
(号外政府調達第  号)

報
官
水曜日
令和  年  月  日

 Classification of the services to be pro‑
入札公告
cured : 53
 Nature and quantity of the services to be
次のとおり一般競争入札に付します。
required : Borrowing of rental car, 1 Set.
令和３年１月 13 日
 Fulfillment period : From 1 April 2021 th‑
支出負担行為担当官
rough 31 March 2022.
厚生労働省大臣官房会計課長 宮崎 敦文
 Fulfillment place : Refer to the tender ex‑
◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 13
planation.
１ 調達内容
 Qualification for participating in the ten‑
 品目分類番号 71、27
dering procedures : Suppliers eligible for
 調達件名及び数量
participating in the proposed tender are
統合型臨床研修プログラム情報管理システ
those who shall :
ムのクラウドサービス上での運用・保守業務
 Not come under Article 70 of the Cabi‑
一式
net Order concerning the Budget, Audit‑
 調達件名の仕様等 入札説明書及び仕様書
ing and Accounting. Furthermore, mi‑
による。
nors, Person under Conservatorship or
Person under Assistance that obtained
 履行期間 契約日から令和４年３月31日ま
the consent necessary for concluding a
で
contract may be applicable under cases
 履行場所 支出負担行為担当官が別途指定
of special reasons within the said clause.
する場所
 Not come under Article 71 of the Cabi‑
 入札方法 入札金額は総価で行う。なお、
net Order concerning the Budget, Audit‑
落札決定に当たっては、入札書に記載された
ing and Accounting.
金額に当該金額の10パーセントに相当する額
 Have Grade A or B in the services in
を加算した金額（当該金額に１円未満の端数
terms of the qualification for participat‑
があるときは、その端数金額を切り捨てるも
ing in tenders by the Hokkaido area re‑
のとする。）をもって落札価格とするので、入
lated to the Ministry of Finance (single
札者は、消費税に係る課税事業者であるか免
qualification for every ministry and agen‑
税事業者であるかを問わず、見積もった契約
cy) in the fiscal years 2019, 2020 and 2021.
金額の110分の100に相当する金額を入札書に
 Have not received suspension of de‑
記載すること。
signated contractor status, etc. from any
ministry or agency (including person spe‑
 電子調達システムの利用 本案件は、電子
cially qualified by officials in charge of
調達システムで行う。なお、電子調達システ
disbursement of the procuring entity).
ムによりがたい者は、支出負担行為担当官に
 A person whose business situation or
書面により申し出た場合に限り紙入札方式に
trustworthiness is deemed not to have
よることができる。
significantly deteriorated and whose
２ 競争参加資格
proper performance of a contract can be
 予算決算及び会計令第70条の規定に該当し
guaranteed.
ない者であること。なお、未成年者、被保佐
 Time‑limit for tender : 5 : 00 PM 8 March,
人又は被補助人であっても、契約締結のため
2021.
に必要な同意を得ている者は、同条中、特別
 Contact
point
for
the
notice :
の理由がある場合に該当する。
KINOSHITA Yuichiro, Procurement Sec‑
 予算決算及び会計令第71条の規定に該当し
tion, Accounting Division, Hakodate Cus‑
ない者であること。
toms, 244 Kaigancho, Hakodate Hok‑
 厚生労働省から指名停止の措置を受けてい
kaido 0408561 Japan, TEL 013840
る期間中の者でないこと。
4235



令和01・02・03年度（平成31・32・33年度）
厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）
において、厚生労働省大臣官房会計課長から
「役務の提供等」で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。



資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実
を記載していないと認められる者であるこ
と。



経営の状況又は信用度が極度に悪化してい
ないと認められる者であること。



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。

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
〒1008916 東 京 都 千代田区霞が関１
２２中央合同庁舎第５号館11階（８号室）
厚生労働省大臣官房会計課経理室契約班契
約第一係

三瓶

貴弘

電話0352531111

（内線7195）


入札説明会の日時及び場所



入札書の提出期限

実施しない

令和３年３月５日11時

00分


開札の日時及び場所

令和３年３月15日11

時00分
原則、立会方式での開札を実施しない
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



入札保証金及び契約保証金



入札者に要求される事項

免除
この一般競争に

参加を希望する者は、本公告に示した業務が
履行できることを証明する書類を指定する期
日までに提出しなければならない。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。
また、入札に参加を希望する者は、上記証
明書類とあわせて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。



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提出した
入札書は無効とする。
また、入札に参加した者が、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ときは、当該者の
入札を無効とするものとする。
 契約書作成の要否 要
 落札者の決定方法 本公告に示した業務を
履行できると支出負担行為担当官が判断した
入札者であって、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。
 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。
５ Summary
 Official in charge of disbursement of the
procuring entity : Miyazaki Atsufumi, the
Obligating Officer, Director of Accounts Di‑
vision, Minister's Secretariat, Ministry of
Health, Labour and Welfare
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27
 Nature and quantity of the services to be
required : Operation and maintenance of in‑
tegrated information management system
on the cloud services for clinical training
program
 Services period : From a contract day to
March, 31, 2022
 Services place : The place specified by
the Official in charge of disbursement of the
procuring entity
 Qualifications for participating in the
tendering 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 Conservator‑
ship or Person under Assistance that ob‑
tained the consent necessary for concluding

