

３

入札書及び申請書等の提出場所等


４

入札書及び申請書等の提出場所、契約条項

契約手続において使用する言語及び通貨

(号外政府調達第  号)

２丁目10番７号
総務部契約課

国土交通省九州地方整備局
大迫

話0924763509


輝美（内線2538）

procuring entity : MURAYAMA Kazuya,

dings

入札保証金及び契約保証金

Director General of Kyusyu Regional De‑

organization Act or the commencement



競争参加資格の確認のため入札者に要求さ

velopment Bureau

of rehabilitaion proceedings under the

れる事項

電

入札説明書の交付場所及び交付方法

関する説明を求められた場合には、それに応

東２丁目10番７号

国土交通省九州地方整

備局企画部施工企画課計画係

報

（内線3466）

斉藤

電話0924763547



落札対象

fax

0924763483

入札の無効

官

調達件名、、、

令和３年５月10日

17時00分
調達件名、、

木曜日
令和  年  月  日

Replacement purchase of one drain

person who has exlusion request from
Ministry of Land, Infrastructure, Trans‑

type)




落札者の決定方法

予算決算及び会計令第

cerned
 be the person who obtained the bid
manual from the person of ordering di‑

Replacement purchase of one standby

rectly
 have proven to have prepared a system

support vehicle

79条の規定に基づいて作成された予定価格の



Delivery period : 31 March, 2022

制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札



Delivery place : as in the bid manual

to provide rapid after‑sales service and

を行った者を落札者とする。



Qualification for participating in the ten‑

maintenance for the products concerning

また、原則として、当該入札の執行におい
令和３年６月２日

て入札執行回数は２回を限度とする。

17時00分

なお、当該入札執行回数まえに落札者が決
令和３年６月８日17時

定しない場合は、原則として予算決算及び会

00分

計令99条の２の規定に基づく随意契約には移

開札の日時及び場所
調達件名：令和３年６月３日13時00分

port and Tourism is continuing state con‑

Replacement purchase of 2 trucks

mounted material spreader (with plow)

要。

not be the person that a gangster influ‑

ences management substantially or the

pipe cleaning truck (water circulation



契約書作成の要否

入札書の提出期限





競争に参加する資格を有しな



00分

調達件名、、



vehicle (with plow)

者に求められる義務を履行しなかった者のし

令和３年５月13日17時

調達件名、、、

the tender to Bid Opening

Replacement purchase of one watering

た入札は無効対象とする。

申請書等の提出期限

Development Bureau from timelimit for

cleaning truck

い者、入札に関する条件に違反した者、入札

郵送による交付は、郵送料を別に必要と

by Director General of Kyusyu Regional

Replacement purchase of one tunnel



申請書を基に、支出負担行為担

書のみを落札対象とする。


する。



cleaning truck (brush type／ash fall type)

当官において競争参加資格が確認された入札

宏幸

a performance in the bid manual
 not be under suspension of nomination

Replacement purchase of one road



じなければならない。

〒8120013 福岡県福岡市博多区博多駅

Replacement purchase of one drainage



Re‑

competing participation qualification)
 be the person who proved that there is

pump truck (30)

また、開札日の前日までの間において支出

令和３年４月８日から

Corporate

application under the notification of the

Quantity of the products to be purchased :


the

who have done the procedure of re‑

cured : 17


under

Civil Rehabilitation Act (except those

Classification of the products to be pro‑

に提出しなければならない。
負担行為担当官から必要な申請書等の内容に





に示す提出期限までに上記３に示す場所

令和３年４月８日

令和３年５月13日まで




本調達案件の入札に参加を希望す

札説明書に基づく申請書等を作成し、上記３

から令和３年５月10日まで



免除。

るものは、支出負担行為担当官の交付する入

入札説明書の交付期間

調達件名、、

not have filed a petition for the com‑

mencement of reorganization procee‑

Official in charge of disbursement of the

日本語及び日本国通貨に限る。

fax0924763459

調達件名、、、



Summary




を示す場所及び問い合わせ先
〒8120013 福岡県福岡市博多区博多駅東

５

その他


行しない。


dering procedures : Suppliers eligible for
participating in the proposed tender are

Time‑limit for submission of certificate
, , ,  : 17 : 00 10 May, 2021
, ,  : 17 : 00 13 May, 2021

those who shall :


not come under Article 70 and 71 of the
Cabinet Order concerning the Budget,
Auditing and Accounting

上記２に掲げる一般競争（指名競争）参

the bid manual




have Grade A, B, C or D on selling of



Time‑limit for tender
, , ,  : 17 : 00 2 June, 2021
, ,  : 17 : 00 8 June, 2021



Contact point for the notice : OSAKO Te‑

調達件名：令和３年６月３日14時00分

加資格（全省庁統一資格）を有していない者

products in Kyusyu・Okinawa Area in

調達件名：令和３年６月３日15時00分

rumi, Contract Division, General Affairs

も上記４により申請書等を提出することが

terms of the qualification for participat‑

Department, Kyusyu Regional Develop‑

調達件名：令和３年６月３日16時00分

できるが、競争に参加するためには、開札ま

ing in tenders by Ministry of Land Inf‑

ment Bureau, Ministry of Land, Infrastruct‑

調達件名：令和３年６月９日11時00分

でに当該資格の認定を受け、且つ競争参加資

rastructure,

Tourism

ure, Transport and Tourism, 2107, Ha‑

調達件名：令和３年６月９日13時00分

格の確認を受けていなければならない。

(single qualification for every ministry

kataeki‑higashi, Hakata‑ku, Fukuoka City,

and agency) in the fiscal year of 2019,

Fukuoka Prefecture, 8120013, Japan TEL

2020 and 2021

0924716331 ex. 2538

調達件名：令和３年６月９日14時00分



手続における交渉の有無

国土交通省九州地方整備局入札室



詳細は入札説明書による。

無。

Transport

and

