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 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 Cabinet Order concerning the Bud‑

get, Auditing and Accounting. Further‑

more, minors, Person under Assistance that

obtained the consent necessary for conclud‑

ing a contract may be applicable under

cases of special reasons within the said

clause. ⒝not come under Article 71 of the
Cabinet Order concerning the Budget, Au‑

diting and Accounting.⒞have Grade A or
B in manufacturing or sale in the Kanto‑

Koshinetsu district, in terms of the qualifi‑

cation for participating in tenders by the

Organizations related to Ministry of Fi‑

nance (Single qualification for every minis‑

try and agency) in the fiscal years 2019,

2020 and 2021. ⒟have not received suspen‑
sion of designated contractor status, etc.

from any ministry or agency (including per‑

son specially qualified by officials in charge

of disbursement of the procuring entity). ⒠
an eligible person is a person whose busi‑

ness condition and credit are deemed not to

be a severe degradation, and who is sure to

implement the contract.

 Time‑limit for tender : 17 : 00 3 Decem‑

ber 2019.

〇第４号
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び予定数量
令和元年度確定申告書等作成コーナープリ
ンタ用トナーカートリッジの購入 のべ
14000本
 第３号に同じ
 第２号に同じ
、 第１号に同じ
２ 競争参加資格
、、、 第１号に同じ
、 第３号に同じ

３ 入札書の提出場所等
、 第１号に同じ
 入札書の受領期限 令和元年11月22日17時
00分
 開札の日時及び場所 令和元年11月26日15
時00分 国税庁第五会議室

４ 電子調達システムの利用
第１号に同じ

５ その他
、、、、、、 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入
札参加のために必要な書類を令和元年11月15
日17時00分までに提出しなければならない。
また、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。
、 第３号に同じ
６ Summary

,, The same with the notice above

(NO. 1)

 Classification of the products to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the products to be

purchased : toner cartridges of the use for

final income tax return in the 2019 fiscal

year a total of 14,000 toner cartridges

, The same with the notice above (NO.

2)

 The same with the notice above (NO. 3)

 Time‑limit for tender : 17 : 00 22 No‑

vember 2019.

入 札 公 告
次のとおり、一般競争入札に付します。
令和元年９月 25 日
支出負担行為担当官
厚生労働省職業安定局雇用保険課長

松本 圭
◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 72
 調達件名及び数量
「令和元年就業形態の多様化に関する総合
実態調査」の実施に関する委託業務

 調達案件の仕様書等 仕様書による
 契約期間 契約締結日から令和２年１月７
日
 履行場所 支出負担行為担当官が指定する
場所
 入札方法 入札金額は総価とする。なお、
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、見積もった契約金額の
110分の100に相当する金額を入札書に記載し
入札すること。

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条及び第71条の規定に該当しない者
であること。なお、未成年、被保佐人又は被
補助人であっても、契約締結のために必要な
同意を得ている者は除くものとする。
 厚生労働省から指名停止の措置を受けてい
る期間中の者でないこと。
 平成31・32・33年度（又は令和01・02・03
年度）厚生労働省競争参加資格（全省庁統一
資格）の「役務の提供等」において、Ａ、Ｂ
又はＣ等級に格付けされ、関東・甲信越地域
の競争参加資格を有する者であること。なお、
競争参加資格を有しない入札者は速やかに資
格審査申請を行う必要がある。
 労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険
協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の
未適用及びこれらに係る保険料の滞納がない
こと（入札書提出期限の直近２年間の保険料
の滞納がないこと。）。
 次の事項に該当する者は、競争に参加させ
ないことがある。
ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事
実を記載した者
イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化して
いる者

 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資格を有する者であ
ること。

３ 入札書の提出場所等
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
入札説明書交付場所及び問い合わせ先
〒1008916 東京都千代田区霞が関１
２２中央合同庁舎第５号館 厚生労働省職
業安定局雇用保険課経理係（14階08号室）担
当：只熊、大谷 電話0352531111（内線
5754）
 入札説明書交付期間 令和元年９月25日～
令和元年10月８日 上記の場所にて交付す
る。
（交付時間：10時～12時、13時～17時。最終
日は12時まで。）
 入札書の受領期限 令和元年10月９日12時
00分
 開札の日時及び場所 令和元年10月９日13
時30分 中央合同庁舎第５号館入札室（地下
１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、支出負担
行為担当官に書面により申し出た場合に限り、
紙入札方式に代えることができる。
５ その他
 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。
 入札者に要求される事項 この一般競争入
札に参加を希望する者は、令和元年10月８日
12時までに競争参加資格に関する証明書を上
記３まで提出すること。入札者は、支出負
担行為担当官から当該書類に関して説明を求
められた場合は、これに応じなければならな
い。
また、競争参加資格に関する誓約書及び暴
力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなけ
ればならない。
 郵便による入札 認めない。
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
れる義務を履行しなかった者の提出した入札
書、その他入札の条件に違反した者の入札書
は無効とする。
また、入札に参加した者が上記に基づく
誓約書を提出せず、虚偽の誓約をし、若しく
は誓約書に反することとなった時は、当該者
の入札は無効とする。
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