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納入期限

納入，携所

契約保証金

納入の方法

　上記物品の売買について、発注者

とは、上記物品の納入について、次の条項に従い互いに信義を守り、誠実にこれを履行するものと

する。

　この契約の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自そのユ通を保有する。

　　　平成30年5丹2艮

　　　　　　　　　‘繕住所　鱗淡雛轍鎚熱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギ　　　　　　　　　　　レ　ゴリコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　ノ　　　ヘコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　淡路市長門康射戸〔・題妻∴1、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・．，，．L∴・：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．賠i誕i響：

（うち消費税及び地方消費税の額　￥　1，572，356－〉

平成30年7月6日

旧淡路市立佐野小学校内

小切手により納付〈銀行振出等）

淡路市の指示による　　　　　　　　　‘

　　　　淡路市（以下「甲」という。〉と受注者似下r乙」という。）
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　総、　鼻1）

第1条　乙は、甲の示す仕様書に基づいて，頭書の納入期限内に物晶を紬入しなければならない。

2　乙は、麟入すべき物贔にっいて晶質が明らかでなく、又は特別の指示を受けていないときは、

　同等以上の品質を有するものを納入しなければならない、

3　乙は、仕様書又は契約条件に明示されていない事項について、物晶の納入に当然必要なことは、

　甲の指示によらなければならない。

　（検　　査）

第2条　乙は、物品を納入しようとするときは、納贔書正副2逓を鍵出し、立ち会いの上、甲の検

　査を受けなければならない

2　検査に要する費馬及び検査による変質、変形又は溝耗及0顎傷した物贔の修繕等の費驚はすべ

　て乙の負担とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き3　乙は、第1項に規定する譲査に立ち会わなかったときは、検査の結果につき、異議を申し立て

　ることができないものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黛

　（手直し、補強又は取撲え）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

第3条乙は、納入する物晶が不良のため、前条第1項の検査に合格しなかったときは、甲の指定

　した期限内にこれを手直しし、補強し、又は取替えて検査を受ければならない。

　（給付の完了）

第魂条甲は、検査に合格した物晶につき、その引渡しを受けるものとする。

2　物品の容器、包装等は、特に定める湯会を除き、甲の所有とする。

（危険負担〉

第5条物晶の納入前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。

（蝦疵担課〉

第6条　乙は、納入した物品で、隠れた蝦疵があるときは、この契約を履行した日から1年間、無

　僕で手直しし、補強し、又は取替えなければならない。　　　　　・　　　噛

2　乙は、甲に対して、荊項に規定する蝦疵により生じた損害を賠賛しなければならない。

（権騨、義務の譲渡禁止）

第7条乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

　ただし、甲の書面による承認を受けた湯合は、この限りでない。

（代金の支払等）

第8条　甲は、この契約に基づく給付の完了を確認した後、乙の適正な支払請求書を受理した日か

　ら30員以内に契約金額を支払うものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、この

　限りでない。

（分　　翻）

第9条　乙は、甲の要求があったときは、物品の数量を分割して納入するものとする。

2　乙は前条の規定により、分割納入したときは、甲に匿納部分の範囲内において代価を請求する

　ことができる。　　　．　　　　　　　　　　　，

（乙の請求による契約履行期限の延長）

第三〇条　乙は、天災地変、その他やむをえない理虫により、契約の履行期限内に物品を納入する

　ことができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を開らかにした書面により、期限の延長

　を求めることができる、この場合において、甲が正当と認めたときは、甲、乙協議して書面によ

　り延長呂数を定めるものとする。

（契約の解除）

第11条　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することが

　できる。

　（の　乙の責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を

　　履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

　総　法令の規定により、営業に関する許可を象噂肖され、又は営業の停止を命じられたとき。
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　《3！乙又はそρ）代理人その他の羨驚人が綾査を妨げたとき。

