
(号外政府調達第  号)

報
官
水曜日
令和元年  月  日

５

Ｄ not be currently under a suspension of
Summary
Official in charge of disbursement of the
business order as instructed by Director
procuring entity : Masanori Yamauchi, Di‑
General, Inter‑University Research Insti‑
rector General, Inter‑University Research
tute Corporation High Energy Accelerat‑
Institute Corporation High Energy Ac‑
or Research Organization.
celerator Research Organization
 Time limit of tender : 17 : 00 11 October,
 Classification of the services to be pro‑
2019
cured : 78
 Contact point for the notice : Yoshie
 Nature and quantity of the services to be
Tochigi, General Contracts Unit, Contracts
required : Operations of collection, trans‑
Division, Financial Department, Inter‑U‑
portation, and treatment of low concentra‑
niversity Research Institute Corporation
tion PCBs waste 1 Set
High Energy Accelerator Research Organi‑
 Fulfillment period : By 31 March, 2020
zation, 11 Oho Tsukuba‑shi 3050801 Ja‑
 Fulfillment place : Inter‑University Re‑
pan, TEL 0298645153
search Institute Corporation High Energy

Please be noted that if it is indicated that
Accelerator Research Organization Tsu‑
environmental
conditions relating to the
kuba Campus
procurement
are
laid down in its tender do‑
 Qualifications for participating in the
cuments.
tendering procedures : Suppliers eligible for
participating in the proposed tender are
入札公告
those who shall :
次のとおり一般競争入札に付します。
Ａ not come under Article 3 and 4 of the
令和元年８月 21 日
Regulation concerning the Contract for
Inter‑University Research Institute Cor‑
契約責任者
poration High Energy Accelerator Re‑
日本郵便株式会社近畿支社長 荒若
仁
search Organization,
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 27
Ｂ have the Grade A, Grade B, Grade C or １ 調達内容
Grade D qualification during fiscal 2019
 品目分類番号 75
in the Kanto・Koshinetsu area in offer of
 件名及び数量 郵便局窓ガラス清掃・窓口
services for participating in tenders by
ロビー床清掃 一式
Single qualification for every ministry
 特質等 仕様書による
and agency, or in tenders by Inter‑
 履行期限 令和２年２月29日（最終）
University Research Institute Corpora‑
 履行場所 仕様書のとおり
tion High Energy Accelerator Research
 入開札の日時及び場所 令和元年10月17日
Organization,
午後２時00分 日本郵政グループ大阪ビル２
Ｃ meet the qualification requirements
階入札室
which Director General, Inter‑University
２
取引先資格 次に該当しない者であること。
Research Institute Corporation High En‑

当該契約を締結する能力を有しない者及び
ergy Accelerator Research Organization
破産者で復権を得ない者。ただし、制限行為
may specify in accordance with Article 5
能力者であって契約締結のために必要な同意
of the Regulation Concerning the Con‑
を得ている者を除く。
tract for Inter‑University Research Insti‑

日本郵便株式会社から取引制限を受けてい
tute Corporation High Energy Accelerat‑
る者でその制限期間を経過しない者
or Research Organization,




会社法の特別清算の開始を命じられ、若し
くは同清算開始の申立てをされ、又は破産法
の破産手続開始、会社更生法の更生手続開始
若しくは民事再生法の再生手続開始の申立て
をし、若しくはされた者。ただし、手続終結
者を除く。
 反社会的勢力と認められる者
３ 入札者に求められる義務等 参加希望者は入
札説明書に示す資料等を令和元年10月11日午前
10時00分までに下記４に示す場所に提出するこ
と。
４ 問合せ先 〒5308797 大阪府大阪市中央区
北浜東３番９号 日本郵便株式会社近畿支社経
営管理本部経営管理部 調達担当 西村 真紀
電話0669445551
５ その他
 入札の無効 入札参加に必要な条件を満た
さない者の入札及び入札条件に違反した入札
 手続で使用する言語・通貨
日本語・日本国通貨
 契約保証金 不要
 落札者は日本郵便株式会社が定める金額の
範囲内で、最低価格の入札を行った者とする。
 詳細は入札説明書による。
６ Summary
 Contracting entity : Hitoshi Arawaka. Di‑
recter of Kinki Regional Office, Japan Post
Co., Ltd.
 Classification of the services to be pro‑
cured : 75
 Nature and quantity of the services to be
required : Windows and lobby floor Clean‑
ing of Post Office Building
 Fulfillment period : 29 February 2020 (fi‑
nally)
 Fulfillment place : By specification
 Time limit for tender : 10 : 00 AM 11 Oc‑
tober 2019
 Contact point for the notice : Maki Nis‑
himura, Kinki Regional Office, Japan Post
Co., Ltd. 39 Kitahama‑Higashi, Chuo‑ku,
Osaka City, Osaka, 5308797 TEL 06
69445551

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
日本年金機構本部調達管理部長 影内 聡志
◎調達機関番号 428 ◎所在地番号 13
〇第 62 号
１ 調達内容
 品目分類番号 ６、71、27
 調達等件名及び数量
国民年金保険料還付金等の振込通知書の作
成及び発送準備業務（令和元年11月５日〜令
和２年10月29日発送分） 予定数量1025100
件
 調達案件の仕様等
入札説明書及び仕様書による。
 委託期間
契約締結日から令和２年11月５日まで
 納品場所 日本年金機構が指定する場所
２ 競争参加資格
 当該契約を締結する能力を有しない者及び
破産者で復権を得ない者に該当しない者であ
ること。ただし、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
意を得ている者は除く。
 日本年金機構の調達において、次のいずれ
かに該当し、かつその事実があった後３年（日
本年金機構から競争参加資格停止措置を受け
ている場合はその期間）を経過していない者
でないこと。また、その者を代理人、支配人
その他の使用人として使用する者又は入札代
理人として使用する者についても、同様とす
る。
 契約の履行に当たり故意に工事若しくは
製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは
数量に関して不正の行為をしたとき。
 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正
な価格を害し若しくは不正の利益を得るた
めに連合したとき。
 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契
約を履行することを妨げたとき。
 監督又は検査の実施に当たり職員の職務
の執行を妨げたとき。
 正当な理由がなくて契約を履行しなかっ
たとき。
 上記により一般競争に参加できないこと
とされている者を契約の締結又は契約の履
行に当たり、代理人、支配人その他の使用
人として使用したとき。

