入札公告
社会福祉法人 高嶺福祉会
理事長
菅原 暁
次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年 11月 8日
１ 入札に付する事項
（１）件
名

HEPAフィルター付き陰圧装置一式の購入

（２）購入物品の仕様
（３）納入期限
（４）納入場所

HEPAフィルター付き陰圧装置一式 （別紙仕様書による）
令和4年 1月 31日（月）
千葉県鎌ヶ谷市佐津間９８９－１

2 入札参加資格
次に揚げる条件をすべて満たして入る者であること。
（１） 国・都道府県・市区町村から指名停止を受けている期間中でないこと。
（２） 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申し立てをしていない
者であること。
（３） 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第1項の規定による再生手続開始の申し立てを
していない者であること。
（４） 千葉県内に事業所を有し、納品後の点検、修理、部品供給を適切かつ迅速に行う体制を有すること。
３ 入札手続き等
（１）入札説明書等の配付期間
令和3年11月 8日（月）から
令和3年11月 15日（月）迄
各日受付時間 8時 30分 ～ 17時 00分
施設内掲示板及びホームページへ掲載する。希望者は施設窓口へ直接申し出ること。（６問い合わせ先参照）
（２）一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限
令和3年11月 8日（月）から
令和3年11月 15日（月）迄
各日受付時間 8時 30分 ～ 17時 00分
（３）一般競争入札参加資格確認結果通知書の配布
入札参加資格が有ると認めた者に令和3年11月 15日迄に申請者指定のメールアドレスへ通知する。
（４）仕様書等の配付
入札参加資格が有ると認めた者に令和3年11月 15日迄に申請者指定のメールアドレスへ通知する。
（５）質疑等受付について
入札事項案件について質疑等がある場合は、指定書式にて6問い合わせ先までメールをすること。
質疑回答書受領期限 令和3年11月 15日 17時 00分 迄
（６）質疑等の回答について
令和3年11月 15日迄に指定のメールアドレスへ添付する。
（７）入札及び開札
日付：令和3年11月 16日（火）
時間：午前 9時 00分 ～
場所：特別養護老人ホームさつまの里
４

入札書の金額
落札決定に当たっては、入札書の金額に当該金額の100分の10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110
分の100相当に相当する金額を入札書に記載すること。（税抜金額を記載する。）
※消費税は納入及び設置日に財務省が定める税率に基ずくものとする。

６ 問い合わせ先
〒273-0136
千葉県鎌ヶ谷市佐津間９８９－１
社会福祉法人 高嶺福祉会
担当者 濱野 直紀
電話番号 047-401-1500
FAX番号 047-443-7300
メールアドレス satu-hamano@theia.ocn.ne.jp

入札説明書
社会福祉法人 高嶺福祉会
理事長
菅原 暁
次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年 11月 8日
１ 入札に付する事項
（１）件
名

HEPAフィルター付き陰圧装置一式の購入

（２）購入物品の仕様
（３）納入期限
（４）納入場所

HEPAフィルター付き陰圧装置一式 （別紙仕様書による）
令和4年 1月 31日（月）
千葉県鎌ヶ谷市佐津間９８９－１

2 入札に関する事項
（１） 本件の入札は7入札参加資格に掲げる条件を全て満たし、一般競争入札参加資格確認結果通知書
にて参加資格が有るとして判断された者が入札に参加できるもとする。
（２） 本件の入札は、仕様書、契約書（案）（以下、仕様書等）に記載する条件に従って行うこと。
（３） 入札は、入札説明書、仕様書等を熟知のうえ入札すること。
（４） 落札決定に当たっては、入札書の金額に当該金額の100分の10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110
分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
※消費税は納入及び設置日に財務省が定める税率に基ずくものとする。
（５） 入札用封筒は、宛名（社会福祉法人高嶺福祉会 理事長 菅原 暁 宛）件名、商号又は名称を
記入のうえ封印（３箇所）すること。長形３号（１２０×２３５ｍｍ）以下を使用するものとする。
（６） 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
（７） 入札書、誓約書及び委任状には、業務名及び納入場所を、広告、説明書、仕様書 等の記載に従い
記入すること。
（８） 入札者が代理人である場合においても、誓約書及び入札書にはそれぞれ代表者印を押印すること。
（９） 誓約書及び代理人が入札を行う場合の委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。
なお、委任状は代理人の印では修正できない。
（１０） 再度入札の回数は2回までとする。
（１１） 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。
（１２） 一般競争入札参加資格確認結果通知書で有資格者と認められていない者は参加することができない。
なお、無資格者の入札は無効とする。
（１３） 郵便による入札は認められない。
３ 落札者の決定
（１） 予定価格以下の最低価格をもって入札した者とする。
４ 入札保証金 免除
５ 契約保証金 免除
６ 支払い方法
（１） 代金の支払いは納入月の月末締日とし、請求者の適正な請求書の受理を確定し、翌月末日までに
支払うものとする。
７ 入札参加資格
次に揚げる条件をすべて満たして入る者であること。
（１） 国・都道府県・市区町村から指名停止を受けている期間中でないこと。
（２） 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申し立てをしていない
者であること。
（３） 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第1項の規定による再生手続開始の申し立てを
していない者であること。
（４） 千葉県内に事業所を有し、納品後の点検、修理、部品供給を適切かつ迅速に行う体制を有すること。
８ 入札手続き等
（１）入札説明書等の配付期間
令和3年11月 8日（月）から
令和3年11月 15日（月）迄
各日受付時間 8時 30分 ～ 17時 00分