　〈41乙又はその代理入が、この奏約事項に違反し、そのため箋約の巨的を達することができな

　　いとき．

2　甲は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。

3　甲は、前2項の規定により、この契約を解除したときは、乙の講求により慶納部分の代価を支

　払って当該・部分の訴有権を象得するものとする。

4　第1項の規定により、この契約を解除した揚合においては、乙は契約金額の1e分の1に棺当

　する額を違約金として雫の指定する期間内に甲に納付しなければならない。

5　甲は、この契約を解除しようとするときは、その理麹を記蓑した書酉により、乙に遷知するも

　のとする、

〈損害賠償）

第亙2条受注者は、この契約に定める義務を履行しないために癸注者に損害を与えたときは、そ

　め損害に相当する金額を損害賠償として癸注者に支払わなければならない。

（賠償金等の懲収〉　　　　　ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

第玉3条受注者は、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支

　払わないときは、発注者はその支払わない額に発注者の指定する期聞を経過した類から契約金額

　支払の日までの年5．0パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契

　約代金とを相殺し、なお、不足があるときは追微する。

2　前項の追徴をする場合には、発注者受注者から遅延鶏数につき年5．Gパーセントの割合で計

　算した額の延滞金を追徴する。

（履行遅廷の場合の違約金）

第1農条　乙は、その責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に物晶を納入しないときは、

　契約の履行期眼の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年10。75パーセント

　の割合で計算した額を趨約金として甲に納入しなければならない。・

2　乙は、第3条の手直し、補強又は取替えが指定期限後にわたるときは、前項に基づき違約金を

　納入しなけれぽならない。　　　　　　　　　　’

3　前各項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これに算入しないものとす

　る。

（契約の変更、中鱒

第15条　甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、書面による通知により契約の内容を変

　更し、又は中止させることができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要

　があると認めるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。

〈事惰の変更）

第16条契約の締結後において、予期することのできない経済情勢の変動等により、・契約金額が

　著しく不当と認められる事清が生じたときは、甲、乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変

　更することができる．　　　　　・

（協　　1議）

第17条　この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、淡路市

　契約規則（平成ユ7年淡路市規則第魂9号）によるほか、甲乙協議して定めるものとする。

（本契約の磯定）

第18条　この契約について、畿会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

　例く平成17年淡路市条例第55号）第3条の規定による淡路布議会の議決を経た後本契約を

締結する。この揚合において、この契約書は地方自治法（昭報2婁年法律第67号）第234

条第5項の規定に基づく契約書となるものとする。
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約の締結を磯認した。

兵塵県淡路叢生穂薪島8番堆

淡路市長　門　康彦　　　鍮
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　　　　　　　　　教育用タブレット端末等購入に係る仕療書

　本仕様書は、淡路市教育委員会及び各小中学校で使用するタブレット端末等謄入の入札

に適用する。

1．事業名

　　教育用タブレソト端末等紫入事業

2．導入機器仕様及び数量

　　・導入機、器及び数量については、下記のとおりとする。　　　　　　　　　　　　　ζ

（ヱ）タブレット端末　※指定品

タブレット端末に関しては以下の指定品を導入する。

翻燃型式　1メーか 聖番 数量

iPad　　響i－Fi

32GBスペースグレイ

アソプルジヤパン M民7F2」／A 魂95台

iPa（1　響i－Fi

l銘GBスペースグレイ

アツプルジヤパン 1∀置鼠7J2J／A

　　　　　」

65台

※麩育機齎向1沁evice翫ro塾慧一R茎慶整鍛媛翌Σ1三藁応している機墾で血る≦こと。一

（2）画縁転送装置及び接続ケーブル　※指定品

画像転送装置に関しては以下の指定品を導入する。

晶犀・規格型式 メーカー

App亙eTV　32GB アツプルジ

　　型番

翼麗匙912∫／A

〈第4世代）

数葺脚「

3．納入場所

機種 納入場所　　　　「

（1）　タブレット端末

②　画縁転送装置 旧佐野小学校（淡路市佐野900）
　　　　　　　　　　　　　　　　3

4。入札について

　　全品一括入札方式とする。

　　　　　　o

一
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5、契約について　　　　　　．　　　　　　　　1　　　　　　　　　’

　　内訳書に記載された金額にて繕品一覧表に記載されている機器を納入すること。

6。納贔及び検査

　　・納晶物については親晶であること。展示品でないこと。遡量愈鍵孟嚢蓬i豊と教責

　　委量会璽菱ζ左で麹贔．を蓮墾．L瓢墜ぎ一塞歪量等カミ癸覚した撰会は無饒にて麩養えを

　　鴛う．，二．と9．．

　　・受注者は、教育委員会の指示がない限り樹包材類（ダンボール・発泡スチロール等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き
　　は持ち帰ること。また、これに係る経費は受注者の負担とする。

