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 調達件名の特質等 仕様書による。
 借入期間 令和３年４月１日から令和７年
３月31日まで（ただし、令和３年３月31日ま
でに搬入・接続を了すること。）
 借入場所 沖縄防衛局
 入札方法 入札金額については、上記借上
期間の借料及び設置調整費等にかかる経費を
含む金額を記載すること。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％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（昭和22年勅令第165
号）第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
 令和01・02・03年度または平成31・32・33
年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）
において、「役務の提供等」で「Ａ」「Ｂ」又は
「Ｃ」の等級に格付けされ、九州・沖縄地域
の競争参加資格を有する者であること。
 防衛省から指名停止等の措置を受けている
期間中の者でないこと
 暴力団関係業者の排除
 都道府県警察から暴力団関係業者として
防衛省が発注する工事等から排除するよう
に要請があり、当該状態が継続している有
資格業者については、競争参加を認めない。
 入札後、契約を締結するまでの間に、都
道府県警察から暴力団関係業者として防衛
省が発注する工事等から排除するように要
請があり、当該状態が継続している有資格
業者とは契約を行わない。

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い合わせ先
〒9040295 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手
納290９ 沖縄防衛局総務部会計課会計係
電話0989218181（内線133）

 入札説明書の交付方法 令和２年10月30日
から令和２年12月18日まで（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
第１項に規定する行政機関の休日を除く。）の
毎日、午前９時から午後５時まで（ただし、
正午から午後１時までの間を除く。）、上記３
の場所にて交付する。
 入札書の受領期限 書留郵便による場合
は、令和２年12月18日午前中まで（その際、
上記３まで電話連絡を行うこと。）。入札書
を持参する場合は、開札の日時とする。
 入札、開札の日時及び場所 令和２年12月
21日10時00分 沖縄防衛局４階講堂３

４ 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。

 入札保証金及び契約保証金 免除。
 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。
 契約書の作成の要否 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
を行った入札者を落札者とする。
 詳細は入札説明書による。
 意見招請 既存の専用線との接続の関係か
ら既存の仕様を繰り返し採用することが必要
なため、仕様書案についての意見招請手続き
を省略した。

５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : TANAKA Toshinori, Di‑

rector General, Okinawa Defense Bureau,

Ministry of Defense.

 Classification of the products to be pro‑

cured : 15, 28, 29.

 Nature and quantity of the services to be

rent : Lease and maintenance of the auto‑

matic telephone switch board ; 1 set.

 Rent period : From April 1, 2021, through

March 31, 2025. (However, delivery and co‑

nnection must be completed by March 31,

2021.)

 Rent place : Okinawa Defense Bureau.

 Qualifications for participating in the

tendering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

 Not come under Article 70 and 71 of

the Cabinet Order concerning the Budget,

Auditing and Accounting.

 Have Grade A, B or C in Services

which has several categories such as in

terms of the qualification for participat‑

ing in tenders by organizations in the

Kyushu／Okinawa area by Ministry of
Defense (The common qualification for

all ministries and agencies) in the fiscal

years 2019, 2020 and 2021.

 The person who is not being under sus‑

pension of nomination by the Ministry of

Defense.

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01・02・03年度最高裁判所競争参加資
格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」に
おいてＡ等級に格付けされている者。
 上記２の資格の申請の時期及び場所は、
全府省統一資格申請の方法による。
 開札時において、最高裁判所から指名の対
象外とすることを定める措置を受けていない
こと。
 その他予算決算及び会計令第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。

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 30 日
支出負担行為担当官
最高裁判所事務総局経理局長 氏本 厚司

◎調達機関番号 003 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 購入等件名及び数量 Webセキュリティ
サービスの提供業務 一式
 調達件名の特質等 支出負担行為担当官が
「入札説明書」で指定する特質を有すること。
 納入期限 詳細は入札説明書による。
 納入場所 詳細は入札説明書による。
 入札方法 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
額を入札書に記載すること。

 Express your interests in the bid by re‑

ceiving a written instruction at the office in

charge of the bid between 9 : 00 and 17 : 00

(except 12 : 0013 : 00), from 30 October

2020 to 18 December 2020, excluding admin‑

istrative agency holidays as designated by

Article 1 Section 1 of the Administrative

Agency Holiday Act (1988 Act No. 91).

 Time limit for tender : By AM 18 Decem‑

ber 2020 in case of registered mail. (If the

bidder wishes to submit their bidding by re‑

gistered mail, the bidder must contact the

number shown in  by phone.). If submit‑
ting the bidding document by hand, the lim‑

it shall be the date and time of the opening

of the bidding.

 Date and time of opening of bidding :

10 : 00, 21 December, 2020. 4th floor of Oki‑

nawa Defense Bureau, Hall 3.

 Location of bidding document submis‑

sion, presenting articles of contract, issuing

bidding instructions, and point of contact :

9040295 2909 Kadena, Kadena Town,
Nakagami County, Okinawa Prefecture.

Accounting Division, Administration De‑

partment, Okinawa Defense Bureau, Minis‑

try of Defense. Tel : 0989218181
(Ext : 133)
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