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かないこととなる。その場合は競争参加資
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格「無」若しくは入札無効となるので注意
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なお、、いずれの場合も、開札日の前
 Qualification for participating in the ten‑
100に相当する金額を入札書に記載すること。
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dering procedures : Suppliers eligible for
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tation

not
come
under
Article
70
and
71
of
the
 入札の無効 競争参加資格を有しない者、
ない場合は、原則として予算決算及び会計令
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ceptance and accepted on April 1, 2019
れがあって著しく不適当であると認められる
業務に係る平成31年度本予算が成立し、予算示達
また、電子調達システムによりがたい場
competitive participation Be qualified as
ときは、予定価格の制限の範囲内の価格を
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合は、紙入札方式参加願を提出するものと
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北陸地方整備局
２
競争参加資格
by Director‑General of Hokuriku Region‑
る。
北陸技術事務所長 鈴木 和弘
 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規
al Development Bureau from Time‑limit
 手続における交渉の有無 無
定に該当しない者であること。
for the submission of application forms ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
 競争参加資格の申請の時期及び場所 「競
 平成28・29・30年度国土交通省競争参加資
and relevant documents for qualification １ 調達内容
争参加者の資格に関する公示」
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 品目分類番号 15、29
（全省庁統一資格）
「役務の提供等」のＡ、Ｂ
to Bid Opening
30日付け官報）に記載されている時期及び場
 調達件名及び数量 平成31年度北陸技術事
又はＣ等級に格付けされた関東・甲信越地域
 acquire the electric certificate in case
所のとおり。
務所電気通信施設保守業務 一式（電子入札
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of using the Electric Bidding system
 詳細は、入札説明書による。
対象案件）
者であること。
https://www.geps.go.jp/

