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 入札説明書の交付方法 本公告開始日から
令和２年12月18日までの間、郵送又は電子
メールにて対応する。
郵送での交付を希望する場合は、返信用封
筒と担当者の連絡先が分かる物（名刺等）を
同封のうえ上記の宛先まで送付すること。
電子メールでの交付を希望する場合は、同
様に上記のメールアドレスあて電子メール
にて交付希望の旨連絡すること。
交付の申込みは、期限までに到着するよう
に送付しなければならない。未着の場合、そ
の責任は参加者に属するものとし、期限内の
送付がなかったものとみなす。
 入札書の受領期限 令和２年12月22日16時
00分
 入札書の提出方法 入札書の提出に当たっ
ては、原則、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申し出た場合に限り紙
入札方式に変えることができる。紙入札方式
の場合、提出する場合は封筒に入れ封印し、
かつその封皮に氏名（法人の場合はその名称
または商号）、あて名（支出負担行為担当官
厚生労働省労働基準局労災管理課長あて）
及び「令和２年12月23日開札［労働基準監督
官等男女作業服の購入］入札書在中」と朱記
しなければならない。
再度入札となることも考慮し、必要に応じ
て複数枚の入札書を提出する（封筒に、必要
事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明
記する）。
 開札の日時 令和２年12月23日11時10分
応札者は立ち会わないこととし、入札結果に
ついては応札者全員に電子メール又は電話等
で連絡する。

入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和２年 10 月 27 日

支出負担行為担当官
東京航空局長 吉田耕一郎

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
〇東空契第 466 号
１ 調達内容
 品目分類番号 16
 購入等件名及び数量 東京（事）他４官署
電球（ＪＦ66Ａ30ＷＶ３）他18品目購入

 納入場所 稚内空港事務所、釧路空港事務
所、函館空港事務所、新潟空港事務所、東京
空港事務所
 調達件名の特質等
【発注概要】東京航空局管内空港での航空灯火
の維持に係る当該物品の交換や破損等緊急時
に必要な最低保有数量を確保するため購入す
る。
 納入期限 令和３年３月19日まで
 電子調達システム対象 本案件は、資料等
の提出、入札等を電子調達システムで行う対
象案件である。なお、電子調達システムによ
りがたい場合は、紙入札による参加の承諾願
いを提出すること。

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。
 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。
 令和01・02・03年度国土交通省競争参加資
格（全省庁統一資格）「物品の販売」のＢ又は
Ｃ等級格付けされた競争参加資格を有する者
であること。なお、当該資格を有していない
者については、「競争参加者の資格に関する公
示」（令和２年３月31日付官報）に記載されて
いる申請方法等により、競争参加資格の申請
を受け付ける。

４ 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
この入札に参加を希望する者は、上記２の
競争参加資格を有することを証明する書類を
令和２年12月22日10時00分までに提出しなけ
ればならない。

また、入札に参加を希望する者は、上記証
明書類と併せて暴力団等に該当しない旨の誓
約書を提出したければならない。
入札者は、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、これに応
じなければならない。
 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
書は無効とする。
の誓約書を提出せず、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場
合は、当該者の入札を無効とする。
 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。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。
 手続きにおける交渉の有無 無
 その他 詳細は入札説明書による。
５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity Toshimitsu Yamada, Di‑

rector, Workers Compensation Administ‑

raion Division, Workers Compensation De‑

partment, Labour Standards Bureau, Minis‑

try of Health, Labour andWelfare

 Classification of the products to be pro‑

cured : 7

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Working‑wear for labor stan‑

dards inspector and others

 Term of a contract : From December 24,

2020 through March 1, 2021

 Delivery Place : The place specified by

the contracting entity.

 Qualifications for participating in the

tendering procedures, Supplier 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, Persons under Conservatorship or

persons under Assistance who have ob‑

tained 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 Cabi‑

net Order concerning the Budget, Audit‑

ing and Accounting.

 have Grade A or B or C, on Manufac‑

ture of product in terms of the qual‑

lifications for participating in tenders by

Ministry of Health, Labour and Welfare

(Single qualification for every ministry

and agency) in the fiscal year of 2019,

2020 and 2021.

 For bidders subject to the following in‑

surance system of each item, and it is not

in arrears either of insurance premiums

(2insurance year about オ and カ) for the
last two years of the bid submission dead‑

line of this bid :

ア Welfare annuity insurance

イ Health insurance (the thing wicth as‑

sociation of national health insurance

has jurisdiction over)

ウ Seamens insurance

エ National pension

オ Workers compensation insurance

カ Unemployment insurance

 prove to have no false statement in ten‑

dering documents.

 prove neither the business condition

nor credibility is considerably dete‑

riorating.

 Meets the qualification requirements

which the Obligating Officer may specify

in accordance with Article 73 of the Cabi‑

net Order.

 Time‑limit for tender : 4 : 00 PM 22 De‑

cember 2020.

 Contact point for the notice : Haruka Na‑

kamura Accounting Section, Workers

Compensation Administration Division,

Workers Compensation Department, La‑

bour Standards Bureau, Ministry of Health,

Labour and Welfare, 122 Kasumi‑
gaseki Chiyodaku Tokyo 1008916 Japan
TEL 0352531111 ex 5445
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