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ⅱ）not come under Article 71 of the Cabi‑
net Order concerning the Budget, Audit‑

ing and Accounting.

ⅲ）have Grade A, B, C or D of level of
interest in Selling in Kyusyu・Okinawa
area in terms of the qualification for par‑

ticipating in the tenders by the Ministry

of Land, Infrastructure and Transport

(Single qualification for every ministry

and agency) in the fiscal year, 2019・
2020・2021.
ⅳ）The person who is not being suspended
from Transactions by the request of the

officials in charge of contract.

ⅴ）have registered with the relevant aut‑
horities, in accordance with the Pet‑

roleum Stockpiling Law (Law No. 55 of

2001), to initiate business of selling Pet‑

roleum Products.

ⅵ）not be the business operators 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.

 Time limit for tender ; 17 : 00, 4 Novem‑

ber, 2021.

 acquire the electric certificate in case of

using the Electronic Procuring system.

https://www.geps.go.jp/

 Contact point for the notice : MITSURU

Sakuta, Bid Examination Section, Finance

Division, Finance and supply Department

10th Regiona1 Coast Guard Headquarters

41, Higashikohrimotocho, Kagoshima‑
city, Kagoshima Prefecture 8908510 Ja‑
pan TEL 0992509800 ext. 2223

入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年 10 月 22 日
支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長 小森 繁

◎調達機関番号 021 ◎所在地番号 13
１ 競争入札に付する事項
 品目分類番号 71、27

 調達件名及び数量 令和３年度次期勤務時
間管理システムの導入のための設計・開発業
務 一式
 調達件名の仕様等 入札説明書による。
 履行期限 入札説明書による。
 納入場所 入札説明書による。
 入札方法 最低価格落札方式で行う。入札
金額は、業務に要する一切の費用を含めた額
とする。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。
 電子調達システムの利用 本件は、証明書
等の提出、入札を電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい者は、
発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によ
ることができる。
 入札説明書の交付方法 入札説明書は電子
調達システムにより交付する。

４ 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
のない者のした入札及び入札に関する条件に
違反した入札は無効とする。
 契約書作成の要否 要
 落札者の決定方法 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。
 その他 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。
 環境省大臣官房会計課長から指名停止措置
が講じられている期間中の者でないこと。
 平成31・32・33年度又は令和01・02・03年
度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「役
務の提供等」の「情報処理」又は「その他」
において、開札時までに「Ａ」、又は「Ｂ」
級に格付されている者であること。
 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。
 入札説明書において示す暴力団排除に関す
る誓約事項に誓約できる者であること。

３ 入札書の提出場所等
 入札書の提出場所

〒1008975 東京都千代田区霞が関１
２２ 環境省大臣官房会計課契約第二係
電話0335813351（内線6036）
 入札書の提出期限 令和３年12月13日17時
00分
 開札の日時及び場所 令和３年12月14日14
時30分 環境省４会議室 東京都千代田区霞
が関１２２

５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Shigeru Komori, Direc‑

tor, Budget and Accounts Division, Mi‑

nister's Secretariat, Ministryof the Environ‑

ment.

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Design and Development includ‑

ing Functional Improvement for the New

Working Time Management System in FY

2021, 1 set.

 Fulfillment period : as in the tender do‑

cumentation.

 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 : not come under Article
70 and 71 of the Cabinet Order concerning

the Budget, Auditing and Accounting. 
have Grade A or B qualification during fis‑

cal 2019, 2020 and 2021 in services for par‑

ticipation in tenders by the Ministry of the

Environment (Single qualification for every

ministry and agency). are not being sus‑
pended from transactions by request of the

officials in charge of contract. meet the
qualification requirements which the ob‑

ligating officer may specify in accordance

with Article 73 of the cabinet order. 
pledge to excluding crime syndicates and

other illegal organization defined in the

tender manual.

 Time limit for tender : 14 : 30, 14 Decem‑

ber 2021.

 Contact point for the notice Contract Sec‑

tion, Accounts Division, Ministry of the En‑

vironment, 122 Kasumigaseki Chiyoda‑
ku, Tokyo 1008975 Japan, TEL ＋81
(0)335813351 ext. 6036

入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和３年 10 月 22 日

契約責任者
独立行政法人国立印刷局
財務担当理事 倉林 健二

◎調達機関番号 562 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 78
 購入等件名及び数量
六価クロム等付着物の収集・運搬及び清掃
作業外１件 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 令和４年１月11日から令和４年
３月31日まで
 履行場所 東京工場
 入札方法 の件名で総価で入札に付す
る。
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