

（これらの規定に違反して是正指導を受けた
者のうち、入札参加関係書類提出時までに是
正を完了している者を除く。）
 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協
会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこ
れらに係る保険料の未納がないこと。
（入札参
加関係書類提出時において、直近２年間の保
入札公告
険料の未納がないこと。）
 その他当該契約を締結する能力を有しない
次のとおり一般競争入札に付します。
者及び破産者で復権を得ない者でないこと
令和元年５月 22 日
等。詳細は入札説明書による。
独立行政法人海技教育機構
３ 入札書の提出場所等
海技大学校長 堀
晶彦
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
◎調達機関番号 604 ◎所在地番号 28
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〇第１号
〒6590026 兵庫県芦屋市西蔵町1224
１ 調達内容
独立行政法人海技教育機構海技大学校管理部
 品目分類番号 77
経理課契約係 石川
孝 電話079738
 調達件名及び数量 練習船「海技丸」定期
6207
検査及び修繕工事 一式
 入札書等の受領期限 令和元年７月11日
 調達件名の特質等 仕様書による。
17時00分（但し郵送する場合には受領期限ま
 履行期間 令和元年８月５日から令和元年
でに必着のこと）
８月19日
 開札の日時及び場所 令和元年７月12日
 履行場所 仕様書による。
14時00分 独立行政法人海技教育機構海技大
 入札方法 総価で行う。落札決定に当たっ
学校第二会議室
ては、入札書に記載された金額に当該金額の
４ その他
８％に相当する額を加算した金額（当該金額
 契約手続において使用する言語及び通貨
に１円未満の端数があるときは、その端数金
日本語及び日本国通貨。
額を切り捨てるものとする。）をもって落札価
 入札保証金及び契約保証金 免除。
格とするので、入札者は、消費税及び地方消
 入札の無効 本公告及び入札説明書に示し
費税に係る課税事業者であるか、免税事業者
た競争参加資格のない者の提出した入札書、
であるかを問わず、見積もった契約金額の
及び入札に関する条件に違反した入札。
108分の100に相当する金額を入札書に記載す
 契約書作成の要否 要。
ること。
 落札者の決定方法 落札の対象とした入札
２ 競争参加資格
者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低価
 平成31・32・33年度全省庁統一資格「役務
格をもって有効な入札を行った入札者を落札
の提供等」
（船舶整備）のＡ、Ｂ、又はＣの等
者とする。ただし、落札者となるべき者の入
級に格付けされている者であること。ただし、
札価格によっては、その者により当該契約の
指名停止の措置を受けている期間中に該当す
内容に適合した履行がなされないおそれがあ
る者は除く。
ると認められるとき、又はその者と契約を締
 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
結することが公正な取引の秩序を乱すことと
支配する者又はこれに準ずるものとして、国
なるおそれがあって著しく不適当であると認
土交通省公共事業等からの排除要請がない
められるときは、予定価格の制限の範囲内の
者。
価格をもって入札した他の者のうち最低の価
 労働者派遣法（第３章第４節の規定を除
格をもって入札した者を落札者とすることが
く。）の規定又はこれらの規定に基づく命令に
ある。
違反した日若しくは処分（指導を含む。）を受
 手続における交渉の有無 無。
けた日から５年を経過しない者でないこと。
 詳細は入札説明書による。



令和元年  月  日

水曜日

官

報

(号外政府調達第  号)

Contact point for the notice : Eiko
Hagiwara, accounting division, general af‑
fairs department, Japan Health Insurance
Association, 421, Kudankita, Chiyoda‑
ku, Tokyo, 1028575 Japan, TEL 03
52128214

５

◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 13
Summary
Official in charge of disbursement of the １ 調達内容
procuring entity : Akihiko Hori, Rector of
 品目分類番号 76
Marine Technical College, Japan agency of
 調達等件名及び数量
Maritime Education and Training for Sea‑
「令和２年版企業カレンダー制作業務」
farers.
・企業カレンダー（壁掛け）16500部
 Classification of the services to be pro‑
・企業カレンダー（卓上）4000部
cured : 77

調達等案件の仕様等 仕様書のとおり
 Nature and quantity of the services to be

履行期間 契約締結日の翌日から令和元年
required : The Regular inspection and and
11月29日まで
repair services (1 set) of training ship
 納入場所 仕様書のとおり
(KAIGI MARU)
 Period of Fulfillment : From 5 August,
 入札方法
2019 through 19 August, 2019
 入札金額については総価とし、納入に関
 Place of Fulfillment : As in the tender do‑
する一切の費用を含めた額とすること。
cumentation.
 落札決定にあたっては、入札書に記載さ
 Qualification for participating in the ten‑
れた金額に当該金額の10％に相当する額を
dering procedures : Suppliers eligible for
加算した金額をもって落札価格とするの
participating in the proposed tender are
で、入札者は、消費税及び地方消費税に係
those who shall have Grade A, B, or C on
る課税事業者であるか免税事業者であるか
Service (Ship Repair Workers) in terms of
を問わず、見積もった契約希望金額の110
the qualification for participating in terders
分の100に相当する金額を入札書に記載す
by Single qualification for every ministry
and agency in the fiscal year 2019, 2020 and
ること。
2021
２ 競争参加資格 競争参加資格確認申請書類の
 Time limit of tender : 17 : 00, 11 July, 2019
受領期限日を審査基準日とし、審査基準日にお
 Date of tender : 14 : 00, 12 July, 2019
いて以下に該当する者であること。なお、審査
 Contact point for the notice : Takashi is‑
基準日以降、落札者決定までの間において以下
hikawa, Contract Section, Accounting Divi‑
に該当する者でなくなった場合、競争参加を認
sion, Marine Technical College, Japan
めないものとする。
agency of Maritime Education and Train‑
 東日本高速道路株式会社契約規程実施細則
ing for Seafarers, 1224, Nishikura‑cho,
（平成17年細則第16号）第６条の規定に該当
Ashiya‑shi, Hyogo‑ken. 6590026 Japan.
しない者であること。
TEL 0797386207 (Japanese only)
 「元請けとして平成21年度以降に株式会社、


入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本件は、入札前に入札参加者に対し東日
本高速道路株式会社が指定する項目に係る見積書
の提出を求め、その見積書を活用して契約制限価
格の設定を行う入札前価格交渉方式の対象調達で
ある。
令和元年５月 22 日
契約責任者
東日本高速道路株式会社
代表取締役社長 小畠
徹

官公庁などの行政機関または独立行政法人の
企業カレンダーを制作し納品が完了した実績
があること」


審査基準日から落札者決定の日までの期間
において、東日本高速道路株式会社から取引
停止措置を受けていないこと。



審査基準日から入札・開札を経て落札者決
定の日までの期間（期首及び期末の日を含む）
において、入札に参加しようとする者の間に、
資本関係又は人的関係がないこと。