　　・納晶期限については、平成30年7月6費　（金）とし、検査に合格した後、講求r

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムワぢ
　　書を提出すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’；

7．提出書類について

　　畦Padシリアルナンバー一覧表

8．その他

　　・納品後、製品の品質等について問題が生じた揚合には、淡路市教育委員会と協議し

　　　て、受注者が責任を以て迅速にその指示に従うこと。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　　・検査後1年以内において、業者の納入作業に起因する障害及び逓常の使用におい

　　て障害が発生した場合は、無償にて修理又は取替えを行うこと。

一
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（物品売買契約書鶏）

暴方羅撲除に関する特約

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　（趣旨）

1　発注者及び受注者は1淡路市暴力団緯除条綴く乎戒25年淡路市条例第9号。以下ギ条

働という。）第6条の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう必要な措遷を

実施することとして、以下の各項のとおり合意する。

　（契約からの暴力団の擁除）

2　受注考は、暴力弼（条例第2条第亙号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団

　員（同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）及び暴力団密接関孫者（同条第

　3号に規定する暴力団密接関孫者をいう。以下同じ。）（以下これらを曝力団等」とい

　う。）と、この契約の履行に伴い業務を第三者に行わせるために縮結する契約（以下「再

委託契約」という。）を締結してはならない。

3　受注者は、当該者を発注者とする再委託契約を纏結する場合において、この特約の第

　2項から第6項まで、第9項、第io項、第13項及び第玉縫項に準じた規定を当該再

委託契約に定めなければならない。

尋　受注者は、次のいずれかに該当するときは、発注者及び兵庫県淡路警察署長（以下．「警

察署長」という。）に報告しなければならない。

　（1）再委託契約の受注者が暴力団等であることを知ったとき。

　（2）　この契約の履行に関して業務の妨害その他不当な要求を受けたとき．

〈3）再委託契約の受注者からその者が発注した再委託契約におけるこの項に準じた規

　定に基づく報告を受けたとき。

　（般員等に関する情報提供）

5　癸注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するた

め、受注者に対して、次に掲げる者（受注者及び再委託契約の受注者が個人である場合

はその者を含む、以下f役貴等」という。）についての名簿その櫃の必要な情報の提供を

求めることができる。

（の　役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、縮談

　役、顧欄その他いかなる名称を有する者であるかを閤わず、受注者又は再委託契約の

　受注者に対し、業務を執行する縫員、取締役、執行役又はこれらに準じる者と同等以

　上の支醗力を有するものと認められる者を含む。〉

　（2）　受注者又は再委託契約の受注者がその業務に麗し、監督する責任を有する者（議

　号の役員を除く。）として使震し、又は代理人として選任している者（支店又は常時再

一
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　　委託契約を緒藷する事務羨の代表者を含むΩ

6　癸注者は、受注者から挺洪された情馨を警察署長に蓬洪することができる。

　〈警察署長から得た情報の利用）

7　発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当するか否かについて、警

察署長に意見を聴くことができる。

8　癸注者は、警察署長から得た情報を池の契約において、第1項の趣旨に従い暴力慈等

を排除するために利用することができる。　　　　　　　　　　　　　，

　（発注者の解除権）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

9　発注者は、受注者（受注者が共同企業体である揚合にあっては、その講成員び）いずれ

かの者。以下この項にお1、、て同じ。）が、次のいずれかに該当するときは、契約を解除す

ることができる、この揚合において、物贔売買契約書：第玉玉条第4項の規定を準用する。

（1）役員等が、暴力団員であると認められるとき。

〈2）暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき、

（3）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る肩的又は第三者に損害を

　加える藝的をもって．暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき6

縫）役員等が、暴力団又は暴力溺員に爺して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

　　ど、直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

　　られるとき。

（5）役員等が暴力撫又は暴力団員と社会的に雰難されるべき関孫を有していると認め

