独立行政法人国立印刷局

政 府 調 達 公 告 版
目

次

入札公告
入札公告
入札公告（建設工事）

1
17

入札公示
公募型プロポーザル方式に係る手続
開始の公示（建築のためのサービス
その他の技術的サービス（建設工事
を除く））

24

資格
競争参加者の資格に関する公示

26

招請
意見招請に関する公示

26

随意契約
随意契約に関する公示

27

落札
落札者等の公示

28



(号外政府調達第  号)

報
官
木曜日
令和元年  月  日


編集・印刷

才

〇

明治二十五年三月三十一日
第 三 種 郵 便 物 認 可

この政府調達公告版に掲載される入札
公 告、 入 札 公 示 及 び 落 札 者 等 の 公 示 は、
ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の
適 用 を 受 け る 調 達 を 含 み ま す。

入札公告
入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。
令和元年５月 23 日
支出負担行為担当官
大阪刑務所長 小谷 佳司
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 27
〇第４号
１ 調達内容
 品目分類番号 16
 購入等件名及び数量 平成30年度大阪刑務
所通行鍵管理システム更新整備
 調達案件の仕様等 入札説明書による。
 履行期限 入札説明書による。
 履行場所 支出負担行為担当官が指定する
場所
 入札方法 落札決定に当たっては、入札書
に記載された金額に当該金額の８パーセント
に相当する額を加算した金額（当該金額に１
円未満の端数があるときは、その端数金額を
切り捨てるものとする。）をもって落札価格と
するので、入札者は、消費税及び地方消費税
に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず、見積もった金額の108分の100に
相当する金額を入札書に記載すること。
 電子調達システムの利用 本案件は、電子
調達システムを利用できる案件である。
２ 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
ない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で
あって、契約締結のために必要な同意を得て
いる者は、同条中、特別の理由がある場合に
該当する。

〇


予算決算及び会計令第71条の規定に該当し
ない者であること。
 平成31・32・33年度法務省競争参加資格
（全省庁統一資格）において「物品の販売」
で、
「Ａ」、
「Ｂ」の等級に格付けされ、近畿地
域の資格を有する者であること。
 その他予算決算及び会計令第73条の規定に
基づき、支出負担行為担当官が定める資格を
有する者であること。
３ 入札書の提出場所等
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
電子調達システムのＵＲＬ及び問合せ先
〒5900014 大阪府堺市堺区田出井町６
１ 用度課 合田 電話0722388261 内
線 2313 電 子 調 達 シ ス テ ム の Ｕ Ｒ Ｌ
https://www.geps.go.jp/
 入札説明書の交付方法 上記３の交付場
所及び電子調達システムにおいて、随時受け
付ける。
 紙入札書及び電子調達システムによる入札
書の受領期限 令和元年７月16日17時00分
 開札の日時及び場所 令和元年７月17日13
時30分大阪刑務所会議室又は電子調達システ
ム
４ その他
 入札及び契約手続において使用する言語及
び通貨 日本語及び日本国通貨
 入札保証金及び契約保証金 免除
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札及び入札に関する条件に
違反した入札は無効とする。
 契約書作成の要否 要
 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を
もって有効な入札を行った入札者を落札者と
決定する。
 手続における交渉の有無 無
 詳細は入札説明書による。
５ Summary
 Official in charge of disbursement of the
procuring entity : Keiji ODANI, Warden of
Osaka Prison
 Classification of the products to be pro‑
cured : 16



Purchased title : Renewal and mainte‑
nance of Osaka Prison door‑key managing
system by 2018 budget.
 Term of performance : Stated in the
Tender Instruction.
 Location of performance : To be de‑
signated by the official in charge of di‑
sbursement of the procuring entity.
 The tenderer may use Government e‑
Procurement System for the proposed ten‑
der.
 Qualification of the tenderer : Tenderers
eligible for participating in the proposed
tender are those who shall : Not come
under Article 70 of the Cabinet Order con‑
cerning the Budget, Auditing and Account‑
ing. Furthermore, any persons who have le‑
gal status of minors, individuals under co‑
nservatorship or individuals under assis‑
tance and have obtained the consent neces‑
sary for concluding the contract shall fall
under the cases with special reasons within
the said article ; Not come under Article
71 of the said Cabinet Order ; Have Grade
A or B for Sale of Products in terms of the
Qualification for Participating in Tenders
related to the Ministry of Justice (Unified
Qualification for All Ministries and Agen‑
cies) in the fiscal year of 2019／2020／2021,
and have qualification for the dealings in
Kinki district ; and Fulfill qualifications
specified by the Official in charge of di‑
sbursement of the procuring entity in accor‑
dance with Article 73 of the said Cabinet
Order.
 Time limit for tender : 17 : 00 JST, July
16, 2019
 Language and currency for the proposed
tender and contract : The Japanese lan‑
guage, Japanese currency.
 Contact point for this notice and URL for
Government e‑Procurement System :
GODA, Supply Section, 61 Tadei‑cho, Sa‑
kai‑ku, Sakai‑shi, Osaka, 5900014, Japan.
Phone : 0722388261, ext. 2313.
URL : https://www.geps.go.jp/