施設内掲示板へ掲載する。希望者は施設窓口へ直接申し出ること。（６問い合わせ先参照）
（２）一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限
令和3年11月 8日（月）から
令和3年11月 15日（月）迄
各日受付時間 8時 30分 ～ 17時 00分
（３）一般競争入札参加資格確認結果通知書の配布
入札参加資格が有ると認めた者に令和3年11月 15日迄に申請者指定のメールアドレスへ通知する。
（４）仕様書等の配付
入札参加資格が有ると認めた者に令和3年11月 15日迄に申請者指定のメールアドレスへ通知する。
（５）質疑等受付について
入札事項案件について質疑等がある場合は、指定書式にて6問い合わせ先までメールをすること。
質疑回答書受領期限 令和3年11月 15日 17時 00分 迄
（６）質疑等の回答について
令和3年11月 15日迄に指定のメールアドレスへ添付する。
（７）入札及び開札
日付：令和3年11月 16日（火）
時間：午前 9時 00分 ～
場所：特別養護老人ホームさつまの里
９ 問い合わせ先
〒273-0136
千葉県鎌ヶ谷市佐津間９８９－１
社会福祉法人 高嶺福祉会
担当者 濱野 直紀
電話番号 047-401-1500
FAX番号 047-443-7300
メールアドレス satu-hamano@theia.ocn.ne.jp

入札仕様書
社会福祉法人 高嶺福祉会
理事長
菅原 暁

令和3年 11月 8日
１ 件名

HEPAフィルター付き陰圧装置一式の購入
0

２ 概要

受託者（以下「乙」という）は、社会福祉法人高嶺福祉会 特別養護老人ホーム
さつまの里（以下「甲」という）が定める別紙仕様書に基づき、乙は、
誠実に業務を実施することを目的とする。

３ 履行場所

千葉県鎌ヶ谷市佐津間９８９－１

４ 納入期限

令和4年 1月 31日（月）

５ 業務内容

HEPAフィルター付き陰圧装置一式の購入

６ 要求用件

乙は、甲が定める製品仕様及び、入札説明書における入札参加資格の条件を
すべて満たしていること。
搬入設置費並びに養生費、残材処理費、諸経費等は入札価格に含むものとする。

７ 支払い方法

代金の支払いは納入月の月末締日とし、請求者の適正な請求書の受理を確定し
、翌月末日までに支払うものとする。

Ⅰ 調達品
簡易陰圧室対応
Ⅱ 構成内訳
HEPAフィルター付き陰圧措置本体 １式 （機種名：HY-850-DG20T）
簡易陰圧対応工事 １式
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Ⅲ 調達品に備える技術的要件
(性能・機能の要件)
HEPAフィルター付き陰圧装置機本体は、以下の要件を満たすこと
HEPAフィルタの集塵効率は、計数法で0.3μmの浮遊物を99.97%以上除去できること
排気をダクト接続できるよう配慮されていること。
吸入口は装置下部にあり、プレフィルターを装備していること
HEPAフィルターを1枚、吸引口にプレフィルターを1枚装備していること
最大850㎥/hの風量を有すること
風量設定は、無段階可変にて風量調節ができること。
本体上部に吹出口を有し、浄化した空気を効率よく循環可能であること
アワーメーターを有し、累計使用時間を確認できること
キャスターを有し、必要時に必要な場所へ移動して使用できること。
当該陰圧室から外へ移動して使用する際に、ダクトの脱着ができ空気清浄機として使用できること。
本体外形寸法（吹き出し口は含まず）は、幅700㎜以下、奥行き450㎜以下、高さ1300㎜以下であること
100V電源が使用可能であること
最大消費電力が305W以内であること
本体材質は鋼板焼付塗装であること。

陰圧対応工事は、以下の要件を満たすこと
CDC準拠した陰圧室仕様の「換気回数 12回/h」「室間差圧 -2.5Pa」を実現すること
HEPAフィルター付き陰圧装置機を設置し、室内の空気を清浄化できること
HEPAフィルター付き陰圧装置機を通った空気の一部を室外へ排気（室外排気系統）し、陰圧対応すること
室外排気系統は、既存配管等を室外排気用に加工し、ダクト接続すること
室外排気系統は、HEPAフィルター付き陰圧装置の上部にダクトを設置すること