　　られるとき。

（6）再委託契約を締結するに当たり、その相手方が第互号から前号までoいずれかに

　該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

（7）受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約の相手方

　　としていた場合く前号に該当する揚合を除く。）に、発注考が受注者に対して当該契約

　の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

（8）再委託契約の受注者が再委託契約を再発注して、第1号から第5号までのいずれ

　かに該当する者を絹手方としていた場合において、受注者がその事実を知りながら、

　正当な理出がなく、発注者への報告を怠ったとき、受注者が再委託契約の受注者との

　特約に準じた条項を定めた再委託契約を締結していなかったとき、その催受注者が正

　当な理類がないにもかかわらず、特約の条項に故意に違反し、その違反より暴力國を

　利する行為を，したと認められるとき。

（解除に伴う措置）
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10　羨項の解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその

損害を藷求することはできない。

玉1　第9項の規定により、この契約が解除された擾合において、物贔売賃契約書第1亙

条の規定を適用する。

（違約金の徴収）　　　　’

2　第9項において準用する物品売買契約書第嶽条第4項の規定による違約金の徴収

については、物品売買契約書第茎3条の規定を適用する。

　（誓約書の提出等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

13　受注者は、この契約の契約金額が200万円を超えるときは、発注者に対し、この

契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。

　〈の　受注者が暴力団等でないこと。

　（2）再委託契約を締結するに当たり、暴力団等を再委託契約の受注者としないこと。

　（3）受注者は、この特約の条項に違反したときは、第9項の規定に基づく契約の解除、

　前項の規定に基づく違約金の請求その他の発注者が行う一切の欝置について異議を述

　べないこと。

14　受注者は、再委託契約を締結する場合において、その契約金額（同一の者と複数の

再委託契約を締結する場合には、その合計金額）が200万円を超えるときは、前項の

規定に準じて当該再委託契約の受注者に誓約書を提出させ、当該誓約書の写し（第3項

の規定によりこの項に準じて再委託契約に定めた規定により提出させた誓約書の写しを

含む。）を発注者に提出しなければならない。

　　　　　　　　　　　　　曇

　（受注者からの協力要請）

15　受注者は、特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要があるときは、発

注者及び警察署長に協力を求めることができる。

一翻一



再委託契約における暴力団舞除に関する特約（第3項闘係）

　発注者及び受注考は、淡略市暴力団誹除条劔（平成25年淡賂市条例第9号。以下「条

例」という。）第6条の規定に基づき、暴力憩を利することとならないような必要な措置を

実麹することとして、次のとおり合意する。

璽　受注者は、暴力団（条例第2条第1項1ζ規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団

　員（同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）及び暴力団密接関係者（同条第

　3号に規定する暴力団密接関係者をいうδ以下同じ。）似下これを「暴力団等」という。）

　と、この契約の履行に伴い業務の…部について第三者に行わせるために締結する契織（以

下構委託契絢という．）を繍して1訟らない。、　　　　　集、

2　受注者は、当該者を発注者とする再委託契約を締結する場合において、この特約に準

　じた条項を含んだ再委託契約を締結しなければならない。

3　受注者は、次のいずれかに該当するときは、発注者及び兵庫県淡路警察署長（以下f警

　察署長」という。）に報告しなければならない。

　（1）　再委託契約の受注者が、暴力団等であることを知ったとき。

　〈2）　この契約の履行に関して業務の妨害その飽不当な要求を受けたとき。

　〈3）　再委託契約の受注者からその者が発注した再委託契約におけるこの項に準じた規

　　定に基づく報告を受けたとき。

4　発注者は、受注者及び再委託契約の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するた

　め、受注者に対して、次に掲げる者（受注者及び再委託契約の受注者が偲人である場合

　はその者を含む。以下「役員等」という。）についての名簿その催の必要な清報の提洪を

　求めることができる。

　（1）役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいい、擢談

　　役、顧闇その他いかなる名称を有する者であるかを闇わず、受注者又は再委託契約の

　　受注者に対し、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる同等以上の

　　支配力を有するものと認められる者を含む。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ
　（2）受注者又は再委託契約の受注者がその業務に関し監督する責任を有する者前号の

