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 本入札に係る落札決定及び契約締結の条件
は、令和３年度の予算が成立し、予算示達が
された場合とする。
 手続きにおける交渉の有無 無
 詳細は入札説明書による。
５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : HORITA Osamu Direc‑

tor General of Chubu Regional Develop‑

ment Bureau.

 Classification of the products to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Lease Contracts such as Adminis‑

trative Information Client Personal Com‑

puters.

 Lease term : From 1 October, 2021 th‑

rouough 30 November, 2024

 Fulfillment place : as in the tender do‑

cumentation

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

１）not come under Article 70 and 71 of the
Cabinet Order concerning the Budget,

Auditing and Accounting.

２）have Grade A or B on provision of
services in Tokai‑Hokuriku area or

Kanto‑Koshinetsu area in terms of the

qualification for participating in tenders

by Ministry of Land, Infra structure,

Transport and Tourism (Single qualifica‑

tion for every ministry and agency) in the

fiscal year 2019／2020／2021
３）not be under suspension of nomination
by Director‑General of Chubu Regional

Development Bureau from Time‑limit for

submission of certificate to Bid Opening.

４）not be the stated person under the com‑
mencement of reorganization procee‑

dings or under the beginning of rehabili‑

tation proceedings (except for the person

who has the procedure of reapplication

under the notification of the competing

participation qualification).

５）not be the Building constructor that a
gangster influences management substan‑

tially or the person who has exclusion re‑

quest from Ministry of Land, Infrastruct‑

ure, Transport and Tourism is continuing

state concerned.

６）The person who obtained a bid manual
from the person of ordering directly.

７）to submit reference quotation specified
in the tender documentation.

８）have proven to have actually fulfilled
the service concerned or the service with

performance similar to that of the service

concerned.

９）for other qualifications other than the
above, please refer to the tender do‑

cumentation.

 Time‑limit for submission of certificate :

16 : 00 14 April, 2021

 Time‑limit for tender : 16 : 00 14 May,

2021

 Contact point for the notice : YAMA‑

ZAKI Hiroe, Purchase Section, Contract

Division, General Affairs Department,

Chubu Regional Development Bureau, Min‑

istry of Land Infrastructure, Transport and

Tourism, 251, Sannomaru, Naka‑ku,
Nagoya‑shi, Aichi‑ken, 4608514, Japan,
TEL 0529538138 ex 2538 FAX 052
9538199

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年３月４日
分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊九州補給処調達会計部長

石山 秀一
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 41
１ 調達内容
 品目分類番号 16
 購入等件名及び数量
災害対処用衣類用乾燥補助器ほか３品目

 購入物品の特質等 仕様書による。
 納入期限 入札説明書による。

 納入場所 入札説明書による。
 最初の契約に係る入札公告 令和２年７月
９日
 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％に相当す
る金額を加算した金額（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。

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に限る。

 入札保証金及び契約保証金 免除
 入札者に求められる義務 封印した入札書
に２の競争参加資格を有することを証明する
書類を添付して入札書の受領期限までに提出
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
のない者の行った入札及び入札に関する条件
に違反した入札。
 契約書作成の要否 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
を行った者を落札者とする。
 詳細は入札説明書による。

２ 競争参加資格
 予算決算及び会計令第70条及び第71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。
 令和01・02・03（平成31・32・33）年度防
衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の
販売」のうちＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付
けされた競争参加資格を有する者であるこ
と。
 契約担当官等から取引停止の措置を受けて
いる期間中の者でないこと。
 上記１の入札説明書の特質等に合致した
購入物品及び数量を確実に納入し得ることを
証明できる者であること。
 日本国内で調達物品の検査を行うため、日
本国内に検査設備及び要員等を確保でき、分
任契約担当官の実施する検査の立会に応じら
れる者であること。
 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質
的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる
ものとして、国発注業務等から排除要請があ
り、当該状況が継続している者でないこと。

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
〒842̶0032 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野
７１ 陸上自衛隊九州補給処調達会計部契
約課第１契約班長 辻 健太郎 電話0952
522161 内線2316
 入札、開札の日時及び場所 令和３年３月
18日10時00分（ただし、郵送による入札書の
受領期限は令和３年３月17日17時00分） 九
州補給処調達会計部入札室

５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Ishiyama Syuuichi, the

Contract Officer, Chief of Procurement and

Finance Division, Kyushu Depot, Japan

Ground Self Defense Force.

 Classification of the Products to be pro‑

cured : 16

 Nature and quantity of the products to be

purchased : Washing machine other 3 items

 Delivery period : It is shown with a bid

manual

 Delivery place : It is shown with a bid

manual

 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.
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