 Classification of the services to be pro‑
入札説明会の日時及び場所
当該保険契約において、海上保安庁を被
第１回目
cured : 41, 42
保険者とした場合には、当該保険契約締結
 日時 令和元年10月23日午前11時00分
 Subject matter of the contract : PFI‑
後速やかにその保険証券を海上保安庁に提
に該当する建物の工事監理実績がある
から
based design, construction and operation of
出し、特別目的会社を被保険者とした場合
こと（一つの建物でからの条件を満
 場所 沖縄県宮古島市平良西里７21
the Government official housing (Miyako‑
には、当該特別目的会社の負担により、そ
たす必要がある）。
宮古島海上保安部会議室（出席者は入
jimadaisann‑syukusya (provisional name))
の保険金請求権に事業契約書案に定める違
 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コ
札説明書を持参のこと）
(BTO‑scheme)
約金支払債務を被担保債務とする質権を海
ンクリート造であること。
ロ 第２回目

Time‑limit for the submission of applica‑
上保安庁のために設定し、保険証券を海上
 建築基準法別表第一欄項に掲げ
 日時 令和元年10月25日午後３時00分
tion forms and relevant documents for the
保安庁に提出すること。
る用途に供するものであること。
から
qualification : 5 : 00 P.M. 29 November 2019
履行保証保険の有効期間は、設計・建設
 地階を除く階数が３以上かつ延べ面
 場所 東京都千代田区霞が関２１
 Time‑limit for the submission of tenders :
積が1500㎡以上であること。
工事期間とする。
３ 海上保安庁11階会議室（出席者は入
5 : 00 P.M. 10 January 2020
札説明書を持参のこと）
ホ 維持管理に当たる者は１者とし、次の要
 入札の無効 本公告に示した競争に参加す
 Contact point for tender notice : Hi‑
 紙入札による競争参加のために必要な証明
件を満たすこと。
る者に必要な資格のない者のした入札、入札
sayasu Yamaoka, 2nd Contaract Section,
書等の提出期限及び提出場所
 令和元・２・３年度（平成31・32・33
参加表明書等に虚偽の記載をした者の入札及
Contract and Accounts Office, Budget Divi‑
イ 期限 令和元年11月29日午後５時00分
年度）国土交通省競争参加資格（全省庁
び入札に関する条件に違反した入札は無効と
sion, Administractor Department, Japan
ロ 場所 上記３に同じ
統一資格）審査において、資格の種類が
する。
Coast Guard, 213, Kasumigaseki,
 要件提案書の提出期限、提出場所及び提出
「役務の提供等」
、競争参加地域が「関
 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に
Chiyoda‑ku, Tokyo, 1008976 Japan,
方法
東・甲信越」又は「九州・沖縄」、営業
基づいて作成された予定価格の制限の範囲内
TEL : 0335916361 ext. 2830 Office,
イ 期限 令和２年１月10日午後５時00分
品目が「建物管理等各種保守管理」の「Ａ」
であり、入札説明書等で指定する性能等の要
Budget Division, Administractor Departm‑
ロ 場所 上記３に同じ
又は「Ｂ」等級に格付けされている者で
求要件のうち必須とされた項目を全て満たし
ent, Japan Coast Gurard, 213
ただし、郵送の場合は、配達記録が残るも
あること。
ている提案をした入札者の中から、入札説明
のに限る。
 Languages for making inquiries : Japa‑
 入札書等の提出期限及び提出場所
 平成28年度以降において、共同住宅の
書等で定める総合評価の方法をもって落札者
nese
イ 期限 令和２年１月10日午後５時00分
維持管理業務実績を１年以上有する者で
を決定する。
入札公告
ロ 場所 上記３に同じ
あること。
 手続における交渉の有無 無。

開札の日時及び場所
次のとおり一般競争入札に付します。
 契約書作成の要否 要。
３ 入札手続等
イ 日時 令和２年１月14日午後13時30分
令和元年 10 月 17 日
 照会等に用いる言語 日本語に限る。
 担当部局
ロ 場所 東京都千代田区霞が関２１３
支出負担行為担当官
 一般競争参加資格の認定を受けていない者
〒1008918 東京都千代田区霞が関２
海上保安庁入札室
第十管区海上保安本部長 遠山 純司
の参加 上記２ロ、２ハ、２ニ
１３ 海上保安庁総務部政務課予算執行管 ４ その他
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 46
及び２ホに掲げる格付等（以下「競争参
理 室 第 二 契 約 係 山 岡 久 泰 電 話 03 
 手続において使用する言語及び通貨
〇十総経（入） 71 号
加資格」という。）の認定を受けていない者で
35916361 内線2830
日本語及び日本国通貨に限る。
１ 調達内容
あっても、当該競争参加資格の認定を受け、
 入札説明書等の交付方法 要 求 水 準 書 等
 契約条項を示す場所 上記３に同じ。
 品目分類番号 ２
 入札保証金及び契約保証金
かつ、紙入札による競争参加のために必要な
（入札説明書を含む）は、当庁のホームペー
 購入等件名及び数量
イ 入札保証金 免除。
証明書等の提出期限までに入札参加資格の確
ジの「調達情報」の「入札・落札等の状況」
 Ａ重油12〜３月分買入（鹿児島港）予定
ロ 契約保証金 免除。ただし、落札者が設
認を受けることにより、入札に参加すること
から、ダウンロードすること。
数量5100ＫＬ
立した特別目的会社は、設計及び建設工事
ができる。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/

軽油（免税）12〜３月分買入（鹿児島港）
の履行を確保するため、設計及び建設に係
 詳細は入札説明書等による。
seifutyoutatu.html/
予定数量762
4ＫＬ
る対価から支払利息相当額を除いた金額の
 本案件は、当該事業予算の令和２年度予算

なお、仕様書の詳細については以下へ問い

調達件名の特質等
１／10以上の金額について、海上保安庁を
成立をもって契約締結とする。
合わせること。
 ＪＩＳＫ2205
被保険者とする履行保証保険契約を締結
５
〒1008918 東京都千代田区霞が関２
Summary
 ＪＩＳＫ2204
し、又は設計に当たる者、工事監理に当た
 Official in charge of disbursement of the
１３ 海上保安庁装備技術部施設補給課宿
 納入期間
る者及び建設に当たる者の全部又は一部の
舎係 荒木 晋介 電話0335916361 内
procuring entity : Atushi Uehara, Vice
 令和元年12月１日から令和２年３月31
者に、当該特別目的会社を被保険者とする
線4270
履行保証保険契約を締結させること。
日
Commandant, Japan Coast Guard.


平成21年４月以降において、その全部
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の引渡しを行った建築物で、次のから
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