ディスク
は 700ＭＢのものとする。併せて、紙出力した原稿を渡す
▽画像データは、
原則として出稿日前日の 13 時に、
広報戦略課において CDR ディスクで渡す。
ただし、プリント写真のほか、大判のチラシやポスターなどを渡すこともあるので、その場
合は、業者がデータの取り込み作業を行う
▽市がデータ等を渡した後でも、緊急かつやむを得ない場合は、内容の一部を修正または差
し替えることがある
②校正
▽出稿データを受け取ったら、文字や色の確認作業を行い、不適切な表現などがあれば速や
かに広報課まで連絡し、指示を受けること
▽出稿後、当日 17 時までに製本した見本１部を広報戦略課へ提出し、文字校正及び色校正の
指示を受け、確実に紙面に反映すること

６．市がＤＴＰを行う環境は次のとおり。なお、契約期間中にＤＴＰ環境等を変更する必要が生
じた場合には、双方協議の上、対応するものとする
（１）機器構成
機

種

台

数

ＮＥＣ ＰＣ－ＭＫＭ３０／Ｂ－５

6

ＮＳＢ－５Ａ１６Ｔ４ＢＬ対応 16TB(NAS)

１

ＥＰＳＯＮ ＧＴ－Ｘ８３０ (スキャナー)

１

ＮＥＣ ＰＲ－Ｌ９６００Ｃ(プリンター)

１

（２）ソフトウエア
ＯＳ: Microsoft Windows 10 Professional 日本語版
Adobe creative cloud コンプリートプラン
Office2019 Standard 官公庁向けライセンス
J-Government JL-Standard ATOK Pro4 for windows
（３）フォント
フォントワークス LETS システム
（４）その他
外字に関しては、最低限必要なものを業者が準備する。また、表組、グラフ、地図など一
部のデータに関しては業者に作成を依頼する場合もあるので、市の指示に従うこと
７．納品
・発行日の 8 時 30 分までに市役所本庁舎へ約 2,500 部程度。残りは、市内の 1 か所の市が指
定する場所へ納品
ただし、4 月 1 日号については、3 月 31 日に市が指定する場所へ納品すること
・市内の１か所の市が指定する場所へ納品は、市が指定する約 70 組の部数に分けること
・市役所への納入分のうち約 210 部については、出稿日前日広報課が渡す宛名ラベルを貼っ
た封筒に封入して納品
・出稿日翌日に、最終データのＰＤＦファイルを広報戦略課に提出すること
８．その他
・編集や出力に関する打ち合わせに随時来庁できること
・印刷は、自社工場で行うこと
・そのほか、不明な点は両者で協議すること
・落札業者決定後、写真や印字などの確認のため、落札業者には見本のデータ（CDR ディスク）
を渡すので、落札 2 日後までにテスト出力したものを広報戦略課まで持参すること

