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調達内容
、及びは第１号１、及びに同じ。


品目分類番号



調達件名及び数量

(号外政府調達第  号)




26

草刈機（遠隔操縦式）５台購入
入札方法

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（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た金額とする。）を
もって落札価格とするので、入札者は消費税
及び地方消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。
入札者は、本調達案件価格のほか、本調達
案件に要する一切の諸経費を含めた契約希望

報

金額を見積もるものとする。
２

競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者であるこ
と。
、、、、、、、及び
は第１

官

号２、、、、、、、及び
に同じ。


電子調達システムによる場合は、電子認証
（ＩＣカード）を取得していること。
入札説明書等の交付を下記３の交付方法
により、直接入手した者であること。

３

入札書及び申請書等の提出場所等

令和  年  月  日

及びは第１号３及びに同じ。




木曜日





入札説明書の交付方法

電子調達システム

により交付する。
（質問回答等を、電子調達シ
ステムの調達資料ダウンロード機能を用いて
行うため、資料のダウンロードの際に「ダウ
ンロードした案件について訂正・取消が行わ
れた際に更新通知メールの配信を希望する」）
にチェックを入れること。）
ただし、やむを得ない事由により、電子調
達システムにより入手出来ない場合は、上記
３に問い合わせること。
電子調達システムのＵＲＬ
https://www.geps.go.jp/

電子調達システム、持参又は郵送等による
申請書等の提出期限 令和３年５月13日17時
00分
 電子調達システム、持参又は郵送等による
入札書の提出期限 令和３年６月８日17時00
分
 開札の日時及び場所 令和３年６月９日10
時00分 国土交通省九州地方整備局入札室
４ その他
、、、、、、及びは第１号４
、、、、、、及びに同じ。
 競争参加資格の確認のため入札者に要求さ
れる事項 本調達案件の入札に参加を希望す
るものは、支出負担行為担当官の交付する入
札説明書に基づく申請書等を作成し、下記に
より提出しなければならない。
 電子調達システムにより参加を希望する
者は、申請書等を作成し、これを上記３
に示す提出期限までに上記３に示すＵＲ
Ｌに提出しなければならない。
 紙入札方式により参加を希望する者は、
申請書等を作成し、３に示す提出期限ま
でに上記３に示す場所に提出しなければ
ならない。
 上記、いずれの場合も、開札日の前
日までの間において支出負担行為担当官か
ら申請書等の内容に関する説明を求められ
た場合には、それに応じなければならない。
 上記２に掲げる一般競争（指名競争）
参加資格（全省庁統一資格）を有していな
い者も上記４により申請書等を提出する
ことができるが、競争に参加するためには、
開札までに当該資格の認定を受け、かつ競
争参加資格の確認を受けていなければなら
ない。
 入札の無効 競争に参加する資格を有しな
い者のした入札、九州地方整備局競争契約入
札心得において示した条件等入札に関する条
件に違反した者の入札、入札者に求められる
義務を履行しなかった者及び電子調達システ
ムを利用するための電子認証（ＩＣカード）
を不正に使用した者のした入札は無効とし、
無効の入札を行った者を落札者としていた場
合には落札決定を取消す。

５

者であるかを問わず、見積もった契約金額の
Summary
110分の100に相当する金額を入札書に記載す
, , ,  , , , , , , , and 
ること。なお、入札書の金額欄は円未満切り
the same with notice above (No. 1 , , ,
捨てとする。
 , , , , , , , , and 
 電子調達システムの利用 本案件は、証明
 Classification of the products to be pro‑
書等の提出、入札を電子調達システムで行う
cured : 26
対象案件である。なお、電子調達システムに
 Quantity of the products to be purchased :
よりがたい場合は、紙入札方式参加願を提出
 Purchase of 5 grass cut machines (re‑
しなければならない。
motecontrol type)
 Qualification for participating in the ten‑ 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
dering procedures : Suppliers eligible for
ない者であること。なお、未成年者、被保佐
participating in the proposed tender are
人又は被補助人であって、契約締結のために
those who shall :  be the person who ac‑
必要な同意を得ている者は、同条中、特別の
quired the electric certificate in case of us‑
理由がある場合に該当する。
ing the Electronic Procurement system
 予算決算及び会計令第71条の規定に該当し
https://www.geps.go.jp/
ない者であること。
 Time‑limit for submission of certificate :
 令和１・２・３年度国土交通省競争参加資
17 : 00 13 May, 2021
格（全省庁統一資格）において「物品の販売」
 Time‑limit for tender : 17 : 00 8 June,
のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされ、東海・
2021
北陸、近畿又は中国地域の競争参加資格を有
する者であること。
入札公告
 石油の備蓄の確保等に関する法律（平成13
次のとおり一般競争入札に付します。
年法律第55号）の規定に基づく石油販売業の
令和３年４月８日
届け出をしている者であること。
支出負担行為担当官
 当該部局において取引停止の措置を受けて
第八管区海上保安本部長 島谷 邦博
いる期間中の者でないこと。
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 26
 電子調達システムによる場合は、電子認証
〇契第 247 号
（ＩＣカード）を取得していること。
１ 調達内容
 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
 品目分類番号 ２
支配する者又はこれに準ずるものとして、国
 購入等件名及び数量
土交通省発注の公共事業等からの排除要請が
航空タービン燃料油（１号）
（米子空港）予
あり、当該状態が継続している者でないこと。
定数量606600Ｌ
 競争参加資格の申請の時期及び場所 「競
 調達件名の特質等 ＪＩＳＫ2209
争参加者の資格に関する公示」
（平成30年11月
 納入期限 令和３年５月１日から令和４年
26日付官報）に記載されている時期及び場所
３月31日
で申請を受け付ける。
 納入場所 米子空港に駐機中の指定する航 ３ 入札書の提出場所等
空機
 電子調達システムのＵＲＬ及び問い合わせ
 入札方法 上記１の物品の予定数量に対
先
する総価で行う。
電子調達システム
 入札書の記入方法等 落札の決定に当たっ
https://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/
ては、入札書に記載された金額に当該金額の
Accepter/
10％に相当する額を加算した金額をもって落
問い合わせ先 電子調達システムヘルプデ
札価格とするので、入札者は、消費税及び地
スク
方消費税に係る課税事業者であるか免税事業
電話0570014889

