
令
和

年

月


日
水
曜
日

(号
外
政
府
調
達
第

号
)

官
報

６ Summary (No. 1)

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : AKIBA Kazuhiko, Coun‑

sellor (Accounting), Minister's Secretariat,

Ministry of Agriculture, Forestry and Fish‑

eries

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Development and operation of

MAFF Geographic Information Common

Management System 1 set

 Fulfillment period : As shown in the

tender documentation and specification

 Fulfillment place : As shown in the tender

documentation and specification

 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.

 have the Grade A in terms of qualifi‑

cation Provision of services for partici‑

pating in tenders by Ministry of Agricul‑

ture, Forestry and Fisheries (Single quali‑

fication for every ministry and agency) in

the fiscal year 2019, 2020 and 2021.

 meet the qualification requirements

which the Obligating Officer may specify

in accordance with Article 73 of the Cabi‑

net Order.

 Prove not to be a period of receiving

nomination stop from the contracting of‑

ficer etc.

 Time limit for tender : 11 : 00 A.M., 5

March, 2021

 Contact point for the notice : OTA Ma‑

sahiko Procurement Section of Budget Di‑

vision Minister's Secretariat Ministry of

Agriculture, Forestry and Fisheries, 12
1 Kasumigaseki Chiyoda‑ku Tokyo 100
8950 Japan. TEL 0335916753

〇第２号
１ 調達内容
、、、及び 第１号に同じ。
 購入等件名及び数量 eMAFF第２期開発
業務一式（電子入札方式対象案件）

２ 競争参加資格
第１号に同じ。

３ 電子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用
第１号に同じ。

４ 入札書の提出方法及び場所等
、、、及び 第１号に同じ。
 開札の日時及び場所 令和３年３月17日午
後５時 農林水産省大臣官房予算課入札室

５ その他
第１号に同じ。

６ Summary (No. 2)

,,,,, and The same with

notice above (No. 1)

 Nature and quantity of the services to be

required : System development work of

eMAFF Phase 2 1 set

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年１月 13 日
支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房会計課長 中田 裕人

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 15、29
 調達等件名及び数量 通信設備保守等業務
一式（電子入札対象案件）
 調達案件の仕様等 入札説明書による。
 履行期間 契約締結日から令和４年３月31
日まで
 履行場所 入札説明書による。

 入札方法 落札者の決定は、総合評価方式
をもって行うので、
 入札者は、入札書・性能、機能、技術等
に関する書類（以下「技術提案書」とい
う。）・その他入札説明書に定める入札に必
要な書類（以下「その他必要な書類」とい
う。）を提出すること。
 入札者は、仕様書に定める本業務の履行
に要する一切の経費を見積もり、当該総額
を入札書に記載すること。
 落札決定にあたっては、入札書に記載さ
れた金額に当該金額の100分の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に相当する金額を記載した入札
書を提出すること。
原則として、当該入札の執行において入
札執行回数は２回を限度とする。なお、当
該入札回数までに落札者が決定しない場合
は、原則として予算決算及び会計令第99条
の２の規定に基づく随意契約には、移行し
ない。

 電子調達システムの利用 本案件は、競争
参加確認のための証明書等（以下「証明書等」）
の提出、総合評価に関する書類の提出及び入
札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難い場合
は、紙入札方式参加願を提出するものとする。

 平成18年度以降に、下記に示す機関等が
発注した、下記に示す設備に係わる保守又
は点検業務等において、受注者として業務を
完了（令和３年３月31日までに完了見込みを
含む）し、その履行実績を証明したものであ
ること。
なお、履行実績は、下記に係る、建設業
法上の建設工事のうち、「電気通信工事」の施
工実績、または製造実績をもって代えること
が出来る。
 発注機関等は次のいずれかに該当する機
関等とする。
・国の機関（事業団、特殊会社及び独立行
政法人及び特殊法人等改革基本法の対象
法人を含む）
・地方公共団体又は公共機関（災害対策基
本法第二条第五号に規定する指定公共機
関、第六号に規定する指定地方公共機関）

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年度国土交通省競争参加資
格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＡ又
はＢ等級に格付けされた関東・甲信越地域の
競争参加資格を有する者であること。

 入札説明書で定める資格を有する者である
こと。
 証明書等の提出期限の日から開札の時まで
の期間に、国土交通省大臣官房会計課長から
指名停止を受けていないこと。
 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する者又はこれに準ずるものとして、国
土交通省公共事業等からの排除要請があり、
当該状態が継続している者でないこと。
 労働者派遣法（第３章第４節の規定を除
く。）の規定又はこれらの規定に基づく命令に
違反した日若しくは処分（指導を含む）を受
けた日から５年を経過しない者でないこと。
（これらの規定に違反して是正指導を受けた
者のうち、入札参加関係書類提出時までに是
正を完了している者を除く。）
 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協
会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこ
れらに係る保険料の未納がないこと。（入札参
加関係書類提出時において、直近２年間の保
険料の未納がないこと。）
 電子調達システムによる場合は、電子認証
（ＩＣカード）を取得していること。
 入札説明書の交付を直接受けた者であるこ
と。
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