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入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和元年８月 21 日
支出負担行為担当官
神戸刑務所長 足立 幸弥
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 28
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 １
 購入等件名及び数量 神戸刑務所被収容者
用弁当 予定数量1215名17日間分
 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書
による。
 履行期間 令和元年10月下旬から令和元年
11月下旬までの間のうち17日間（日程の詳細
については、別途指示する。）
 履行場所 兵庫県明石市大久保町森田120
 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100分の８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、その端数を切り捨
てた金額。）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かかる課税
事業者であるか免税事業者であるかを問わ
ず、見積もった契約金額の108分の100に相当
する金額を入札書に記載すること。
２ 競争参加資格
 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規
定に該当しない者であること。
 指名停止を受けている者でないこと。
 平成31・32・33年度（令和１・２・３年度）
法務省競争参加資格（全省庁統一資格）
「物品
の販売」のＡ、Ｂ又はＣの等級に格付けされ、
近畿地区の競争参加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、
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒6740061 兵庫県明石市大久保町森田
120 神戸刑務所総務部用度課 浦川 考宏
電話0789360911
 入札説明書の交付日時及び場所 公告日か
ら上記の場所において、８時30分から17時
00分まで（行政機関の休日及び12時00分から

 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書
 Nature and quantity of the products to be
13時00分までの間を除く。）及び電子調達シス
テムにおいて交付する。なお、入札説明会は
による。
purchased : The box meal for 1,215 de‑
開催せず、入札説明書の配布をもって入札説
 納入期限 令和２年３月27日
tainees for 17 days (estimated quantity).
明とする。
 納入場所 松山刑務所長が指定する場所
 Specification of procurement thing : It de‑
 入札書の受領期限 令和元年10月２日11時
 落札決定に当たっては、入札書に記載され
pends on the tender manual and specifica‑
00分
た金額に当該金額の10パーセントに相当する
tion.
 開札の日時及び場所 令和元年10月２日11
額を加算した額（当該金額に１円未満の端数
 Delivery period : From towards the end
時00分 神戸刑務所庁舎３階会議室及び電子
があるときは、その端数金額を切り捨てた金
of
October
2019
to
towards
the
end
of
No‑
調達システム
額）をもって落札価格とするので、入札者は、
vember 2019.
４ その他
消費税および地方消費税に係る課税事業者で
 Delivery place : 120 Morita Ookubo‑cho
 契約手続において使用する言語及び通貨
あるか免税事業者であるかを問わず、見積
日本語及び日本国通貨
Akasi‑city Hyogo.
 入札保証金及び契約保証金 免除
もった契約金額の110分の100に相当する金額
 Qualification for participating in the ten‑
 入札者に要求される事項 この一般競争に
を入札書に記載すること。
dering procedures : Suppliers eligible for
参加を希望する者は、令和元年10月２日まで
participating in the proposed tender are ２ 競争参加資格
に資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の
 予算決算及び会計令第70条の規定に該当し
those who : Do not come under article 70
写しを提出しなければならない。
ない者であること。なお、未成年者、被保佐
and 71 of the cabinet Order concerning the
 入札の無効 この公告に示した競争参加資
人又は被補助人であって、契約締結のために
budget, Auditing and Accounting. No co‑
格のない者の提出した入札書及び入札者に求
必要な同意を得ている者は、同条中、特別の
mpany
that
has
received
the
nomination
められる義務を履行しなかった者の提出した
理由がある場合に該当する。
Have
stop.
grade
A,
B
or
C
in
the
selling
入札書は、無効とする。
 予算決算及び会計令第71条の規定に該当し
in terms of the qualification for participat‑
 契約書作成の要否 要
ない者であること。
 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第
ing in tenders by Ministry of Justice (Single
79条の規定に基づいて作成された予定価格の
 平成31・32・33年度（令和１・２・３年度）
qualification for every ministry and agen‑
制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札
法務省競争参加資格（全省庁統一資格）にお
cy) in the fiscal year 2019, 2020 and 2021.
を行った者を落札者とする。ただし、落札者
いて、
「物品の販売」でＣ以上の等級に格付け
 Time‑limit for tender : 11 : 00 2 October
となるべき者の入札価格によっては、その者
され「四国」地域の資格を有する者であるこ
2019.
により当該契約の内容に適合した履行がなさ
と。
 Contact point for the notice : Toshihiro
れないおそれがあると認められるとき、又は
 その他予算決算及び会計令第73条の規定に
Urakawa Supply Section of Kobe Prison,
その者と契約を締結することが公正な取引の
基づき、支出負担行為担当官が定める資格を
120 Morita Ookubo‑cho Akasi‑city Hyogo
秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく
有する者であること。
Pref., 6740061 Japan. TEL 078936
不適合であると認められるときは、予定価格
３
入札書の提出場所等
0911
の範囲内の価格をもって入札した他の者のう
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
ち最低の価格をもって入札した者を落札者と
入札公告
することがある。
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
 手続における交渉の有無 無
次のとおり一般競争入札に付します。
〒7910293 愛 媛 県 東温市見奈良1243
 電子調達システムの利用 本件は電子調達
２ 松山刑務所用度課 髙木 俊輔 電話
令和元年８月 21 日
システムを利用することができる案件であ
0899643355 内線239
支出負担行為担当官
る。
 入札説明書の交付方法 本公告の日から上
松山刑務所長 中澤
豊
 詳細は、入札説明書による。
記の交付場所において交付する。
◎調達機関番号 013 ◎所在地番号 38
５ Summary
 入札書の受領期限 令和元年10月17日13時
〇第３号
 Official in charge of disbursement of the
30分（郵送の場合は、同日午前中までに必着
procuring entity : Yukiya Adachi, Warden １ 調達内容
のこと。）

品目分類番号
16
of the Kobe Prison.

開札の日時及び場所 令和元年10月17日13

購入等件名及び数量
通行鍵管理システム
 Classification of the products to be pro‑
時30分
松山刑務所庁舎２階会議室
更新等
１式
cured : 1

