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出来形測量、検査、工事完成図書及び関係書類
Summary
について３次元データを活用するＩＣＴ活用工
Official in charge of disbursement of the
事である。」を削除します。
procuring entity : Makoto Gonokami, Presi‑
32ページ４段目１「
」を「
」に訂正しま
dent of the University of Tokyo, a deputy
す。
Ken Noguchi, General Manager, Facilities
32ページ４段目１「
」を「
」に訂正しま
Department, the University of Tokyo
 Classification of the service to be pro‑
す。
32ページ４段目１「
」を「
」に訂正しま
cured : 41
 Subject matter of the contract : Construc‑
す。
32ページ４段目１「
」を「
」に訂正しま
tion work of an utility tunnel (Hongo cam‑
pus), the University of Tokyo
す。
 Time‑limit for the submission of applica‑
tion forms : 5 : 00 P.M. 31 January 2019
 Time‑limit for the submission of tenders :
3 : 00 P.M. 14 March 2019
入札公示
 Contact point for tender documentation :
次のとおり指名競争入札に付します。
Budget‑Contract Team, Facilities Planning
平成 31 年１月 11 日
Group, Facilities Department, the Universi‑
支出負担行為担当官
ty of Tokyo, 731 Hongo Bunkyo‑ku
参議院庶務部会計課長 黒川 和良
Tokyo 1138654 Japan, TEL 035841
◎調達機関番号 002 ◎所在地番号 13
2209
１ 調達内容
入札公告（建設工事）の訂正
 品目分類番号 75
 購入等件名及び数量
次のとおり訂正します。
 参議院別館、参観テレビ中継施設及び本
平成 31 年１月 11 日
館附属家の床面清掃等一式
支出負担行為担当官
 参議院第二別館及び電話交換所の床面清
近畿地方整備局副局長 長田
信
掃等一式
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 28
 調達案件の仕様等 支出負担行為担当官が
１ 掲載日
「入札説明書及び仕様書」で指定する仕様に
平成30年12月19日（号外政府調達第239号）
よる。
２ 変更内容
 履行期間 平成31年４月１日から平成32年
32ページ３段目１ 「工事内容 本工事は、
３月31日まで。
神戸港第五防波堤の撤去工及び泊地（−16ｍ）
 履行場所 支出負担行為担当官が指定する
の浚渫工、土捨工、雑工を施工するものである。」
場所
を「工事内容 本工事は、神戸港第五防波堤等
 入札方法 上記１の件名ごとにそれぞれ
の撤去工及び雑工を施工するものである。」に訂
入札に付する。なお、落札決定に当たっては、
正します。
入札書に記載された金額に当該金額の８％に
32ページ３段目１ 「使用する主な資機材
相当する額を加算した金額（当該金額に１円
起重機船、バックホウ、グラブ浚渫船、硬土
未満の端数があるときは、その端数金額を切
盤グラブ浚渫船、土運船、潜水士船」を「使用
り捨てるものとする。）をもって落札価格とす
する主な資機材 起重機船、バックホウ、潜水
るので、入札者は、消費税及び地方消費税に
士船」に訂正します。
係る課税事業者であるか免税事業者であるか
32ページ４段目１
 「本工事は、国土交通
を問わず、見積もった契約金額の108分の100
省が提唱するi‑Constructionに基づき、ＩＣＴ
に相当する金額を入札書に記載すること。
の全面的活用を図るため、起工測量、数量計算、


入札公示

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。ただし、未成年者、被保
佐人又は被補助人であって、契約締結のため
に必要な同意を得ている者は、同条中、特別
の理由がある場合に該当する。
 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。
 参議院競争参加資格（全省庁統一資格）
「役
務の提供等」のＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けさ
れている者であること。
 参議院から指名停止の措置を受けている期
間中の者でないこと。
３ 指名されるために必要な要件
 本公示に示した業務を確実に履行し得る事
を証明できる者。
 清掃等業務について同種の契約の成績が良
好である者。
 著しい経営状況の悪化及び信用度の低下が
ないと認められる者。
 暴力団等に該当しない旨の誓約ができる
者。
４ 入札書の提出場所等
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒1000014 東 京 都 千代田区永田町１
1116 参議院庶務部会計課契約係 佐藤
誠司 電話0355217507
 入札説明書の交付方法 の交付場所にて
交付する。
 入札、開札の日時及び場所 上記１の件
名ごと次のとおりとする。
 平成31年３月５日14時
 平成31年３月５日14時20分
参議院第二別館（東棟）会計課会議室
５ その他
 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨。
 入札保証金及び契約保証金 免除。
 入札の無効 本公示に示した入札及び入札
に関する条件に違反した入札は無効とする。
 契約書作成の要否 要。
 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第
79条の規定に基づいて作成された予定価格の
制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札
を行った入札者を落札者とする。ただし、落
札者となるべき者の入札価格によっては、そ


の者により当該契約の内容に適合した履行が
されないおそれがあると認められるとき、又
はその者と契約を締結することが公正な取引
の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し
く不適当であると認められるときは、予定価
格の制限の範囲内の価格をもって入札した他
の者のうち最低の価格をもって入札した者を
落札者とする。
 手続における交渉の有無 無。
 詳細は入札説明書による。
６ Summary
 Official in charge of the disbursement of
the procuring entity : Kazuyoshi Kuro‑
kawa, Director of the Accounts Division,
General Affairs Department, House of
Councillors
 Classification of services to be procured :
75
 Nature and quantity of the services to be
required :
 Floor cleaning Detached Office build‑
ing 1 set
 Floor cleaning of the second Detached
Office building 1 set
 Services period : From April 1, 2019 th‑
rough March 31, 2020
 Services place : The place specified by
the Obligating Officer
 Qualification for participating in the ten‑
dering procedures : Suppliers eligible for
participating in the proposed tender shall
be those who
 do not come under Article 70 of the
Cabinet Order concerning the Budget,
Auditing and Accounting
 do not come under Article 71 of the
Cabinet Order concerning the Budget,
Auditing and Accountings
 are classified as Grade A, B or C in the
service business in terms of the qualifica‑
tion for participating in tenders laid
down by the House of Councillors (Single
qualification for every ministry and agen‑
cy)
 Do not be a person receiving a nomina‑
tion stop from the House of Councillors.

