入

本L 公

告

下記 の とお リー般競争に付 します。
令和 2年 12月

28日

支出負担行為担当官
海上保安大学校長 鹿庭

義久

記

1

競争入札に付す る事項

(1)契 約件名
(2)契 約 内容
(3)履 行期限

デ ィーゼルエンジン油ほか 1点 買入
巡視船 こじまで使用す る船舶用ャ
￨1類 の調達

26日 まで

令和 3年 3月

(た だ し、納入は 3月

(4)履 行場所
(5)入 札方法

海上保安大学校

10日

(水 )以 降 とす る。
)

呉市若葉町 5‑1

本件は、電子調達対象案件である。
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。
また、電子調達システ ムによ り難 い者は、紙入札参加願 の提出をもって紙
入札方式に代 えるもの とす る。そ の他詳細 については、入札説明書 による。

2

競争 に参加 す る者 に必要 な資格

(1)予 算決算及 び 会計令第 70条 に該 当 しない者 に限 る。ただ し、未成年者 、被保佐 人又 は被
補助人で あ って 、契約 に必要 な同意 を得て い る者 について は、 この限 りではない。

(2)予 算決算及び会計令第 71条 に該 当 しない者 に限 る。
(3)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
土交通省発 注の公共 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。

(4)海 上保 安大学校 か ら指名 停上 の措置 を受 け、指名停止期 間中の者 でない こと。
(5)令 和 01・ 02・ 03年 度 国土交通省 一般 競争 参加 資格 (全 省庁統一 資格 )に お いて 「物品
の販 売」 の C又 は D等 級 に格付 け され 、 中国地域 の競争参加 資格 を有 す る者。

3

証明書等提 出期 限
令和 2年 1月

18日 17時 00分

証明書等 は下記 の とお り
̀

(1)確 認 書 (電 子入札用 )又 は紙入札方 式参加願
(2)資 格審査結果 通知書 (電 子、紙入札共通

(紙 人札 用 )

)

4

契約条項等 を示す場所、契約及び入札 に関す る問い合わせ先
広島県呉市若 葉町 5‑1

海上保安大学校事務局 会計課補給係

0823‑21‑4961(内

5

線

233)

入札説 明書等の交付期間・ 交付場所
交付期 間

令和 2年

12月 28日

〜令和 3年 1月

15日

交付場所 は上記 4に 同 じ。

6

人札書 の提 出期限

令和 3年 1月

28日 17時 00分

7

開札 の 日時場所

令和 3年 1月

29日 13時 30分

8

入札保証全及び契約保 証金

9

入札 の無効

場所 は上記 4に 同 じ。

免除

本公告 に示 した競争に参加す る者 に必要な資格のない者 の した入札及び海上保安大学
校入札 ‐見積者心得書その他入札に関す る条件 に違反 した者の入れは無効 とする。

10

落札者 の決定方法

(1)海 上保 安大学校入札・見積者心得書による。
ただ し、落札者 となるべ き者 の入札価格 によつては、そ の者 によ り当該契約 の内容に適
合 した履行が されないお それがあると認め られ るとき、又はその者 との契約 を締結す るこ
とが公正な取引の秩序 を乱す こ ととなるおそれがあって著 しく不適 当であると認め られ る
ときは、予定価格の制限の範囲内の価格 をもって入札 した他 の者 の うち最低価格 をもつて
落札 した者 を落札者 とす ることがある。

(2)落 札者 の決定に当たつては、入札魯に記載 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 の瑞数が有 るときは、その場数 を切 り捨て

た金額)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かか 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。

11

契約書作成 の要否

12

仕様 に関す る問 い合 わせ 先
海 上保安大学校

要

事務 局会計課補 給係

0823‑21‑4961(内

以上公 告す る。
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