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 本案件は、技術提案書等及び入札を電子入
札システムで行うものであり、詳細について
は、入札説明書及び電子入札システム運用基
準（平成16年７月林野庁）による。
 履行確実性を評価するために、技術提案書
とは別に追加資料の提出を求めるとともに、
履行確実性に関するヒアリングを実施する場
合がある。
 その他 詳細は入札説明書による。
７ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : MIYAZAWA Kazumasa,

Director General of Morioka District For‑

est Office

 Classification of the services to be pro‑

cured : 42

 Subject matter of the contract : Landslide

investigation in Omyojin, ouchisawa, Shi‑

zukuishi town, Iwate District, Iwate prefec‑

ture

 Time limit for the submission of applica‑

tion forms and relevant documents for the

qualification : 5 : 00 P. M., 9 March 2021

 Time limit for the submission of tenders

by electronic bidding system : 5 : 00 P. M., 6

April 2021, in case of submission by hand :

10 : 00 A. M., 7 April 2021

 Contact point for tender documentation :

Accounting Division, Morioka District For‑

est Office, 2240 Kitayama Morioka city
Iwate prefecture 0200061 Japan. TEL
0196638001

入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年２月 22 日

支出負担行為担当官
関東森林管理局長 上大田光成

◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 10
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び数量 プリンタートナー等
の購入 一式（単価契約）
 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書
による。

 納入期間 令和３年４月16日から令和４年
３月31日まで。
 納入場所 別途支出負担行為担当官が指定
する場所
 入札方法 入札者は、仕様書別添内訳表の
品目別予定購入数量に単価を乗じた総価を入
札書に記載すること。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１・２・３年度農林水産省競争参加資
格（全省庁統一資格）「物品の販売」において
「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付されて
いる競争参加有資格者であること。
 関東森林管理局長から、物品の製造契約、
物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措
置要領（平成26年12月４日付け26林政政第
338号）に基づく指名停止を受けている期間
中の者でないこと。

３ 電子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用
本案件は、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
りがたい者は、発注者に書面により申出のうえ、
紙入札によることができる。
４ 入札書の提出場所等
 入札書の提出方法 電子調達システムによ
るが、電子調達システムに停電等の不具合、
システム障害等やむを得ない事情によるトラ
ブルが発生した場合は、紙入札に移行するこ
とがある。

 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
〒3718508 群馬県前橋市岩神町４16
25 関東森林管理局総務企画部経理課企画係
前村 美希 電話0272101149

 入札説明書の交付方法 上記４のの交付
場所にて無料で交付する。
 入札、開札の日時及び場所 令和３年４月
16日午前10時（郵便による入札の受領期限に
ついては、令和３年４月15日午後３時 上記
４のあて。） 関東森林管理局５階中会議室
 本入札に係る落札決定及び契約締結は、令
和３年４月16日を予定しているが、予算成立
日が４月17日以降となった場合は、予算成立
日に落札決定及び契約締結する。また、暫定
予算となった場合は、暫定予算の期間分のみ
の契約とする。

５ 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。
 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 この一般競争に
参加を希望する者は、入札説明書で示した証
明書類を令和３年４月14日午後３時までに上
記４のの場所に提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、
支出負担行為担当官から当該証明書類に関し
説明を求められた場合は、それに応じなけれ
ばならない。当該証明書類に関し説明の義務
を履行しない者は落札決定の対象としない。
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の
記載をした者の入札、入札に関する条件に違
反した入札及び関東森林管理局署等競争契約
入札心得第７条の規定に違反した者の入札は
無効とする。
 契約書作成の要否 要。
 落札者の決定方法 本公告に示した物品を
納入できると支出負担行為担当官が判断した
証明書類を添付して入札書を提出した入札者
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入
札者を落札者とする。
 手続における交渉の有無 無。
 詳細は入札説明書による。

６ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : KAMIOOTA Mitsumasa,

Director General of Kanto Regional Forest

Office

 Classification of the products to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Printer toners 1 set

 Delivery period : From 16 April, 2021 th‑

rough 31 March, 2022

 Delivery place : The places specified by

the Obligating Officer

 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, B or C in terms

of qualification Sales of product for

participating in tenders by Ministry of

Agriculture, Forestry and Fisheries

(Single qualification for every ministry

and agency) in the fiscal year 2019, 2020

and 2021.

 prove to have the ability to delivery

appointed the time and the place specifi‑

ed by the Obligating Officer for the pro‑

cured products.

 Prove not to be a period of receiving

nomination stop from the contracting of‑

ficer etc.
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