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

(号外政府調達第  号)

を行った者を落札者とする。


手続きにおける交渉の有無



詳細は入札説明書による。

６

無

Summary


Official in charge of disbursement of the
procuring entity : Masato CHINO, Director

General, Statistics Bureau, Ministry of In‑
ternal Affairs and Communications.


Classification of the services to be pro‑

cured : 72


Nature and quantity of the services to be
required : Research and study for the main‑
tenance of the statistical information by us‑

報

ing the Statistical Business Register 1 set.


Execution period : As the specification.



Delivery places : As the specification.



Qualifications for participating in the

官

tendering 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‑

令和元年  月  日

火曜日

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 Ac‑
counting, satisfy the Grade A or Grade B
or Grade C qualification that is research
on offer of services etc in the Kanto・
Koushinetsu district. These qualifications
are specified in tender by Ministry of Inter‑
nal Affairs and Communications (single
qualification for every ministry and agen‑
cy), in the fiscal years 2019, 2020 and 2021.
have the qualification according to the
Article 73 of the Cabinet Order.



 競争参加資格を有しない者で入札に参加し
Time limit for tender : 16 : 00 P.M. 10
ようとする者は、入札書受領期限までに競争
July 2019.
参加資格を受け、競争参加資格者名簿に登録
 Contact
point
for
the
notice :
され、当該等級に該当する場合のみ入札に参
HIRAKAWA, Contract Unit, General Af‑
加できる。
fairs Division, Statistics Bureau, Ministry
３
入札書の提出場所等
of Internal Affairs and Communications,
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
191 Wakamatsu‑cho Shinjuku‑ku, Tokyo
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
1628668 Japan TEL 0352731122.
〒5016095 岐阜県羽島郡笠松町中川町23
入札公告
笠松刑務所総務部用度課 佐藤
香 電
話0583872175 内線212
次のとおり一般競争入札に付します。
 入札説明書の交付方法 随時交付する。
令和元年５月 21 日
 入札書の受領期限 別途入札説明書のとお
支出負担行為担当官
り。
笠松刑務所長 畠山 武士

開札の日時及び場所 別途入札説明書のと
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 21
おり。
〇第１号
４ その他
１ 調達内容
 入札及び契約手続において使用する言語及
 品目分類番号 15
び通貨 日本語及び日本国通貨
 購入物品及び数量 笠松刑務所構内多機能
 入札保証金及び契約保証金 免除
無線システム一式
 入札者に要求される事項 この一般競争に
 調達件名の仕様等 入札説明書及び仕様書
参加を希望する者は、仕様書に記載された確
による。
認書等を指定期日までに提出しなければなら
 納入期限 別途仕様書のとおり。
ない。入札者は、開札日の前日までの間にお
 納入場所 支出負担行為担当官が指定する
いて、支出負担行為担当官から当該書類に関
場所
し説明を求められた場合は、それに応じなけ
 入札方法 入札説明書による。
ればならない。
２ 競争参加資格
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
 予算決算及び会計令第70条の規定に該当し
のない者のした入札及び入札に関する条件に
ない者であること。なお、未成年者、被保佐
違反した入札は無効とする。
人又は被補助人であって、契約締結のために
 契約書作成の要否 要
必要な同意を得ている者は、同条中、特別の
 落札者の決定方法 本公告に示した物品を
理由がある場合に該当する。
納入できると支出負担行為担当官が判断した
 予算決算及び会計令第71条の規定に該当し
資料を添付して入札書を提出した入札者で
ない者であること。
あって予算決算及び会計令第79条の規定に基
 平成31・32・33年度法務省競争参加資格
づいて作成された予定価格の制限の範囲内で
（全省庁統一資格）
「物品の製造」又は「物品
最低価格をもって有効な入札を行った入札者
の販売」東海・北陸においてＡの等級に格付
を落札者とする。
けされた資格を有する者であること。
 手続における交渉の有無 無
 入札説明書を受領していること。
 詳細は入札説明書による。
 その他、予算決算及び会計令第73条の規定 ５ Summary
に基づき、支出負担行為担当官が資格要件を
 Official in charge of disbursement of the
定める場合には当該資格を有する者であるこ
procuring entity : Takeshi Hatakeyama,
と。
Warden of the Kasamatu Prison.

 Classification of the products to be pro‑
cured : 15
 Nature and quantity of the products to be
purchased : Local Area many function ra‑
dio system.
 Fulfillment period : As special Specifica‑
tions
 Delivery place : Place designated by offi‑
cial in charge of disbursement of the pro‑
curing entity.
 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, Persons under Conservator‑
ship or Persons under Assistance who have
obtained the consent necessary for conclud‑
ing 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, Au‑
diting and Accounting. Have Grade A in
Sale of product in Tokai‑Hokuriku area
in terms of the qualification for participat‑
ing in tenders laid down by the Ministry of
Justice (Single qualification for every min‑
istry and agency) for the purpose of pro‑
curement in the fiscal years 2019, 2020 and
2021. Suppliers who intend to put in a bid
without above qualifications may be eli‑
gible only if they will be entitled to the qua‑
lifications, registered on the list of qualified
bidders, and considered to have the relevant
grade.
 Time‑limit for tender : As shown in the
tendering documentation.
 Contact point for the notice : Kaori Sato,
Supply Section, Kasamatu Prison, 23, Na‑
kagawacho, Kasamatucho, Hasimagun,
5016095, Japan. TEL 0583872175 ext.
212

