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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
独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構
職業能力開発総合大学校

契約担当役 圓川 隆夫

◎調達機関番号 617 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 80
 調達件名及び数量 令和３～５年度学生寮
及び学生ホール食堂給食業務（職業大） 一
式
 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
による。
 履行期限 入札説明書及び仕様書による。
 履行場所 入札説明書及び仕様書による。
 入札方法
 入札金額は、総価を記載すること。
 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パーセントに相当
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。

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。
 令和２年12月17日時点において令和01・
02・03年度（平成31・32・33年度）における
各省各庁の競争参加資格（以下「全省庁統一
資格」という。）の「役務の提供等」で「Ａ」、
「Ｂ」又は「Ｃ」等級に格付けされている者
であること。
 令和２年12月17日時点において独立行政法
人高齢・障害・求職者雇用支援機構より競争
参加資格の停止の措置を受けている者でない
こと。
 その他独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機構 職業能力開発総合大学校 契約
担当役が別に定める資格を有することを証明
した者であること（詳細は入札説明書によ
る）。

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、
入札説明書の交付場所及び問合せ先
〒1870035 東京都小平市小川西町２

32１ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機構 職業能力開発総合大学校 管理
部経理課 電話0423467615
 入札説明書の交付方法 本公告の日から３
のにおいて、土曜日、日曜日及び祝日を除
く毎日、10時00分から正午まで及び13時00分
から16時00分までの間に交付する。
なお、電子メールにて入札説明書の送付を
希望する場合は、件名、会社名、全省庁統一
資格の業者コード（申請中の場合は記載不
要）、担当者名及び電話番号を記入のうえ、
ptu-keiri@jeed.or.jpあて送信すること（返
信に時間を要する場合があること）。
 入札書の提出期限 令和２年12月17日正午
 開札の日時及び場所 令和２年12月24日13
時30分 職業能力開発総合大学校１号館４階
大会議室

４ 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。
 入札者に要求される事項 この競争に参加
を希望する者は、封印した入札書のほかに必
要な証明書等を入札書の受領期限までに提出
しなければならない。また、開札日の前日ま
での間において必要な証明書等の内容に関す
る照会があった場合には、説明しなければな
らない。
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札、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入
札者を落札者と決定する。
 手続における交渉の有無 無。
 その他 詳細は入札説明書による。

 Have Grade A, B or C Service in

terms of the qualification for participat‑

ing in tenders specified by Single qualifi‑

cation for every ministry and agency(in

fiscal year 20192021)
 Dont be those who have received the

stop measure of competition participat‑

ing qualification from Japan Organiza‑

tion for Employment of the Elderly, Per‑

sons with Disabilities and Job Seekers

 Meet the qualification requirements

which may be specified the Japan Organi‑

zation for Employment of the Elderly,

Persons with Disabilities and Job Seekers

in charge of disbursement of the procur‑

ing entity : As shown in the tender do‑

cumentation

５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Takao Enkawa, Director

of the Contract Division, Polytechnic Uni‑

versity, Japan Organization for Employ‑

ment of the Elderly, Persons with Disabil‑

ities and Job Seekers

 Classification of the Products to be pro‑

cured : 80

 Nature and quantity of the products and

the services to be purchased : Food Services

at student dormitory and student hall (Po‑

lytechnic University), 1 set

 Fulfillment period : As shown in the

tender documentation

 Fulfillment place : As shown in the tender

documentation

 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 within the said clause

 Not come under Article 71 of the Cabi‑

net Order concerning the Budget, Audit‑

ing and Accounting

５ Summary

 Contracting Entity : Takahiro Kinoshita,

Director of Administration Department

 Classification of the products to be pro‑

cured : 26

 Electricity to be used in National Mu‑

seum of Nature and Science Tsukuba dis‑

trict Electricity contract 1,000kW The esti‑

mated electricity for the year 4,836,000kWh

 Fulfillment period : From 1, April, 2021

through 31, March, 2022

 Fulfillment place : National Museum of

Nature and Science, Tsukuba‑chiku

 Qualifications for participating in the

tendering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

Ａ not come under Article 7 of the Regula‑

tion concerning the Contract for National

Museum of Nature and Science,

Ｂ have the Grade A or B or C qualifica‑

tion during fiscal 2021 in the Kanto・
Koshinetsu area in sales of product for

participating in tenders by Single qualifi‑

cation for every ministry and agency,

Ｃ Fulfill the requirement mentioned in

the tender manual that are stated from

the viewpoint of reducing CO2,

Ｄ not be currently under a suspension of

business order as instructed by National

Museum of Nature and Science,

 Time Limit of tender : 17 : 00. 22 Decem‑

ber, 2020

 Contact Point for The Notice : Takahiro

Izumiya Finance Division, National Mu‑

seum of Nature and Science 720 Ueno
Park Taito‑ku Tokyo 1108718 Japan
TEL 0358149830
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