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５ 手続等
 担当部局 〒9051635 沖縄県名護市字済
井出1192番地 国立療養所沖縄愛楽園事務部
会計課施設管理係 電話0980528331 内
線（9997）ＦＡＸ0980528967
 説明書の交付期間、場所及び方法
 交付期間は平成31年４月12日から平成31
年６月14日までの土曜日、日曜日及び祝日
等（行政機関の休日に関する法律（昭和63
年法律第91号）第１条に規定する行政機関
の休日（以下「休日」という。）を除く毎日、
９時00分から17時00分まで。なお、国立療
養所沖縄愛楽園のホームページから資料を
ダウンロードしても差し支えない。
 やむを得ない事由により、上記の交付
方法による入手ができない入札参加希望者
に対しては、記録媒体（ＣＤＲ等）を上
記担当部局に持参又は郵送（書留郵便等
の配達の記録が残るものに限る。）すること
により電子データを交付するので、上記
担当部局にその旨連絡すること。郵送によ
る場合は、上記担当部局に記録媒体（未
使用のもの）、返信用の封筒（切手を貼付）、
入札参加希望者の連絡先が分かるものを同
封すること。受付期間は、平成31年４月12
日から平成31年６月14日までの休日を除く
毎日、９時00分から17時00分までとする。

 参加表明書の提出期限、提出場所及び方法
提出期限：平成31年４月25日12時までとす

る。
提出場所：上記に同じ。
提出方法：持参又は郵送（書留郵便等の配

達の記録が残るものに限る）、
若しくは電送又は電子メールに
よる。（電送又は電子メールの場
合には、着信を確認すること。）

 技術提案書の提出期限、提出場所及び方法
提出期限：平成31年６月17日12時までとす

る。
提出場所：上記に同じ。
提出方法：持参又は郵送（書留郵便等の配

達の記録が残るものに限る）、
若しくは電送又は電子メールに
よる。（電送又は電子メールの場
合には、着信を確認すること。）

６ その他
 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。

 契約の保証 納付（保管金の取扱店：日本
銀行本店、代理店、支店）。ただし、利付き
国債の提供（保管有価証券の取扱店：日本銀
行本店、代理店、支店）又は金融機関若しく
は保証事業会社の保証をもって契約保証金の
納付に代えることができる。また、公共工事
履行保証証券による保証を付し、若しくは、
履行保証保険契約の締結を行った場合は、契
約保証金を免除する。
 契約書作成の要否 要。
 当該業務に直接関連する他の設計業務の委
託契約を当該業務の委託契約の相手方との随
意契約により締結する予定の有無 無。
 関連情報を入手するための照会窓口 ５
に同じ。
 ２に掲げる一般競争（指名競争）参加
資格の認定を受けていない単体企業も５に
より参加表明書を提出することができるが、
その者が技術提案書の提出者として選定され
た場合であっても、技術提案書を提出するた
めには、技術提案書の提出の時において、当
該資格の認定を受けていなければならない。
また、２に掲げる設計共同体としての資
格の認定を受けていないもの（一般競争（指
名競争）参加資格の認定を受けていない単体
企業を構成員とする場合を含む。）は、技術提
案書の提出の時において、当該資格の認定を
受けていなければならない。
参加表明書を提出するものは、暴力団に該
当しない旨の誓約書を提出すること。また、
誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若
しくは誓約書に反することとなったときは、
参加を無効とする。
 詳細は、説明書による。
７ Summary
 Classification of the services to be pro‑
cured : 42
 Subject matter of the contract : National
sanatorium Okinawa Airakuen new Centre
and new building construction

 Time limit to express interests by bring‑
ing or mail : 12 : 00 P.M. 25 April 2019
 Time limit for the submission of propos‑
als by bringing or mail : 12 : 00 P.M. 17 June
2019
 Contact point for documentation relating
to the proposal : Accounting facilities man‑
agement Division, National sanatorium
Okinawa Airakuen, 1192 Aza‑sumuide, Na‑
go‑shi, Okinawa‑ken, Japan 9051635 TEL
0980528331 FAX 0980528967

入札公告（公示）予定の公示
平成31年度当初において判明している80万ＳＤＲ以上の物品等又は特定役務の調達に係る入札公告
（公示）の予定を次のとおり公示します。なお、本公示内容は予定であり、本公示に掲載されていな
い調達であっても、年度途中において80万ＳＤＲ以上となるものがあり得ます。
平成 31 年４月 11 日

［掲載順序］
品目分類番号 調達物品・サービス及び数量 調達方法 入札公告（公示）の予定時期
担当部局
Classification of the products or services to be procured Nature and quantity of the
products or services to be procured Type of the procurement Expected date of the public
notice of the tender Contact point for the notice

〇支出負担行為担当官 大阪国税局総務部次長 若藤 高司
◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 27
26 確定申告会場備品の借上げ 一式 借入 10月 大阪国税局総務部会計課経費第一
係 大阪市中央区大手前１丁目５番63号大阪合同庁舎第三号館11階 電話0669415331

〇支出負担行為担当官 国税庁長官官房会計課長 松重 友啓
◎調達機関番号 015 ◎所在地番号 13
26 申告所得税・消費税課税台帳バインダー 283000冊 購入等 ４月 国税庁長官
官房会計課契約第二係 東京都千代田区霞が関３１１ 電話0335814161
76 「所得税及び復興特別所得税の送付用確定申告書等」の刷成 6300000セット 購入等
６月 国税庁長官官房会計課契約第三係 東京都千代田区霞が関３１１ 電話03

35814161
76 「青色申告決算書及び収支内訳書」の刷成 30700000セット 購入等 ６月 上
記に同じ
76 「所得税確定申告書」の刷成 21000000セット 購入等 ７月 上記に同じ
76 「所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税の確定申告のお知らせはがき等」
の刷成 8400000セット 購入等 ８月 上記に同じ
Summary

National Tax Agency

26 Binders 283,000 etc purchase April 2019 Contract Procedure Section, Ac‑
counts Division, Commissioner's Secretariat National Tax Agency, 311 Kasumigaseki
Chiyoda‑ku Tokyo 1008978 Japan TEL 0335814161
76 Income Tax and Special Reconstruction Income Tax Final Return Form for mail etc
6,300,000 sets purchase June 2019 asmentioned above
76 Financial Statement for Blue Return of Income Tax for an OCR scanner and Statement
of Receipts and Expenses for an OCR scanner etc 30,700,000 sets purchase June 2019 
asmentioned above
76 Income Tax Final Return Form 21,000,000 sets purchase July 2019 asmen‑
tioned above

76 Notification postcard of Income Tax and Special Reconstruction Income Tax Final
Return etc 8,400,000 sets purchase August 2019 asmentioned above
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