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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
次のとおり一般競争入札に付します。
制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入
 厚生労働省から取引停止の措置を受けてい
札を行なった者を落札者とする。
令和元年５月 23 日
る期間中の者でないこと。
 手続きにおける交渉の有無 無
支出負担行為担当官
 社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全
 その他 詳細は入札説明書による。
福岡労働局総務部長 園部 昌嗣
国健康保険協会が管掌するもの）、船員保険、
６ Summary
◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 40
国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険
 Official in charge of disbursement of the
１ 調達内容
をいう。）に加入し、該当する制度の保険料の
Procuring entity : Masashi Sonobe, Direc‑
 品目分類番号 71、34
滞納がない者。
（加入義務がないものを除く。）
tor of the General Coordination Departm‑
 調達件名及び数量 令和元年度福岡労働局
 労働衛生サービス機能評価機構の評価認定
ent, Fukuoka Labour Bureau.
一般定期健診及びＶＤＴ健診業務委託（単価
 Classification of the services to be pro‑
を受けており、健診履行期間がその有効期間
契約）
cured : 71, 34
にあること。
 調達件名の仕様等 入札説明書及び仕様書

Fukuoka Labour Bureau General period‑
 健診車を２台以上確保できること。
による。
ic
medical examination and VDT medical
 履行期間 令和元年９月１日から令和２年 ３ 入札書の提出場所等
examination
business consignment (unit
２月28日
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
price
contract)
 履行場所 仕様書による。
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
 Fulfillment period : From 1 September,
 入札方法 予定対象者数に単価を乗じた総
〒8120013 福岡市博多区博多駅東２丁目
2019 through 28 February, 2020
価にて行う。落札決定に当たっては、入札書
11番１号福岡合同庁舎新館５階 福岡労働局
 Fulfillment place : The place specified by
に記載された金額に課税対象金額の10％に相
総務部総務課会計第３係 電話092411
the Director of the General Coordination
当する額を加算した金額（当該金額に１円未
4745 内線4170
Department
満の端数があるときは、その端数金額を切り
 Qualification for Participating in the ten‑
 入札説明書の交付 随時交付する。
捨てるものとする。）をもって落札価格とする
dering procedures : Suppliers eligible for
 入札説明会の日時 令和元年７月５日の午
ので、入札者は、消費税等に係る課税事業者
participating in the proposed tender are
後５時まで随時行う。
であるか免税事業者であるかを問わず、見積
those who shall ;
 入札書の受領期限 令和元年７月17日の午
もった契約金額の110分の100に相当する金額
 Not come under Article 70 of the Cabi‑
前10時まで。
を入札書に記載すること。
net Order concerning the Budget, Audit‑
 開札の日時及び場所 令和元年７月17日の
２ 競争参加資格
ing and Accounting ; Furthermore, mi‑
 予算決算及び会計令第70条の規定に該当し
午前10時30分 福岡労働局労働第二会議室
nors, Person under Conservatorship or
ない者であること。
４ 電子調達システムの利用
Person under Assistance that obtained
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で
本件は、電子調達システムを利用した応札及
the consent necessary for concluding a
あって、契約締結のために必要な同意を得て
び入札手続きにより実施するものとする。
contract may be applicable under cases
いる者は、同条中、特別な理由がある場合に
of special reasons within the said clause ;
ただし、紙による入札書の提出も可とする。
該当する。
 Not come under Article 71 of the Cabi‑
詳細については、入札説明書のとおり。
 予算決算及び会計令第71条の規定に該当し
net Order concerning the Budget, Audit‑
５ その他
ない者であること。
ing and Accounting ;
 入札書及び契約手続において使用する言語
 平成31・32・33年度厚生労働省競争参加資
 Have Grade B, C or D in the Service
及び通貨 日本語及び日本国通貨
格（全省庁統一資格）
「役務の提供等」の「Ｂ」、
rendering in terms of the qualification

入札保証金及び契約保証金 免除
「Ｃ」又は「Ｄ」等級に格付けされ、競争参
for participating in tenders by Ministry
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
加資格を有する者であること。
of Health, Labour and Welfare (Single
のない者のした入札及び入札に関する条件に
 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実
qualication for every ministry and agen‑
違反した入札。
を記載していないと認められる者であるこ
cy) related in fiscal years, 2019, 2020 and
 契約書作成の要否 要
と。
2021 ;

入札公告



経営状態が著しく不健全であると認められ





Prove to have no false statement in

るものでないこと。

tendering documents ;


Prove neither the business condition
nor credibility is deteriorating ;



Not be currently under a suspension of
business order as instructed by the Minis‑
try of Health, Labour and Welfare ;



Social insurance, etc. (Ministry of

Health, Labour and pension insurance,
health insurance, sailors insurance, na‑
tional pension, workers' compensation
insurance, employment insurance) that
you have subscribed to (except that there
is no subscription obligation.). In addi‑
tion, those who do not have arrears of
premiums ;


Get evaluation approval of a labor hy‑

giene service function evaluation organi‑
zation, and be a medical checkup dis‑
charge period the validity.


To be able to secure more than 2 of
examination car.



Time‑limit for tender : 10 : 00 AM, 17
July, 2019.



Others : For details concerning this tend‑

er, refer to the Tender explanation.


Contact point for the notice : Third Ac‑

counting section of the General Coordina‑
tion Department, Fukuoka Labour Bureau,
Fukuoka Godochosha Newbuilding 5F. 2
111 Hakata eki‑higashi, Hakata‑ku, Fu‑
kuoka‑city, Fukuoka 8120013, Japan, Tel.
0924114745 ext. 4170

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
東京航空局長

鶴田

浩久

