５

 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
 Contact point for the Maintenance and
 予算決算及び会計令第71条の規定に該当し
Summary
のない者の提出した入札書及び入札に関する
Official in charge of disbursement of the
Supplies Section, General Affairs Departm‑
ない者であること。
条件に違反した入札書は無効とする。
procuring entity : Shigeru Takenaka,
ent, Tokyo Detention House, 1351 Ko‑
 平成31・32・33年度財務省競争参加資格

契約書作成の要否 要。
Warden of the Tokyo Detention House
suge, Katushika‑ku, Tokyo, 1248565 Ja‑
（全省庁統一資格）において、
「物品の販売」

落札者の決定方法 予算決算及び会計令第
 Classification of the products to be pro‑
pan TEL 0336906681
で上記１の件名ごとに次の等級に格付けさ
79条の規定に基づいて作成された予定価格の
cured : 17
れ、中国又は九州・沖縄地域の競争参加資格
入札公告
制限の範囲内で有効な入札を行った入札者で
 Nature and quantity of the products to be
を有する者、又は当該競争参加資格を有して
あって、入札説明書で指定する性能等の要求
次のとおり一般競争入札に付します。
purchased : Medium sized Bus
いない者で、入札書の受領期限までに競争参
要件のうち必須とされた項目の最低限の要求
令和元年５月 27 日
 Delivery period : 28 February 2020
加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登
要件を全て満たしている提案をした入札者の
支出負担行為担当官
 Delivery place : Tokyo Detention House
載された者であること。
中から、入札説明書で定める総合評価の方法
門司税関総務部長 神例 高章
 Qualification for participating in the ten‑
「Ｂ」又は「Ｃ」
をもって落札者を決定する。
dering procedures : Suppliers eligible for ◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 40
 各省各庁から指名停止等を受けていない者

手続における交渉の有無 無。
１
調達内容
participating in the proposed tender are
（支出負担行為担当官が特に認める者を含む）
 競争参加資格の申請の時期及び場所 「競
 品目分類番号 17
those who shall : Not come under Article
であること。
争参加者の資格に関する公示」
（平成30年11月
 購入等件名及び数量
70 of the Cabinet Order concerning the Bud‑
26日付官報）に記載されている時期及び場所

経営の状況又は信用度が極度に悪化してい
⒜ 小型乗用自動車（１ＢＯＸ・ハイブリッ
get, Auditing and Accounting. Further‑
のとおり。
ないと認められる者であり、適正な契約の履
ドタイプ）の新規購入１台及び交換購入２
more, minors, Person under Conservator‑
 その他 詳細は入札説明書による。
行が確保される者であること。
台
ship or Person under Assistance that ob‑
６ Summary
 その他 詳細は入札説明書による。
⒝ 小型乗用自動車（ハッチバック・ハイブ
tained the consent necessary for concluding
 Official in charge of disbursement of the
リッドタイプ）の新規購入１台及び交換購 ３ 入札書の提出場所等
a contract may be applicable under cases of
procuring entity : Takaaki Kanrei, Director
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
入１台
special reasons within the said clause. 
of the Coordination Division Moji Customs.
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
 調達案件の特質等 入札説明書による。
Not come under Article 71 of the Cabinet
 Classification of the products to be pro‑
 納入期限 入札説明書による。
〒8018511 北九州市門司区西海岸１丁目
Order concerning the Budget, Auditing and
cured : 17
 納入場所 入札説明書による。
Accounting. Have Grade A, B or C in
３番10号 門司税関総務部会計課用度係 秋
 Nature and quantity of the products to be
 入札方法 落札決定に当たっては、入札書
sale of product in terms of the qualifica‑
吉 弘樹 電話05035308322
purchased :
に記載された金額に、当該金額から消費税が
tion for participating in tenders related to
 入札説明書の交付方法 本公告の日から上
⒜ Small‑sized passenger car (1BOX・Hy‑
非課税及び不課税の費用（以下「非課税等費
the Ministry of Justice (Single qualification
記３の交付場所にて交付する。
brid type) 3
用」という。）の額を控除した金額の８％に相
for every ministry and agency) in the fiscal
 入札書の受領期限 令和元年６月21日17時
⒝ Small‑sized passenger car (Hatch‑
当する額を加算した金額（当該金額に１円未
year of 2019／2020／2021. Suppliers who
15分
back・Hybrid type) 2
満の端数があるときは、その端数金額を切り
intend to put in a bid without above qualifi‑
 Delivery period : As in the tender do‑
 開札の日時及び場所 令和元年６月24日
捨てるものとする。）をもって落札価格とする
cations may be eligible only if they will be
cumentation.
⒜10時00分 ⒝10時30分 門司港湾合同庁舎
ので、入札者は、消費税に係る課税事業者で
entitled to the qualifications, registered on
 Delivery place : As in the tender do‑
５階第３共用会議室
あるか免税事業者であるかを問わず、見積
the list of qualified bidders, and considered
cumentation.
 及びについては、電子調達システムに
もった契約金額から非課税等費用の額を差し
to have the relevant grade.
 Qualification for participating in the ten‑
おいてシステム障害が発生した場合には、別
引き、その金額の108分の100に相当する金額
 Time limit for tender : 17 : 00, 16 July
dering procedures : Suppliers eligible for
途通知する日時に変更する場合がある。
に非課税等費用の額を加えた金額を入札書に
2019 (Tenders submitted by mail : 17 : 00, 16
participating in the proposed tender are
４ 電子調達システムの利用
記載すること。
July 2019)
those who shall :
本件は、府省共通の電子調達システムを利用
 最初の契約に係る入札公告日 平成30年２
 Date and time of opening and location a
 Not come under Article 70 of the Cabi‑
した応札及び入開札手続きにより実施するもの
月25日
bid : 17 July 2019 (1 : 30 pm) at Tokyo De‑
net Order concerning the Budget, Audit‑
とする。但し、紙による入札書の提出も可とす
２ 競争参加資格
tention House conference room
ing and Accounting. Furthermore, mi‑
る。詳細については、入札説明書のとおり。
 Invalid bid : A bid that violates the condi‑
 予算決算及び会計令第70条の規定に該当し
nors, Person under Conservatorship or
ない者であること。なお、未成年者、被保佐 ５ その他
tions of bidding and bidding made by a per‑
Person under Assistance that obtained
 入札及び契約手続において使用する言語及
人又は被補助人であって、契約締結のために
son who does not have competitive partici‑
the consent necessary for concluding a
び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
必要な同意を得ている者は、同条中、特別の
pation qualification as shown in this adver‑
contract may be applicable under cases
 入札保証金及び契約保証金 免除。
理由がある場合に該当する。
of special reasons within the said clause.
tisement shall be invalid.
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