
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

令和４年１０月４日

支出負担行為担当官

北海道防衛局長

石 倉 三 良

記

１ 調達内容

(1) 品目分類番号：14

(2) 購入等件名及び数量：砲撃音等自動騒音測定装置購入 ２台

航空機騒音自動監視システム等回線切替 一式

(3) 調達件名の特質等：入札説明書及び仕様書による。

(4) 履行期限：令和５年３月３１日

(5) 履行場所：入札説明書及び仕様書による。

(6) 入札方法：

ア 本案件は、入札及び資料提出等を電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰ

Ｓ）（以下「電子調達システム」という。）)で行う案件である。

ただし、電子調達システムにより難いものは、発注者に紙入札方式変更届を

下記３（1）に提出した場合、紙入札方式に代えるものとする。

イ 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

(1) 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。

(2) 令和４・５・６年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「物品

の販売」の「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされ、北海道地域の競争参加資格を

有する者であること。

(3) 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

(4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名

停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する業務から排除するよ

う要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認め

ない。

(6) 入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防

衛省が発注する業務から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資

格業者とは契約を行わない。



３ 入札書の提出場所等

(1) 担当部局

〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目札幌第３合同庁舎２階

北海道防衛局総務部契約課

TEL 011-272-7513

FAX 011-280-0351

(2) 入札説明書等の交付場所

電子調達システム（電子調達システムURL：https://www.geps.go.jp）より、

電子データで交付する。ただし、紙入札方式による場合は、（1）において交付

する。

(3) 入札説明書等の交付期間

ア 電子調達システムは、入札公告日から令和４年11月22日（火）正午まで。

イ 紙入札方式は、入札公告日から令和４年11月22日（火）まで（行政機関の

休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条第１項に規定する行政機関

の休日（以下、「行政機関の休日」という。）を除く。）の午前９時から午後

５時まで。（正午から午後１時までの間を除く。）ただし、交付期間最終日は

正午までとする。

ウ 入札説明書等を受け取らない者の入札参加は認めない。

(4) 競争参加資格確認書類の提出

ア 上記２（2）を確認する書類の写しを電子調達システムにより提出すること。

ただし、紙入札方式による場合は（1）に持参又は郵送（書留郵便に限る。）

若しくは託送（書留郵便と同等のものに限る。）（以下「郵便等」という。）

すること。

イ 提出期限は、令和４年11月22日（火）正午まで。なお、紙入札方式による

持参の場合は、上記期間（行政機関の休日を除く。）の毎日、午前９時から午

後５時まで。（正午から午後１時までの間を除く。）ただし、最終日は正午ま

で。郵送等の場合は、提出期限までに必着とする。

(5) 入札書の提出及び提出期間

ア 入札書の提出は、電子調達システムにより行うこと。ただし、紙入札方式

による場合は紙により（1）に持参又は郵送等すること。

イ 入札書の提出期限は、令和４年12月19日（月）午前９時から令和４年12月21

日（水）午後１時30分まで。

なお、紙入札方式による持参の場合は、上記期間（行政機関の休日を除く）

の毎日、午前９時から午後５時まで。（正午から午後１時までの間を除く。）

ただし、最終日は午後１時30分まで。郵送等の場合は、提出期限までに必

着とする。

４ 入札保証金及び契約保証金 免除

５ 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は無効とする。

６ 契約書作成の要否 要

７ 適用する契約条項：

(1) 売買契約書

(2) 債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項

(3) 談合等の不正行為に関する特約条項

(4) 暴力団排除に関する特約条項



８ 開札日時及び場所

ア 開札日時 令和４年12月22日（木）午前10時00分

イ 開札場所 北海道防衛局中央区大通西12丁目 札幌第３合同庁舎２階

北海道防衛局総務部契約課

９ その他

(1) 端数処理 入札書に記載された金額の100分の10に相当する金額に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し、当該端数処理を切り捨

てた後に得られる金額をもって、申込があったものとする。

(2) 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。

(3) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限

の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(4) 詳細は、入札説明書等による。

(5) 電子調達システムの問い合わせ先：https://www.geps.go.jp

（6）電子調達システムにおいて、システム障害が発生した場合には、日時及び入

札方法等を変更する場合がある。

(7) 本公告記載事項の詳細については上記３(1)に照会すること。

10 Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity:

ISHIKURA Saburo, Director General, Hokkaido Defense Bureau, Ministry

of Defense

(2) Classification of the products to be procured：14

(3) Nature and quantity of the products: Purchasing

two automatic artillery acoustimeters （including installation and

adjustment）and switching lines between one aircraft noise data process

ing system and five automatic aircraft noise acoustimeters

(4) Period of delivery : 31 March, 2023

(5) Place of delivery : As shown in the tender instruction and specificati

on document

(6) Qualification for participating in the tendering 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 the Grade B or C on "Sale of products：Precision instruments",

and be eligible for participating in the tenders in the Hokkaido distr

ict, in terms of the qualification for participating in tenders by Min

istry of Defense (Common qualification for every ministry and agency).

③ be not being suspended from transactions by the request of the offici

als in charge of contract.

(7) Time-limit for tender: 13:30,21 December 2022

(8) Place to submit the tender document, to show contract clauses, to iss

ue the tender instruction, and point of contact: Contract Division,

Administration Department, Hokkaido Defense Bureau, Odori Nishi 12 cho

me, Chuo-ku, Sapporo City, Hokkaido, Japan,060-0042. TEL 011-272-7513