　　役員を除く。）として使用し、又は代理人として選任している者（支店又は常時再委託

　　契約を締結する事務所の代表者を含む。）

5　癸注者は、この契約に孫る業務の発注者（当該業務を発注した淡路市長）を通じて受

注者から縫洪された情報を警察署長に提供することができる。

6　癸注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

（1）

（2）

（3）

役員等が暴力麟員であると認められるとき。

暴力団等が経営に実質的に蘭与していると認められるとき。

役員等が自己、自鮭若しくは第三考の不正の利益を図る自的又は第三者に損害を

一
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評灘噺轟翼饗麟乏穿購議畿ま懸鰍鵡・1嵩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ζ制ピ　　　ξモ幽
　　ど、直接的又は積極的に暴力騒の維詩、運蛍等に脇力し、若しくは関与していると認冒　　一一

　　められるとき。

、〈5）役員等が暴力罷又は暴力藤員と社会垂勺に非難されるべき露孫を有していると認あ

　　られるとき。

　（6）再委託契約を締結するに当たり、その諺手方だ第1号から前号までのいずれかに

　　該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

　〈7）受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する考を再委託契約の損手方

　　としていた場合（前号に該当する場会を除く。）において、発注者が受注者に対して峯

　　該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。　　　　　　　　；覧

　く8）再委託契約の受注者が再委託契約を再癸注して第1号から第5号までのいずれか

　　に該当する者を糎手方としていた場合に、受注者がその事実を知りながら発注者への

　　報告を正当な理詣がなく怠ったときは、受注考溺下講契約等の受注考とこの特約に準

　　じた条項を含んだ再委託契約を締結していなかったときそめ他受注者が正当な理由が

　　ないのにもかかわらず、この特約の条項に故意に違反しその違反により暴力団を利す

　　る行為をしたと認められるとき。

7　前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対

　して、その損害を請求することはできない。

8　受注者は、この契豹の契約金額（癸注者と複数の再委託契約を締結する場合は、その

合計金額）が200万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に次の事

項に関しての誓約書を罷轟するものとする。

　（1）受注者が暴力藤等でないこと。

　（2）再委託契約を締結するに当たり、・暴力団等を再委託契約の受注者としないこと。

〈3）受注者は、この特約の条項に違反したときは、第6項に基づく契約を解除・違約

　金の請求その他の発注者が行う一切の譜置たっいて異議を述べないこと。

9　受注者は、再委託契約を締結する場合において、前項の規定に準じて当該再委託契約

の受注者に誓約書を堤出させ、当該誓約書の写しく第2項の規定によりこの祷約に準iじ

て再委託契約に定めた規定により堤出させた誓約書の写しを含む。）を発注者に提出しな

ければならない。

一嘱一



開　札結果表
淡学教第1号

入札に付した事項
教育用タブレット端末等購入業務

入札・開札の目時 平成30年4月26日　　10時20分

入札・開札の場所 淡路市防災あんしんセンター

予定価格 ・最低制限価格 落札金額

※契約締結後に公表 ※契約締結後に公表

入札書比較予定伍格 最低制限価格比較価格 翠19，654，尋50一

※契約締結後に公表 ※契約締結後に公表

番号 入札者氏名

入札保証金

又は担保
第1回

入札金額
再入札金額 備考

種別 金…額

1 ㈲すみ孫 ￥壽9β60，00⑪
き

2 ナカヤマ家電 辞退

3 つるでん㈱ ￥唱9，654，羅50 落札

4 ㈲森田電気設備 辞退

5 ㈲植松電気 峯20，970，000

6 ㈱カシゲン 畢21，062，⑪00

7 ㈱アワジシステム ￥20，960，000

8 新世薬品㈱ 辞退

9
ワ・一ルドユニフォ

ーム

免除
辞退

10
電化シヨツプふあ

みりあ
辞退

11 ㈱柏木商店 辞退

12 ㈱島脇電気商会 辞退

13

14

15

契約予定金額 ￥21，226，806一 （うち消費税及び地方消費税） ￥1，572β56一

業者選定理由

淡路市入札参加資格者名簿に登載されてた業者の中から、淡路市内業者で文具・OA機器

類により届出がある業者から選定した

履行場所　　　　淡路市　旧佐野小学校　地内

工期（履行期間）契約締結目から平成30年7月6日

淡路市

一
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