

工期



使用する主要な資機材

エ

平成33年３月19日まで。

2720、鉄筋

平成16年４月１日以降に、元請けとし
て完成・引渡しが完了した次の同種工事

生コンクリート

200ｔ、鋼矢板

(号外政府調達第  号)

２

経常建設共同企業体にあっては、土木工
事及び建築工事の各々において、一人の

第２号１〜
に同じ。

主任技術者又は監理技術者が次の同種工

競争参加資格


事の施工経験を有すること。また、当該

次に掲げる条件を満たしている者であるこ

経験が各地方農政局が発注した工事であ

と。
〜


る場合にあっては、工事成績評定表の評

第１号２〜に同じ。

定点が入札説明書に示す点数未満のもの

東北農政局における平成31・32年度一般
競争参加資格のうち土木一式工事の一般競

を除く。

争参加資格の認定の際に客観的事項（共通

ａ〜ｂ
オ

事項）について算定した点数（客観点数）

事項（共通事項）について算定した点数（客
観点数）が1150点以上であること。
（上記

３

報



次に掲げる施工実績を有すること。

官



日時

平成31年７月26日午後１時30分



場所

第１号４に同じ。

入札保証金の納付等に係る書類の提出期

間、場所及び方法

て完成・引渡しが完了した次の同種工事
ただし、経常建設共同企業体にあって

水曜日
平成  年  月  日

第２号４〜に同じ。

開札の日時及び場所



平成16年４月１日以降に、元請けとし
の施工実績。



入札手続等
〜

ること。）



提出方法



提出期間
ア

は、構成員のうち１社が同種工事の施工

第１号４に同じ。

持参の場合

平成31年７月11日から平

成31年７月26日（行政機関の休日を除

実績を有すること。また、共同企業体と

く。）の午前９時から午後５時までとす

しての施工実績は、出資比率が20％以上

る。ただし、最終日については午前11時

のものについて認める。

30分までとする。

イ〜ウ


第１号３に

同じ。

該再認定後の客観点数が要件を満たしてい

ア

第１号２〜に同じ。

総合評価落札方式に関する事項

４

２の再認定を受けた者にあっては、当



第１号２エａ〜ｂに同じ。

第１号２オに同じ。

〜

が1250点以上であり、かつ、建築一式工
事の一般競争参加資格の認定の際に客観的

第１号２イ〜ウに同じ。

イ

次に掲げる基準を満たす主任技術者又は

郵送又は託送の場合

第１号４イ

に同じ。

監理技術者を当該工事に専任で配置できる
こと。


５

提出場所

その他

第１号４に同じ。

第１号５に同じ。

ただし、契約締結後、現場施工に着手す ６ Summary (NO. 3)
るまでの期間（現場事務所の設置、資機材
, , ,  and  The same with notice
の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの
above (NO. 1)
期間）及び工事完成後、検査が終了し事務



Subject matter of the contract : Construc‑

手続き、後片付け等のみが残っている期間

tion works of Dokuja drainage pump sta‑

においては、工事現場への専任を要しない。

tion, Mogamigawakaryuusagan agricultur‑

ア〜ウ

al irrigation project

第１号２ア〜ウに同じ。

意見招請に関する公示

請

次のとおり調達特定役務の仕様書案の作成が完

の施工経験を有する者であること。なお、

680ｔ、鋼

管ソイルセメント杭（φ900㎜）80本。
〜


招

意見招請に関する公示
次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了し
たので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成 31 年４月 24 日
東京税関総務部長 徳田 郁生
◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 16
 購入物品及び数量
液体検査装置 38式
２ 意見の提出方法
 意見の提出期限 平成31年５月24日17時00
分（郵便等の場合は必着のこと。）
 提出先 〒1358615 東 京 都 江 東 区 青 海
２７11 東京税関総務部会計課調達専門
官 西
康弘 電話0335996240
３ 仕様書案の交付
 交付期間 平成31年４月24日から平成31年
５月23日まで。
 交付場所 上記２に同じ。
 交付条件 仕様書案を交付するにあたり、
本件調達の秘密保持の必要性から、本件調達
に係る「秘密保持に関する誓約書」を提出し
た者に対してのみ、仕様書案を交付する。
４ 仕様書案の説明会
 開催日時 平成31年５月10日11時00分
 開催場所 東京港湾合同庁舎７階入札室
５ Summary
 Classification of the products to be pro‑
cured : 16
 Nature and quantity of the products to be
purchased : Liquid Narcotics and Explosive
Detection System, 38 Sets
 Time‑limit for the submission of com‑
ments : 5 : 00 PM 24 May 2019
 Contact point for the notice : Yasuhiro
Nishi, Procurement Section, Accounting Di‑
vision, Tokyo Customs, 2711 Aomi Ko‑
to‑ku Tokyo 1358615 Japan, TEL 03
35996240

了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成 31 年４月 24 日
特許庁総務部会計課長
◎調達機関番号
１

019

岩木権次郎

◎所在地番号

13

調達内容


品目分類番号



購入等特定役務及び数量

14

データウェアハウスサーバ一式の更改に係
るハードウェア等賃貸借及び保守等業務

一

式
２

意見の提出方法


意見の提出期限

平成31年５月20日17時00

分（郵送の場合は必着のこと。）


提出先

〒1008915 東京都千代田区霞が

関三丁目４番３号
第二班契約第四係
35811101
３

特許庁総務部会計課契約
小島

智行

電話03

内線2214

仕様書案の交付


交付期間

平成31年４月24日から平成31年

５月20日まで。


交付場所

上記２及び説明会場にて交

付。
４

仕様書案の説明会


開催日時

平成31年５月８日14時00分



開催場所

特許庁総務部会計課入札室

５

その他


資料閲覧の申込方法

調達仕様書（案）20

ページに記載。機密保持誓約書は特許庁ウェ
ブサイトに掲載した所定の様式を使用するこ
と。
６

Summary


Classification of the services to be pro‑

cured : 14
 Nature and quantity of the service to be
required : Lease and maintenance services
of hardwares for the Data Warehouse Sys‑
tem


Time‑limit for the submission of com‑
ments : 5 : 00 P.M. 20 May 2019

