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３ 入札書の提出場所等
、、及び 第１号に同じ。
 入札説明会の日時及び場所 平成30年10月
31日午後２時 関東農政局12階第７会議室
 開札の日時及び場所 平成31年２月１日午
前11時 関東農政局13階入札室

４ その他 第１号に同じ。
５ Summary (NO. 2)

,,,,, and The same with

notice above (NO. 1)

 Nature and quantity of the services to be

required : Maintenance service for electron‑

ic bidding system in the fiscal year 2019, 1

set

〇第３号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 平成31年度農業農村
整備事業総合支援システム運用業務 一式
、、及び 第１号に同じ。
２ 競争参加資格
、及び 第１号に同じ。
 平成28・29・30年度農林水産省競争参加資
格（全省庁統一資格）「役務の提供等」におい
て、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付
けされている、関東・甲信越地域の競争参加
有資格者であること。

３ 入札書の提出場所等
、、及び 第１号に同じ。
 入札説明会の日時及び場所 平成30年10月
31日午後３時 関東農政局12階第７会議室
 開札の日時及び場所 平成31年２月１日午
後１時30分 関東農政局13階入札室

４ その他 第１号に同じ。
５ Summary (NO. 3)

,,,, and The same with notice

above (NO. 1)

 Nature and quantity of the services to be

required : Support system operation for the

agriculture and rural development project

in the fiscal year 2019, 1 set

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

, and The same with notice above

(NO. 1)

 have Grade A, B, C or D in terms

of qualification Provision of services at

Kanto‑Koshinetsu area for participating

in tenders by Ministry of Agriculture, Fo‑

restry and Fisheries (Single qualification

for every ministry and agency) in the fis‑

cal year 2016, 2017 and 2018.

〇第４号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 平成31年度農業農村
整備事業総合支援システム保守業務 一式
、、及び 第１号に同じ。
２ 競争参加資格 第３号に同じ。
３ 入札書の提出場所等
、、及び 第１号に同じ。
 入札説明会の日時及び場所 平成30年10月
31日午後４時 関東農政局12階第７会議室
 開札の日時及び場所 平成31年２月１日午
後２時30分 関東農政局13階入札室

４ その他 第１号に同じ。
５ Summary (NO. 4)

,,,,, and The same with

notice above (NO. 3)

 Nature and quantity of the services to be

required : Support system maintenance for

the agriculture and rural development proj‑

ect in the fiscal year 2019, 1 set

〇第５号
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 平成31年度外部接続
システム機器等常時監視業務 一式
、及び 第１号に同じ。
 入札方法 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８パーセント
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
切り捨てるものとする。）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、見積もった契約金額の108分の100
に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 競争参加資格
、、及び 第３号に同じ。
 予決令第73条の規定に基づき、支出負担行
為担当官が定める資格を有する者であるこ
と。

３ 入札書の提出場所等
、及び 第１号に同じ。
 入札説明会の日時及び場所 平成30年10月
31日午後３時30分 関東農政局12階第７会議
室
 入札書の受領期限 平成31年２月１日午後
３時30分までに上記３のの提出場所へ持参
又は郵送（書留郵便に限る。）すること。なお、
郵送の場合は平成31年１月31日午後５時、上
記３のあてに必着とする。
 開札の日時及び場所 平成31年２月１日午
後３時30分 関東農政局13階入札室

４ その他
、、、、及び 第１号に同じ。
 入札者に要求される事項 この一般競争に
参加を希望する者は、入札説明書で示した競
争参加に必要な証明書類を平成31年１月８日
午後１時までに提出しなければならない。入
札者は、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当該証明書類に関し説
明を求められた場合は、それに応じなければ
ならない。当該証明書類に関し説明の義務を
履行しない者は落札決定の対象としない。
 落札者の決定方法 上記２の競争参加資格
をすべて満たし、当該入札価格が予決令第79
条の規定に基づいて作成された予定価格の制
限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。ただし、落札者と
なるべき者の入札価格によっては、その者に
より当該契約の内容に適合した履行がなされ
ないおそれがあると認められるとき又はその
者と契約を締結することが公正な取引の秩序
を乱すこととなるおそれがあって著しく不適
当であると認められるときは、予定価格の制
限の範囲内の価格をもって入札した他の者の
うち、最低の価格をもって入札した者を落札
者とすることがある。

入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
平成 30 年 10 月 17 日
支出負担行為担当官
北海道開発局留萌開発建設部長 船木 淳悟
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
〇開発留萌第２号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量
 留萌開発建設部管内 庁舎等で使用する
電気（高圧）一式（電子入札対象案件）
 留萌開発建設部管内 庁舎等で使用する
電気（低圧）一式（電子入札対象案件）
 留萌開発建設部管内 道路附属施設で使
用する電気 一式（電子入札対象案件）

 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
による。
 供給期間 平成31年４月１日から平成32年
３月31日まで
 供給場所 仕様書のとおり。

５ Summary (NO. 5)
,,,, and The same with notice

above (NO. 3)
 Nature and quantity of the services to be

required : Daily remote surveillance service

of the outside connection system equip‑

ments in the fiscal year 2019, 1 set

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

,, and The same with notice

above (NO. 3)

 meet the qualification requirements

which the Obligating Officer may specify

in accordance with Article 73 of the Cabi‑

net Order.

 Time limit for tender : 3 : 30 P.M., 1 Feb‑

ruary, 2019 (tenders submitted by mail :

5 : 00 P.M., 31 January, 2019)

 入札方法 入札金額は、各社において設定
する契約電力に対する単価（同一月において
は単一のものとし、小数点以下第２位まで含
むことができる。）に契約電力を乗じた金額及
び使用電力量に対する単価（小数点以下第２
位まで含むことができる。）に当局の提示する
各月の予定使用電力を乗じた金額の各月の合
計金額（当該金額に１円未満の端数があると
きは、その端数を切り捨てるものとする。）の
１年間の総額を記載すること。
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