
(号外政府調達第  号)

報
官
金曜日
平成  年  月  日

 Electricity contract 156kW The
estimated electricity of the year
1,151,000kWh
 Electricity contract 7kW The esti‑
mated electricity of the year 30,400kWh
 Fulfillment period : From 1, April, 2019
through 31, March, 2020
 Demand place :
 Geospatial Information Authority of
Japan, Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism 1‑Kitasato, Tsu‑
kuba‑Shi, Ibaraki‑Ken
 Ishioka Geodetic Observing Station
102923‑Onikoshi Negoya, Ishioka‑Shi,
Ibaraki‑Ken
 Kanozan Geodetic Observatory 465‑
Kanozan, Kimitsu‑Shi, Chiba‑Ken
 Qualification for participating in the ten‑
dering procedures : Suppliers eligible for
participating in the proposed tender are
those who shall :
 not come under Articles 70 and 71 of
the Cabinet Order concerning the Budget,
Auditing and Accounting
 have Grade A or B on manufacturing
of products or selling of products in
Kanto Koushinetsu Area in terms of the
qualification for participating in tenders
by Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism (single qualifica‑
tion for every ministry and agency) in the
fiscal year 2016／2017／2018
 not be under suspension of nomination
by Director General of Geospatial Infor‑
mation Authority of Japan from Time‑
limit for the tender to Bid Opening
 have been registered as an electric re‑
tailing enterprise in accordance with Ar‑
ticle 22 of the Electricity Utilities In‑
dustry Law.
 fulfill the requirement mentioned in the
tender manual that are stated from the
viewpoint of reducing CO２.

 acquire the electric certificate in case
 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
 申請書等の受領期限の日から開札の時まで
of using the Electronic Procurement Sys‑
による。
の間に、北海道開発局長から指名停止を受け
tem
 借入期間 平成31年６月１日から平成35年
ていないこと。
https://www.geps.go.jp/
５月31日
 電子調達システムを利用する場合は、電子
 not be the supplier that a gangster influ‑
 借入場所 支出負担行為担当官が指定する
認証（ＩＣカード）を取得していること。
ences management substantially or the per‑
場所。
 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
son who has exclusion request from Minis‑
 入札方法 入札金額は、契約希望単価に予
支配する者又はこれに準ずるものとして、国
try of Land, Infrastructure, Transport and
定数量を乗じた総価を記載すること。なお、
土交通省公共事業等からの排除要請があり、
Tourism is continuing state concerned.
落札決定に当たっては、入札書に記載された
当該状態が継続している者でないこと。
 The person who obtained a bid manual
金額に当該金額の100分の８に相当する額を ３ 入札書の提出場所等
加算した金額（当該金額に１円未満の端数が
from the person of ordering directly by Ti‑
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
あるときは、その端数金額を切り捨てた金額）
me‑limit for the submission of application
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
をもって落札価格とするので、入札者は、消
forms and relevant documents for qualifica‑
〒0788513 北海道旭川市宮前１条３丁目
費税及び地方消費税に係る課税事業者である
tion.
３番15号 北海道開発局旭川開発建設部契約
か免税事業者であるかを問わず、見積もった
 Time‑limit for the submission of applica‑
課上席契約専門官 髙橋
章 電話0166
契約金額の108分の100に相当する金額を記載
tion forms and relevant documents for qua‑
322379
した入札書を提出すること。
lification : 16 : 00 1, March, 2019
 電子調達システムのＵＲＬ及び問い合わせ
 電子調達システムの利用 本案件は、申請
 Time‑limit for tender : 16 : 00 11, Mar‑
先
書等の提出及び入札を電子調達システムで行
ch, 2019
政府電子調達（ＧＥＰＳ）
う対象案件である。なお、電子調達システム
 Contact point for the notice : Tomoya

https://www.geps.go.jp/
により難い場合は、紙入札方式参加願を提出
Ishikawa, Contract Section, Contract Divi‑
上記３の問い合わせ先に同じ。
するものとする。
sion, General Affairs Department, Geos‑
 入札説明書の交付方法 上記３の交付場
２ 競争参加資格
patial Information Authority of Japan, Mi‑
所にて交付する。
 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規
nistry of Land, Infrastructure, Transport
 電子調達システムによる入札書類データ
定に該当しない者であること。
and Tourism, 1‑Kitasato, Tsukuba‑Shi,
（申請書等）の受領期限及び紙入札方式によ
 平成31・32・33年度の国土交通省競争参加
Ibaraki‑Ken, 3050811 Japan. TEL 029
る申請書等の受領期限 平成31年３月27日16
資格（全省庁統一）
「役務の提供等」において、
8644361
時00分
Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされ、北海
 電子調達システムによる入札書及び紙入札
道地域の競争参加資格を有する者であるこ
入札公告
方式による入札書の受領期限 平成31年４月
と。
次のとおり一般競争入札に付します。
16日14時00分
 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
なお、本業務に係る落札決定及び契約締結は、

開札の日時及び場所 平成31年４月17日14
がなされている者又は民事再生法に基づき再
当該業務に係る平成31年度予算が成立し、予算示
時00分
北海道開発局旭川開発建設部第２会
生手続開始の申立てがなされている者（「競争
達がなされることを条件とするものです。
議室
参加者の資格に関する公示」に基づき書類を
平成 31 年２月 22 日
 本業務に係る落札決定及び契約締結は、平
提出した者を除く。）でないこと。
支出負担行為担当官
成31年４月17日を予定しているが、予算成立
 当該借入物品についての仕様書等を提出
北海道開発局旭川開発建設部長 樺澤 孝人
が４月18日以降となった場合は、予算成立日
し、かつ、当局の示す仕様と合致している者
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
に落札決定及び契約締結する。また、暫定予
であること。
〇開発旭川第 10 号（№10）
算となった場合は、暫定予算の期間分のみの
 当該借入物品に対し、迅速なアフターサー
１ 調達内容
契約とする。
ビス・メンテナンスの体制が整備されている
 品目分類番号 14
４ その他
ことを証明した者であること。
 借入件名及び数量
 契約手続において使用する言語及び通貨
 その他予算決算及び会計令第73条の規定に
電子複合機３台の借入及び保守（単価契約）
日本語及び日本国通貨。
基づき、支出負担行為担当官が定める資格を
 入札保証金及び契約保証金 免除。
（電子入札対象案件）
有する者であること。

