 入札書、資格審査結果通知書の写し及び提
２ 競争参加資格
Summary
Official in charge of contract : Tomomi
案書の受領期限 令和元年12月10日（火）12
 令和01・02・03年度（平成31･32･33年度）
Abe, Assistant General Manager of the
時
全省庁統一競争参加資格において「役務の提
Tokyo Racecourse of Japan Racing Asso‑
 開札の日時及び場所 令 和 元 年 12 月 18 日
供等」のＡ、Ｂ又はＣの等級に格付けされ、
ciation
（水）11時 公益財団法人ＪＫＡ 会議室（品
関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者
 Classification of the products to be pro‑
川シーズンテラス25階 会議室２）
であること。
（資格審査結果通知書（全省庁統
cured : 1
４
その他
一資格）写を提出すること。）
 Nature and quantity of the products to be

契約手続において使用する言語及び通貨
 当財団から、取引停止の措置を受けている
purchased : forages.
日本語及び日本国通貨
期間中の者でないこと。
 Delivery period : As shown in the tender
 入札保証金及び契約保証金 免除
documentation.
 会社更生法（平成14年法律第154号）に基
 照会対応 入札参加者は、契約行為担当者
 Delivery place : Tokyo Racecourse
づく更生手続開始の申立て及び民事再生法
 Qualifications for participating in the
等から提出した書類等について説明を求めら
（平成11年法律第225号）に基づく再生手続
tendering procedures : A, B, C, D
れたときは、速やかに応じなければならない。
開始の申立てがなされていない者であるこ
 Date and Time of tender : By 11 : 00 19

入札の無効 本公告に示した競争参加資格
と。
December 2019.
のない者による入札及び入札に関する条件に
 入札説明書の交付を受け、入札参加申し込
 Contact point for the notice : General Af‑
違反した入札は無効とする。
みを行った者であること。
fairs Section, Japan Racing Association,
５ Summary
Tokyo Racecourse, 11, Hiyoshi‑cho, ３ 入札書等の提出場所等
 Official in charge of disbursement of the
Fuchu‑shi, Tokyo, 1830024 Japan TEL
 入札書、資格審査結果通知書の写し、提案
procuring entity : Toshio Sasabe, Chair‑
0423633141
書の提出場所及び問合せ先
man, JKA
〒1088206 東京都港区港南一丁目２番70
入札公告
 Classification of the services to be pro‑
号 品川シーズンテラス25階 公益財団法人
次のとおり一般競争入札に付します。
cured : 73
ＪＫＡ 総務部財務課 担当 菅原・加藤・
令和元年 10 月 21 日
 Nature and quantity of the services to be
長尾 電話番号 0342263504
公益財団法人ＪＫＡ 会長 笹部 俊雄
required : Paper advertisement, 1 set
E‑mail：nyuusatsu@keirin‑autorace.or.jp
◎調達機関番号 432 ◎所在地番号 13
 Delivery period : As shown in the tender
 入札説明書及び調達仕様書等の交付方法
１ 調達内容
documentation
 品目分類番号 73
ア 配布期間 令和元年10月21日（月）から
 Delivery place : As shown in the tender
 購入等件名及び数量 「新聞紙面における
令和元年11月18日（月）までの平日10時か
documentation
補助事業活動ＰＲ広告掲出業務」一式
ら17時まで（ただし12時から13時までを除

Qualification for participating in the ten‑
 調達件名の特質等 入札説明書による。
く）
dering
procedures : Suppliers eligible for
 納入期限 入札説明書による。
イ 配布方法 電子メールにより交付する
participating in the proposed tender are
 納入場所 入札説明書による。
（交付当日に資格審査結果通知書の写しを
those who shall :
 入札方法 入札金額は、一切の諸経費を含
電子メールにて提出すること）
。交付を希
む総価とする。また、本件については、入札
 Have Grade A on offer of services etc
望する者は、件名・団体名・所属・担当者
の際に提案書を提出し、技術審査を受けなけ
in Kanto‑Koshinetsu area in terms of the
ればならない。
名・連絡先（住所、電話番号及び電子メー
qualification for participating in ten‑
なお、落札決定に当たっては、入札書に記
ルアドレス等）を明記して、令和元年11月
ders(Single Qualification for every minis‑
載された金額に当該金額の10パーセントに相
18日（月）17時までに上記３の部署に電
try and agency) in the fiscal years 2019,
当する額を加算した金額（当該金額に１円未
子メールで申し込むものとする。
（メールの
2020 and 2021 ;
満の端数があるときは、その端数金額を切り
件名を「【JKA入札説明書】新聞紙面にお
 Not being suspended from transactions
捨てるものとする。）をもって落札価格とする
ける補助事業活動PR広告掲出業務一式」
by the request of JKA ;
ので、入札者は、消費税及び地方消費税に係
とすること。）
 Not being petitioned for commence‑
る課税事業者であるか免税事業者であるかを
 入札説明会の日時及び場所 入札説明会は
ment of rehabilitation proceedings based
問わず、見積もった契約金額の110分の100に
実施しない。
相当する金額を入札書に記載すること。
on the Civil Rehabilitation Act (Act No.
５



令和元年  月  日

月曜日

官

報

(号外政府調達第  号)



225 of 1999), and petitioned for re‑
organization proceedings based on the
Corporate Rehabilitation Act (Act
No.154 of 2002).
 Be a person who took a grant of tender
documents.
 Time‑limit for submission of verification
documents : 12 : 00, December 10, 2019
 Contact point for the notice : Sugawara,
Kato, Nagao, Department of general af‑
fairs, JKA 1270 Konan, Minato‑ku,
Tokyo 1088206, Japan TEL 034226
3504 E‑mail : nyuusatsu@keirin‑autorace.
or.jp
Note : All the comments and questions
should be submitted in Japanese language.

入 札 公 告（建設工事）
次のとおり一般競争入札に付します。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等（行
政機関の休日に関する法律第１条に規定する行政
機関の休日）を除く、午前９時から午後６時（電
子入札の場合）
。又は、午前９時15分から午後６
時（紙入札の場合（下記４の担当部局の受付時
間））とする。ただし、申請期限等の最終日の受付
時間は、電子・紙入札ともに別表１のとおりとす
る。
令和元年 10 月 21 日
支出負担行為担当官
東北地方整備局長 佐藤 克英
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04
１ 工事概要
 品目分類番号 41
 工事名 尾肝要地区外非常警報設備工事
（電子入札対象案件及び電子契約対象案件）
 工事場所
工事 岩手県下閉伊郡田野畑村一の渡〜普
代村第11地割 地内
工事 岩手県下閉伊郡普代村第17地割〜久
慈市長内町第28地割 地内
工事 岩手県宮古市蟇目第２地割〜宮古市
箱石第１地割 地内
 工事内容
工事 警報表示板（補助板含む）８基、非
常電話 32台、押ボタン式通報装置 112
台、誘導表示板 18台、制御装置 ２台

