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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８月 22 日
分任支出負担行為担当官
国立国会図書館関西館収集整理課長
関根 美穂
◎調達機関番号 001 ◎所在地番号 26
〇第１号（№１）
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 令和２年刊行外国雑
誌１（科学技術分野、IOP Publishing等）１
式
 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
による。
 納入期間 入札説明書による。
 納入場所 入札説明書による。
 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10％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、消費税等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
もった契約金額の110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ものは、同条中、特別
の理由がある場合に該当する。
 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。

〇


平成31・32・33（令和１・２・３）年度国 ５ Summary
立国会図書館競争参加資格（全省庁統一資格）
 Official in charge of disbursement of the
「物品の販売（図書類）」のＡの等級に格付け
procuring entity : Miho Sekine, Director of
された者、又は当該競争参加資格を有しない
Acquisitions and Cataloging Division, Kan‑
者で、証明書等の提出期限までに競争参加資
sai‑kan of the National Diet Library
格審査を受け、当該等級に格付けされたもの
 Classification of the products to be pro‑
であること。
cured : 26
 その他予算決算及び会計令第73条の規定に
 Nature and quantity of the products to be
基づき、分任支出負担行為担当官が定める資
purchased : Purchase of foreign journals 1
格を有する者であること。
(Science and Technology, IOP Publishing
３ 入札書等の提出場所等
etc. ) in 2020
 Delivery period : as in the tender do‑
 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所
及び問合せ先
cumentation
 Delivery place : as in the tender do‑
〒6190287 京都府相楽郡精華町精華台
８１３ 国立国会図書館関西館収集整理
cumentation
 Qualifications for participating in the
課収集第二係 阿部健太郎 電話077498
1415
tendering procedures : Suppliers eligible for
 入札説明書の交付方法 官報公告の日から
participating in the proposed tender are
の交付場所において交付する。
those who shall
 not come under Article 70 of the Cabi‑
 証明書等の提出期限 令和元年10月15日正
午（郵送の場合は必着のこと。）
net Order concerning the Budget, Audit‑
 入札書の提出期限 令和元年10月17日午後
ing and Accounting. Furthermore, mi‑
５時00分（郵送の場合は必着のこと。）
nors, Person under Conservatorship or
 開札の日時及び場所
Person under Assistance that obtained
 日時 令和元年10月18日午後２時00分
the consent may be applicable under
 場所 国立国会図書館関西館２階収集整
cases of special reasons within the said
理課会議室
clause.
 not come under Article 71 of the Cabi‑
４ その他
 入札及び契約手続において使用する言語及
net Order concerning the Budget, Audit‑
び通貨 日本語及び日本国通貨
ing and Accounting.
 have Grade A in Selling of Products
 入札保証金及び契約保証金 免除
 入札者に要求される事項 この一般競争に
(Books), in terms of the qualifications
参加を希望する者は、入札説明書に示す証明
for participating in tenders by the Na‑
書等を提出期限までに提出すること。なお、
tional Diet Library (Single qualification
提出した証明書等について説明を求められた
for every ministry and agency) in the fis‑
ときは、これに応じなければならない。
cal years 2019, 2020 and 2021.
 Time‑limit for certification : 12 : 00, Octo‑
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者の提出した入札書及び入札者に求め
ber 15, 2019
 Time‑limit for tender : 17 : 00, October 17,
られる義務を履行しなかった者の提出した入
札書は無効とする。
2019
 Contact point for the notice : Kentaro
 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
Abe, Second Acquisition Section, Acquisi‑
79条の規定に基づいて作成された予定価格の
tions and Cataloging Division, Kansaikan
制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札
of the National Diet Library, 813 Sei‑
を行ったものを落札者とする。
kadai, Seika‑cho, Soraku‑gun, Kyoto 619
 その他 詳細は入札説明書による。
0287 Japan FAX 0774949116

