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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 22 日
支出負担行為担当官
中部地方整備局長 勢田 昌功
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
〇第１号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 調達件名及び数量 令和元年度 単価契約
高山国道管内凍結防止剤購入（電子調達シス
テム対象案件）
 凍結防止剤（塩化ナトリウム）1000㎏
入1878袋（粒状、NaCl含有率95％以上）
 凍結防止剤（塩化カルシウム）25㎏入
983袋（フレーク状又は粒状、CaCl2含有率
70％以上）
 調達件名の特質等 入札説明書による。
 納入期限 令和２年３月31日まで
 納入場所 入札説明書による。
 入札方法 入札書に記載する金額は、数量
総括表の契約種別のうち総額（予定単価×予
定数量）の最も大きいものの単価（以下「基
準単価」という。）をもって入札金額とするも
のとし、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10に相当
する額を加算した金額をもって落札価格とす
るので、入札者は、消費税及び地方費税に係
る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の110分の
100に相当する金額を入札書に記載すること。
入札回数は原則２回を限度とするが、場合
によっては３回目を執行することがある。な
お、やむを得ない場合を除き予算決算及び会
計令第99条の２に基づく随意契約には移行し
ない。
 電子調達システムの利用 本件は、証明書
等の提出、入札を電子調達システムで行う対
象案件である。なお、電子調達システムによ
りがたい場合は、紙入札方式参加願を提出し、
紙入札方式に変えることができる。
電子調達システム（ＧＥＰＳ）による場合
は、電子認証を取得していること。

なお、⒜、⒝いずれの場合も、開札日の前
競争参加資格
〒4608514 愛知県名古屋市中区三の丸２
日までの間において契約担当官等から証明書
予算決算及び会計令第70条及び第71条の規
丁目５番１号 国土交通省中部地方整備局総
等に関する説明を求められた場合には、それ
定に該当しない者であること。
務部契約課 山崎 弘枝 電話052953
に応じなければならない。
 令和１・２・３年度の一般競争（指名競争）
8138 内線2538

入札の無効 競争に参加する資格を有しな
参加資格（全省庁統一資格）
「物品の販売」の
 紙入札方式による入札書の提出場所、契約
い者のした入札及び入札の条件に違反した入
東海・北陸地域の認定を受け、Ａ、Ｂ、Ｃ又
条項を示す場所及び問い合わせ先 の問い
札並びに入札者に求められる義務を履行しな
はＤ等級に格付けされている者であること。
合わせ先に同じ
かった者の提出した入札書は無効とする。
 競争参加資格の申請は、
「競争参加者の資格
 入札説明書の交付場所及び交付方法 電子
 契約書作成の要否 要
に関する公示」
（平成30年11月26日付け官報）
調達システムにより交付する（「ダウンロード
 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第
に記載されている時期及び場所で受け付け
した案件について訂正・取消が行われた際に
79条の規定に基づいて作成された予定価格の
る。
更新通知メールの配信を希望する」を選択し
制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札
 申請書等の受領期限の日から開札の時まで
なかった場合は、質問回答等で資料追加した
を行った者を落札者とする。ただし、落札者
の期間に、中部地方整備局長から指名停止を
際に、更新通知が届かず適正な申請書等を作
となるべき者の入札価格によっては、その者
受けていないこと。
成できないことから、競争参加資格を与えな
により当該契約の内容に適合した履行がなさ
 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立
れないおそれがあると認められるとき、又は
い。なお、誤って選択しなかった場合は、３
てがなされている者又は民事再生法に基づき
その者と契約を締結することが公正な取引の
問い合わせ先まで連絡し、指示に従うこ
再生手続き開始の申し立てがなされている者
秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく
と）。また、やむを得ない事由により、電子
（競争参加資格に関する公示に基づく再申請
不適当であると認められるときは、予定価格
調達システムによる入手が出来ない場合は、
の手続きを行った者を除く。）でないこと。
の制限の範囲内の価格をもって入札した他の
交付若しくは託送（着払い）を行うので、３
 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
者のうち最低価格をもって入札した者を落札
問い合わせ先まで連絡し、指示に従うこと。
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
者とすることがある。
 電子調達システムによる入札書類データ
 手続きにおける交渉の有無 無
て、国土交通省発注工事等から排除要請があ
（証明書等）の受領期限及び紙入札方式によ
 詳細は入札説明書による。
り、当該状態が継続している者でないこと。
る証明書等の受領期限 令和元年９月24日16
５ Summary (No. 1)
 入札説明書を３の交付方法により直接入
時00分
 Official in charge of disbursement of the
手した者であること。なお、電子調達システ
 電子調達システムによる入札書、及び紙入
procuring entity : Masanori Seta, Director‑
ムによる入手時は、
「ダウンロードした案件に
札、郵送等による入札書の受領期限 令和元
General
of Chubu Regional Development
ついて訂正・取消が行われた際に更新通知
年10月15日16時00分
Bureau.
メールの配信を希望する」を必ず選択するこ
 開札の日時及び場所 令和元年10月17日９
 Classification of the products to be pro‑
と。選択しなかった場合は、質問回答等で資
時30分 国土交通省中部地方整備局入札室
cured : 26
料追加した際に、更新通知が届かず、適正な
 Nature and quantity of the products to be
４
その他
申請書等を作成できないことから、競争参加
purchased : The unit price contract of pur‑
 契約手続において使用する言語及び通貨
資格を与えない。
chasing deicing agent, Takayama National
日本語及び日本国通貨に限る。
 当該調達にかかる製品出荷引受証明書、納
Highway Office 2019
 入札保証金及び契約保証金 免除
入予定の凍結防止剤等の品質証明書により当
 Flux freezing (Sodium chloride) Sack
 入札者に要求される事項
該調達が可能と証明した者であること。
of 1,000kg Quantity 1,878 sack Granular
⒜ 紙入札方式により参加を希望する者は、
 当該物品を輸送計画書により24時間以内に
More than 95% Sodium chloride content
必要な証明書等を上記３の受領期限まで
確実に納入できることを証明した者であるこ
 Flux freezing (Calcium chloride) Sack
に上記３に示す場所に提出しなければな
と。ただし、受注者の責によらない場合を除
of 25kg Quantity 983 sack Flaky or Gra‑
らない。
くものとする。
nular More than 70% Calcium chloride
⒝ 電子調達システムにより参加を希望する
３ 入札書の提出場所等
content
者は、入札書類データ（証明書等）を上記
 電子調達システムのＵＲＬ、入札書の提出
 Delivery period : From the next day of
３の受領期限までに上記３に示すＵＲ
場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
date of a contract through 31 March, 2020
Ｌより、電子調達システムを利用し提出し
電子調達システム
 Delivery place : as in the tender do‑
なければならない。
cumentation
https://www.geps.go.jp/
２



