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 have Grade A or B qualification during

fiscal 2016, 2017 and 2018 in manufacture

of product or services for participation in

tenders by the Ministry of the Environ‑

ment (Single qualification for every min‑

istry and agency).

 are not being suspended from transac‑

tions by request of the officials in charge

of contract.

 meet the business contract conditions.

 pledge to excluding crime syndicates

and other illegal organization defined in

the tender manual.

 Time limit for tender : 14 : 00, 19 March

2019

 Contact point for the notice Policy and

Coordination Division, Global Environment

Bureau, Ministry of the Environment,

122 Kasumigaseki Chiyoda‑ku Tokyo
1008975 Japan, TEL ＋81(0)35521
8356 ext. 7710

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該
業務に係る平成31年度予算が成立し、予算の示達
がなされることを条件とするものである。
平成 31 年１月 28 日

支出負担行為担当官
環境省地球環境局長 森下 哲

◎調達機関番号 021 ◎所在地番号 13
１ 競争入札に付する事項
 品目分類番号 71、27
 件名 2019年度国別登録簿システム検討調
査及び運用・管理委託業務
 仕様等 入札説明書による。
 納入期限 平成32年（2020年）３月31日
 納入場所 入札説明書による。
 入札方法 入札金額は、業務に要する一切
の費用を含めた額とする。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％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
 予算決算及び会計令第70条の規定に該当し
ない者であること。なお、未成年者、被保佐
人又は被補助人であって、契約締結のために
必要な同意を得ている者は、同条中、特別の
理由がある場合に該当する。
 予算決算及び会計令第71条の規定に該当し
ない者であること。
 環境省大臣官房会計課長から指名停止措置
が講じられている期間中の者でないこと。
 平成28・29・30年度環境省競争参加資格
（全省庁統一資格）「物品の製造（電気・通信
用機器類又は電子計算機類）」又は「役務の提
供等（情報処理又はソフトウェア開発）」にお
いて、開札時までに「Ａ」又は「Ｂ」級に格
付されている者であること。ただし、平成31・
32・33年度環境省競争参加資格（全省庁統一
資格）「物品の製造（電気・通信用機器類又は
電子計算機類）」又は「役務の提供等（情報処
理又はソフトウェア開発）」の資格を引き続き
取得すること。
 業務委託条件を満たした者であること。
 入札説明書において示す暴力団排除に関す
る誓約事項に誓約できる者であること。

３ 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び
問合せ先等
 契約条項を示す場所及び問合せ先

〒1008975 東京都千代田区霞が関１
２２（中央合同庁舎第５号館３階）環境省
地球環境局総務課予算決算係 電話03
55218356（内線7710）
 入札説明書の交付 環境省ホームページの
「調達情報」＞「入札等情報」＞「委託業務」
＞「入札公告（役務）」より必要な件名を選択
し、「入札公告」の下段に入札説明書のファイ
ルが添付されているので、ダウンロードして
入手すること。
http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/

index_nyusatsu2.html

 入札説明会の日時及び場所 平成31年２月
13日15時00分から 環境省地球環境局第７会
議室 東京都千代田区霞が関１２２（中
央合同庁舎第５号館３階）
※１ 平成28・29・30年度環境省競争参加資
格（全省庁統一資格）の審査結果通知書
の写しを必ず持参すること。

※２ 参加者多数の場合１社１名とする場合
がある。

※３ 本会場にて、入札説明書の交付は行わ
ない。

５ その他
 入札及び契約手続において使用する言語及
び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
 入札保証金及び契約保証金 免除
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札及び入札に関する条件に
違反した入札は無効とする。
 契約書作成の要否 要
 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第
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。

 契約締結日までに平成31年度の予算が成立
しなかった場合は、契約締結日は、予算が成
立した日以降とする。また、暫定予算になっ
た場合、全体の契約期間に対する暫定予算の
期間分のみの契約とする場合がある。
 委託業務経費の算出等に当たっては、「環境
省における委託業務経費の算出等に関する基
本方針」（http://www.env.go.jp/kanbo/
chotatsu/itaku-keihisansyutu281003.jtd）に
従うこと。
 その他 詳細は入札説明書による。
６ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Satoru Morishita, Direc‑

tor General, Global Environment Bureau,

Ministry of the Environment.

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Research and management of na‑

tional registry in fiscal 2019

 Fulfillment period : 31 March 2020

 Fulfillment place : The place will be spe‑

cified later.

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

 not come under Article 70 and 71 of the

Cabinet Order concerning the Budget,

Auditing and Accounting.

 have Grade A or B qualification during

fiscal 2016, 2017 and 2018 in manufacture

of product or services for participation in

tenders by the Ministry of the Environ‑

ment (Single qualification for every min‑

istry and agency).

 are not being suspended from transac‑

tions by request of the officials in charge

of contract.

 meet the business contract conditions.

 pledge to excluding crime syndicates

and other illegal organization defined in

the tender manual.

 Time limit for tender : 14 : 00, 19 March

2019.

 入札書の受領期限及び場所 平成31年３月
19日14時00分まで 東京都千代田区霞が関
１２２（中央合同庁舎第５号館３階）環
境省地球環境局総務課予算決算係
※紙入札書を提出する場合、電話、ＦＡＸ、
電子メール等による提出は認めない。（郵送
の場合は書留郵便に限る。）

 開札の日時及び場所 平成31年３月19日15
時00分 環境省地球環境局第７会議室 東京
都千代田区霞が関１２２（中央合同庁舎
第５号館３階）

４ 電子調達システムの利用
本案件は、電子調達システムで行う。なお、
電子調達システムによりがたい者は、発注者に
申し出た場合に限り紙入札方式によることがで
きる。
・https://www.geps.go.jp
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