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本公告に示した物品を第三者をして貸付け
 国の競争参加資格（全省庁統一資格）にお
する書類を添付して入札書の受領期限までに
 Not come under clause 2 Article 4 of
ようとする者にあっては、当該物品を自ら貸
提出しなければならない。入札者は、開札日
the Regulation concerning the Contact
いて平成28・29・30年度に「役務の提供」の
付けできる能力を有するとともに、第三者を
の前日までの間において、契約担当役から当
for National Research Institute for Earth
Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされている
して貸付けできる能力を有することを証明し
該書類に関し説明を求められた場合は、それ
Science and Disaster Resilience.
者であること。
た者、借入物品に係るメンテナンスの体制が
に応じなければならない。
 have the Grade A, Grade B, Grade C or
 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
整備されていることを証明した者であるこ
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
Grade D qualification during fiscal
支配する業者又はこれに準ずるものとして、
と。
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
2016・2017・2018 in manufacture of pro‑
建設工事及び測量等、物品の販売及び役務の
 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
れる義務を履行しなかった者の提出した入札
duct or sales of product for participating
提供等の調達契約からの排除要請があり、当
支配する業者又はこれに準ずるものとして、
書、その他入札説明書による。
in tenders by Single qualification for
該状態が継続している者でないこと。
建設工事及び測量等、物品の販売及び役務の
 契約書作成の要否 要。
every ministry and agency.
 契約担当役等から取引停止の措置を受けて
提供等の調達契約からの排除要請があり、当
 落札者の決定方法 本公告に示した物品を
 prove to have the ability to lease the
該状態が継続している者でないこと。
納入できると契約担当役が判断した入札者で
いる期間中の者でないこと。
products concerned by themselves and by
 契約担当役等から取引停止の措置を受けて
あって、国立研究開発法人防災科学技術研究
 その他、入札説明書に定める競争参加資格
a third party, should the products re‑
いる期間中の者でないこと。
所が作成した予定価格の制限の範囲内で最低
を有すること。
quested through this notice be lease by a ３ 入札書の提出場所等
 その他、入札説明書に定める競争参加資格
価格をもって有効な入札を行った者を落札者
を有すること。
とする。
third party, prove to have prepared a
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
３ 入札書の提出場所等
 手続における交渉の有無 無。
system to provide maintenance for the
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
 その他、詳細は、入札説明書による。
lease products.
〒3050006 茨城県つくば市天王台３１
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
５ Summary
 Not be currently under a suspension of
国立研究開発法人防災科学技術研究所総務
〒3050006 茨城県つくば市天王台３１
 Contracting Entity : Hisashi Dobashi, Ex‑
business order as instructed by the Ob‑
部契約課
西川 隼人 電話0298637720
国立研究開発法人防災科学技術研究所総務
ecutive Director, National Research Insti‑
ligating Officer.
 入札説明書の交付方法 第21号に同じ。
部契約課 今関 誠司 電話0298637741
tute for Earth Science and Disaster Re‑
 meet the qualification requirements in
 入札説明書の交付方法 上記３の交付場
silience
 入札説明会の日時及び場所 平成31年３月
the specification.
所にて交付する。また、電子メールでの交付
 Classification of the products to be pro‑
４日14時00分 国立研究開発法人防災科学技
 Time‑limit for tender : 5 : 00 p.m. 15 April
を希望する者は必要事項（調達番号、件名、
cured : 24
術研究所 第１セミナー室（茨城県つくば市
2019.
住所、社名、担当者所属及び氏名、電話番号）
 Nature and quantity of the products to be
天王台３１）
 Contact point for the Notice : Seiji
を記入し以下のアドレスに申し込むこと。
purchased : URL Filter (http) 1 set
 入札書の受領期限 平成31年４月15日17時
Imazeki, Contract Division, General Affairs
 Fulfillment Period : From 24 July 2019 th‑
shiyousho@bosai.go.jp
00分
Department,
National Research Institute
 入札説明会の日時及び場所 平成31年３月
rough 23 July 2024.
 開札の日時及び場所 平成31年４月16日14
for Earth Science and Disaster Resilience,
４日16時00分 国立研究開発法人防災科学技
 Fulfillment place : As shown in the speci‑
時30分 国立研究開発法人防災科学技術研究
術研究所 第５会議室（茨城県つくば市天王
fication.
31 Tennodai Tsukuba City Ibaraki Pre‑
所 第５会議室（茨城県つくば市天王台３
台３１）
 Qualification for participating in the ten‑
fecture. 3050006 Japan. TEL 029863
１）
 入札書の受領期限 平成31年４月15日17時
dering procedures : Suppliers eligible for
7741
00分
４ その他 第21号に同じ。
participating in the proposed tender are 〇31 第 22 号
 開札の日時及び場所 平成31年４月16日14
those who shall :
５ Summary
１ 調達内容
時00分 国立研究開発法人防災科学技術研究
 Not come under clause 1 Article 4 of
 The same with the Notice : above (No.21)
 品目分類番号 75
所 第５会議室（茨城県つくば市天王台３
the Regulation concerning the Contact
 Classification of the products to be pro‑
 購入等件名及び数量
１）
for National Research Institute for Earth
cured : 75
建物清掃作業 一式
４ その他
Science and Disaster Resilience. Further‑
 Nature and quantity of the products to be
 調達件名の特質等 第21号に同じ。
 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
more, minors, Person under Conservator‑
purchased : Cleaning Service of Buildings 1
 履行期間 平成31年５月１日から平成35年
日本語及び日本国通貨。
ship or Person under Assistance that ob‑
set
３月31日まで
 入札保証金及び契約保証金 免除。
tained the consent necessary for conclud‑

Fulfillment Period : From 1 May 2019 th‑

第21号に同じ。
 入札者に要求される事項 この一般競争に
ing a contract may be applicable under
rough
31 March 2023.
２
競争参加資格
参加を希望する者は、封印した入札書の他に
cases of special reasons within the said


第21号に同じ。
本公告に示した物品を納入できることを証明
The same with the Notice : above (No.21)
clause.

