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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合せ先
〒1008977 東京都千代田区霞が関１
１１ 法務省大臣官房会計課調達第二係
仁藤恵里子 電話0335804128
 入札説明書の交付方法 上記３の場所に
て交付する。
 入札説明会の日時及び場所 平成31年２月
12日15時00分 法務省大臣官房会計課入札室
 入札書の受領期限 平成31年３月19日17時
00分
 開札の日時及び場所 平成31年３月20日15
時00分 法務省大臣官房会計課入札室
４ 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の納付 免除
 入札者に要求される事項 この一般競争に
参加を希望する者は、入札説明書に示す資
格・実績証明書を作成し、提出期限までに提
出すること。提出された資格・実績証明書を
支出負担行為担当官が審査した結果、この公
告に示した作業を履行することができると認
められた者に限り、入札に参加することがで
きるものとする。なお、提出した資格・実績
証明書について説明を求められたときは、こ
れに応じなければならない。
 入札の無効 この公告に示した競争参加資
格のない者の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 この公告に示した作業
を履行することができると支出負担行為担当
官が判断した入札者であって、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
効な入札を行ったものを落札者とする。
 手続における交渉の有無 無
 電子調達システムの利用 本件は、電子調
達システムを利用することができる案件であ
る。
 詳細は、入札説明書による。
５ Summary
 Official in charge of disbursement of the
procuring entity : Hiroko Matsushita, Ob‑
ligating officer Director of the Finance Di‑
vision, Ministry of Justice.




Classification of the services to be re‑
quired : 76
 Nature and quantity of the services to be
required : Printing of materials for the 2019
National Preliminary Bar Examination, 1
set.
 Fulfillment period : 26 April 2019, etc.
 Fulfillment place : The place will be spe‑
cified later.
 Qualification for participating in the ten‑
dering procedures : Suppliers eligible for
participating in the proposed tender are
those who shall : Not come under Article
70 of the Cabinet Order concerning the Bud‑
get, Auditing and Accounting. Further‑
more, minors, Person under Conservator‑
ship or Person under Assistance that ob‑
tained the consent necessary for concluding
a contract may be applicable under cases of
special reasons within the said clause.
Not come under Article 71 of the Cabinet
Order concerning the Budget, Auditing and
Accounting. Have Grade A, B or C Ma‑
nufacture of product in terms of the quali‑
fication for participating in tenders laid
down by Ministry of Justice (Single qualifi‑
cation for every ministry and agency) for
the purpose of procurement in the fiscal
year of 2016, 2017, 2018. Meet the qualifi‑
cation requirements which the Obligating
Officer may specify in accordance with Ar‑
ticle 73 of the Cabinet Order.
 Time‑limit for tender : 17 : 00 19 March
2019
 Contact point for the notice : Eriko Nito,
Procurement Section, Finance Division, Mi‑
nister's Secretariat, Ministry of Justice, 1
11 Kasumigaseki Chiyoda‑ku, Tokyo
1008977 Japan. TEL 0335804128

入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 31 年１月 17 日
支出負担行為担当官
名古屋少年鑑別所長 石黒

裕子

◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 23
４ 電子調達システムの利用
本件は、紙入札と併せて電子調達システムを
〇第１号
使用するものとする。
１ 調達内容
５ その他
 品目分類番号 １
 契約手続において使用する言語及び通貨
 購入等件名及び数量 在所者用給食 365
日本語及び日本国通貨
日分
 入札保証金及び契約保証金 免除
 調達件名の仕様等 入札説明書及び仕様書
 入札者に要求される事項 この一般競争入
による。
札に参加を希望する者は、平成31年３月１日
 履行期間 平成31年４月１日から平成32年
までに資格審査結果通知書（全省庁統一資格）
３月31日まで
の写し、暴力団排除に係る誓約書及び献立表
 履行場所 愛知県名古屋市千種区北千種
（１週間分）を提出しなければならない。
１６６
 入札の無効 この公告に示した競争参加資
 入札方法 落札決定に当たっては、入札書
格のない者の提出した入札書、入札者に求め
に記載された金額に当該金額の100分の８に
られる義務を履行しなかった者の提出した入
相当する額を加算した金額（当該金額に１円
札書は無効とする。
未満の端数があるときは、その端数金額を切

契約書作成の要否 要
り捨てた金額。）をもって落札価格とするの
 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第
で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る
79条の規定に基づいて作成された予定価格の
課税事業者であるか免税事業者であるかを問
制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札
わず、見積もった契約金額の108分の100に相
を行った者を落札者とする。ただし、落札者
当する金額を入札書に記載すること。
となるべき者の入札価格によっては、その者
２ 競争参加資格
により当該契約の内容に適合した履行がなさ
 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規
れないおそれがあると認められるとき、又は
定に該当しない者であること。
その者と契約を締結することが公正な取引の
 指名停止を受けている者でないこと。
秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく
 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
不適合であると認められるときは、予定価格
がなされている者、又は民事再生法に基づき
の範囲内の価格をもって入札した他の者のう
再生手続開始の申立てがなされている者でな
ち最低の価格をもって入札した者を落札者と
いこと。
することがある。
 従業員に対し、定期的に安全衛生教育を実
 手続における交渉の有無 無
施していること。
 詳細は、入札説明書による。
 平成28・29・30年度法務省競争参加資格 ６ Summary
（全省庁統一資格）
「物品の販売」においてＡ、
 Official in charge of disbursement of the
Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされた資格を有
procuring entity : Hiroko Ishiguro, Director
する者であること。
of Nagoya Juvenile classification office.
３ 入札書の提出場所等
 Classification of the products to be pro‑
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
cured : 1
入札説明書の交付場所及び問合せ先
 Nature and quantity of the products to be
〒4648585 愛知県名古屋市千種区北千種
purchased : The box meal for the accom‑
１６６ 名古屋少年鑑別所庶務課長 髙
modated juvenile for one year.
橋 智子 電話0527218432
 Specification of procurement thing : It de‑
 入札説明会の日時及び場所 入札説明書の
pends on the tender manual and specifica‑
配布をもって、入札説明とする。
tion.
 入札書の受領期限 平成31年３月８日17時
 Delivery period : From 1 April 2019 to 31
00分
March 2020
 開札の日時及び場所 平成31年３月11日10
 Delivery Place : 166 Kitachikusa Chi‑
時30分 名古屋少年鑑別所庁舎１階会議室
kusa‑ward Nagoya‑city Aichi‑prefecture.

