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入札書の提出場所等
なるべき者の入札価格によっては、その者に
入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
より当該契約の内容に適合した履行がなされ
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
ないおそれがあると認められるとき、又はそ
〒1008916 東京都千代田区霞が関１
の者と契約を締結することが公正な取引の秩
２２中央合同庁舎第５号館 厚生労働省医
序を乱すこととなるおそれがあって著しく不
政局研究開発振興課臨床研究管理係 電話
適当であると認められるときは、予定価格の
0352531111（内線4157）
制限の範囲内の価格をもって入札した他の者
 入札説明書の交付期間 平成30年10月16日
のうち最低の価格をもって入札した者を落札
から平成30年12月５日（10時〜17時、最終日
者とすることがある。
のみ12時まで）
 その他 詳細は入札説明書による。
 入札説明会の日時及び場所 平成30年11月 ５ Summary
15日14時 中央合同庁舎第５号館20階医政局
 Official in charge of disbursement of the
会議室２
procuring entity : Manabu Yoshida, Direc‑
 入札書の受領期限及び場所 平成30年12月
tor General of Health Policy Bureau, Minis‑
６日15時まで の場所
try of Health, Labour and Welfare.
 開札の日時及び場所 平成30年12月14日11
 Classification of the services to be pro‑
時 の場所
cured : 71, 27
４ その他
 Nature and quantity of the services to be
 契約手続において使用する言語及び通貨
required : Modification and maintenance in
日本語及び日本国通貨
fiscal 2019 regarding clinical research da‑
 入札保証金及び契約保証金 免除
tabase system
 入札者に要求される事項 この一般競争に
 Fulfillment period : From a contract day
参加を希望する者は、本公告に示した業務を
to March 31, 2020
履行できることを証明する書類を指定する期
 Fulfillment place : The place specified by
日までに提出しなければならない。入札者は、
the Official in charge of disbursement of the
支出負担行為担当官から当該書類に関し説明
procuring entity.
 Qualifications for participating in the
を求められた場合は、これに応じなければな
らない。また、入札に参加を希望する者は、
tendering procedures : Suppliers eligible for
上記証明書類とあわせて暴力団等に該当しな
participating in the proposed tender are
い旨の誓約書を提出しなければならない。
those who shall :
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
[１] Not come under Article 70 of the Ca‑
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
binet Order concerning the Budget, Au‑
れる義務を履行しなかった者の提出した入札
diting and Accounting. Furthermore,
書その他入札の条件に違反した者の提出した
minors, Person under Conservatorship
入札書は無効とする。また、入札に参加した
or Person under Assistance that ob‑
者が、の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓
tained the consent necessary for con‑
約をし、若しくは誓約書に違反することと
cluding a contract may be applicable
なったときは、当該者の入札を無効とするも
under cases of special reasons within
のとする。
the said clause.
 契約書作成の要否 要
[２] Not come under Article 71 of the Ca‑
 落札者の決定方法 本公告に示した業務を
binet Order concerning the Budget, Au‑
履行できると支出負担行為担当官が判断した
diting and Accounting.
入札者であって、予算決算及び会計令第79条
[３] Have Grade A, B, or C on offer
の規定に基づいて作成された予定価格の制限
of services etc. in the Kanto‑Kos‑
の範囲内で最低価格をもって有効な入札を
hinetsu Area in terms of qualification
行った者を落札者とする。ただし、落札者と
for participating in tenders by Ministry


of Health, Labour and Welfare (Single
qualification for every ministry and
agency) in the fiscal years 2016, 2017
and 2018.
[４] Prove to have no false statement in
tendering documents.
[５] Prove neither the business condition
nor credibility is deteriorating.
[６] Meet the qualification requirements
which the Obligating Officer may spec‑
ify in accordance with Article 73 of the
Cabinet Order.
[７] Are not being suspended from trans‑
actions by request of the officials in
charge of contract.
[８] For bidders subject to the following
insurance system of each item, and it is
not in arrears either of insurance pre‑
miums :
ａ Welfare annuity insurance
ｂ Health insurance (the thing wicth
association of national health insur‑
ance has jurisdiction over)
ｃ Seamen's insurance
ｄ National pension
ｅ Worker's compensation insurance
ｆ Unemployment insurance
[９] Not recieve administrative deposition
by violation of Ministry of Health, La‑
bour and Welfare laws and ordinances
within the past one year.
 Time‑limit for tender : 15 : 00, December
6, 2018.
 Contact point for the notice : Tomohisa
Shiono, Research and Developing Division,
Health Policy Bureau, Ministry of Health,
Labour and Welfare, 122 Kasumi‑
gaseki Chiyoda‑ku Tokyo 1008916 Japan
TEL 0352531111 (4157)

入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 30 年 10 月 16 日
支出負担行為担当官
東京航空局長 鶴田

浩久

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
〇東空契第 388 号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 調達等件名及び数量 東京国際空港エプロ
ン監視用ＩＴＶ装置調整作業
 履行場所
東京空港事務所：東京都大田区羽田空港
３３１
 調達案件の仕様等
【仕様】
本件は、東京国際空港におけるＢ滑走路北
側エプロン地区カメラ増設、Ｎ地区カメラ増
設及び西側地区でのカメラ更新等に伴い、各
カメラが正常に動作するよう必要となる調整
作業等を実施するものである。
【作業内容】
・総合調整作業 一式
・機器単体調整作業 一式
・ソフトウェア調整作業 一式
・ソフトウェア機能追加作業 一式
・スポット管理システムとの連接対応 一式
・60型ビデオモニタとの連接対応 一式
・対策本部室への伝送対応 一式
・その他付帯作業（ケーブル接続等） 一式
 履行期間 契約締結日の翌日から平成31年
３月29日まで
 電子調達システム対象 本案件は、資料等
の提出、入札等を電子調達システムで行う対
象案件である。なお、電子調達システムによ
りがたい場合は、紙入札による参加の承諾願
いを提出すること。
２ 競争参加資格
 予算決算及び会計令第70条の規定に該当し
ない者であること。
 予算決算及び会計令第71条の規定に該当し
ない者であること。
 平成28・29・30年度国土交通省競争参加資
格（全省庁統一資格）
「役務の提供等」のＡ、
Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされた競争参加資
格を有する者であること。なお、当該資格を
有していない者については、
「競争参加の資格
に関する公示」
（平成30年３月30日付官報）に
記載されている申請方法等により、競争参加
資格の申請を受け付ける。

