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５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Hideaki Yamaguchi, Di‑

rector General of Fisheries Agency

 Classification of the products to be pro‑

cured : 2

 Nature and quantity of the products to be

purchased :

 Fuel Oil A about 10,000
 Diesel Gas Oil about 7,000
 Delivery period : The period which is spe‑

cified by the Obligating Officer from 1 Oc‑

tober, 2019 to 31 March, 2020

 Delivery place : The place specified by

the Obligating Officer

 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 of the Cabi‑

net Order concerning the Budget, Audit‑

ing and Accounting. Furthermore, mi‑

nors, Person under Conservatorship or

Person under Assistance that obtained

the consent necessary for concluding a

contract may be applicable under cases

of special reasons withinthe said clause.

 not come under Article 71 of the Cabi‑

net Order concerning the Budget, Audit‑

ing and Accounting.

 have Grade A, B or C in terms of

the qualification sale of product for par‑

ticipating in tenders by Ministry of Agri‑

culture, Forestry and Fisheries (Single

qualification for every ministry and agen‑

cy) in the fiscal year 2019, 2020 and 2021.

３ 入札書の提出場所等
 調達ポータルサイトのＵＲＬ

http://www.p-potal.go.jp/
ヘルプデスク 0570014889（ナビダイ
ヤル）
受付時間 平日８時30分～18時30分

 紙入札、郵送等による入札書の提出場所、
契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所
及び問い合わせ先 〒6508551 兵庫県神戸
市中央区波止場町１１ 第五管区海上保安
本部経理補給部入札審査係 福田 真衣 電
話0783916555 内線2225
 入札説明書の交付方法 入札説明書（仕様
書等含む）の交付は当本部ホームページより
ダウンロードすること。http://www.kaiho.
mlit.go.jp/05kanku/contents/news/archives/

nyusatsu.html また郵送により交付を希望
する者はＡ４判用紙が入る返信用封筒（宛先
を明記する。）並びに重量に見合う郵便料金に
相当する郵便切手または国際返信切手券を添
付して上記の係に申し込むこと。
 電子調達システム及び紙入札による競争参
加のために必要な証明書等の受領期限 令和
元年９月26日12時00分
 電子調達システムによる入札及び紙入札に
よる入札書の受領期限 令和元年10月９日17
時00分
 開札の日時及び場所
 令和元年10月10日10時00分
 令和元年10月10日11時00分
場所は第五管区海上保安本部入札室

 prove not to be a period of receiving

nomination stop from the contracting of‑

ficer etc.

 meet the qualification requirements

which the Obligating Officer may specify

in accordance with Article 73 of the Cabi‑

net Order.

 Time limit for tender :

 Supply October ; 1 : 30 P.M. 26 Septem‑

ber 2019 (tenders submitted by mail 6 : 00

P.M. 25 September 2019)

 Supply November ; 1 : 30 P.M. 29 Octo‑

ber 2019 (tenders submitted by mail

6 : 00 P.M. 28 October 2019)

 Supply December ; 1 : 30 P.M. 26 No‑

vember 2019 (tenders submitted by mail

6 : 00 P.M. 25 November 2019)

 Supply January ; 1 : 30 P.M. 19 Decem‑

ber 2019 (tenders submitted by mail 6 : 00

P.M. 18 December 2019)

 Supply February ; 1 : 30 P.M. 28 Janu‑

ary 2020 (tenders submitted by mail 6 : 00

P.M. 27 January 2020)

 Supply March ; 1 : 30 P.M. 26 February

2020 (tenders submitted by mail 6 : 00

P.M. 25 February 2020)

 Contact point for the notice : Eisuke Sato

Office of Vessels Management, Fisheries

Policy Planning Department, Fisheries

Agency, 121 Kasumigaseki Chiyoda‑ku
Tokyo 1008907 Japan. TEL 03－3502
8111 ex. 6515

入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和元年８月 13 日
支出負担行為担当官
第五管区海上保安本部長 後藤 浩平

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 28
〇契第 01 わ 13 号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量
 徳島海上保安部船艇基地ほか５箇所で使
用する電気（高圧）
予定契約電力 仕様書のとおり
予定使用電力量 仕様書のとおり
 神戸海上保安部新港第１突堤船艇基地ほ
か12箇所で使用する電気（高圧）
予定契約電力 仕様書のとおり
予定使用電力量 仕様書のとおり

 調達件名の特質等 入札説明書による。
 使用期間 令和２年１月１日０時から令和
２年12月31日24時まで
 需要場所 仕様書のとおり

 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及び使用電力量に
対する単価を根拠（小数点以下を含むことが
できる。）とし、当本部が提示する予定契約電
力及び予定使用電力量に基づき算出した総価
を入札金額とすること。
なお、落札者の決定に当たっては、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。
 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対象調達案件である。
なお、電子調達システムによりがたい者は、
紙入札方式参加願の提出をもって、紙入札方
式に代えるものとする。その他詳細について
は、入札説明書による。

２ 競争参加資格
 予算決算及び会計令（以下「予決令」とい
う。）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。
 予決令第71条の規定に該当しない者である
こと。
 令和１・２・３年度（平成31・32・33年度）
国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）
において、「物品の販売」のＡ又はＢ等級に格
付けされ、にあっては、四国地域の競争参
加資格を有し、にあっては、近畿地域の競
争参加資格を有する者であること。
 当該部局において指名停止の措置を受けて
いる期間中の者でないこと。
 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。
 電気事業法第２条第２項の規定に基づき小
売電気事業の登録を受けているものであるこ
と。

 その他予決令第73条の規定に基づき、支出
負担行為担当官が定める入札参加資格とし
て、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギー
の活用、再生可能エネルギーの導入、グリー
ン電力証書の譲渡、需要家への省エネル
ギー・節電に関する情報提供の取組並びに電
源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示
に関し、入札説明書において示す入札適合条
件を満たすこと。
 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支
配する者又はこれに準ずる者として、国土交
通省公共事業等からの排除要請があり、当該
状態が継続している者でないこと。
 競争参加資格の申請の時期及び場所「競争
参加者の資格に関する公示」（平成30年３月30
日付官報）に記載されている時期及び場所で
申請を受け付ける。





		2019-08-09T14:51:38+0900
	C＝JP,O＝Japanese Government,CN＝Ministry of Finance
	NationalPrintingBerau
	（なし）




