
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付す。

令和３年４月２６日

支出負担行為担当官

東北防衛局長 熊谷 昌司

◎調達機関番号 010 ◎所在番号 04

１ 業務概要

⑴ 品目分類番号：14、27

⑵ 業 務 名：令和３年度航空機騒音自動測定装置の更新等業務

⑶ 履行場所：三沢飛行場周辺、三沢対地射爆撃場周辺及び東北防衛局

⑷ 業務内容：仕様書のとおり

⑸ 履行期間：契約日の翌日から令和３年９月３０日まで

⑹ 入札方法：

ア 本業務は、入札及び資料提出等を電子調達システムで行う案件である。

ただし、電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に

代えるものとする。

なお、紙入札方式の承諾に関しては東北防衛局総務部契約課に別紙様式１「紙入

札方式参加承諾願」を提出するものとする。

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、見積った契約希望金額の

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

⑴ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第７０条及

び第７１条の規定に該当しない者であること。

⑵ 入札実施年度に有効な競争契約の参加資格（全省庁統一の競争参加資格）において、

資格の種類が「物品の販売」及び「役務の提供等」が「Ａ」以上の等級に格付けされ、

東北地域の競争参加資格を有する者であること。（会社更生法（平成14年法律第154号）

に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第22

5号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定

後、再度級別の格付を受けていること。）

⑶ 計量法第46条に基づく特定計量器修理事業の届出を行っている者であること。

⑷ 一般競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの間において、防

衛省から指名停止又は取引停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。

⑸ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものと

して国が発注する業務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。



３ 入札手続等

⑴ 担当部局

〒983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目３番１５号

東北防衛局 総務部 契約課

電話 022-297-8296 FAX 022-297-8241
⑵ 競争参加資格確認資料の提出

ア 提出資料：一般競争参加資格確認申請書（別紙様式２）及び入札実施年度に有効

な一般競争参加資格（全省庁統一資格）の資格審査結果通知書（写し）

イ 提出期間：

(ｱ)電子調達システムによる場合

・提出期間 令和３年４月２６日（月）から令和３年６月１４日（月）まで

ただし、最終日は正午まで。

・提出方法 電子調達システムにより提出を行う。

(ｲ)紙入札方式による場合

・提出期間 上記(ｱ)に同じ

・提出場所 上記⑴に同じ

・提出方法 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。）する。なお、郵送又は託送する場合は、令和３年６月１

４日（月）正午必着とする。

⑶ 入札説明書等の交付

上記２の資格を有することを確認するため、競争参加資格確認資料を入札説明書等

交付の際に提出すること。

ア 交付期間：３⑵イに同じ。

イ 交付場所：

(ｱ)電子調達システムによる場合

電子調達システムからダウンロード

・電子調達システムのＵＲＬ：

政府電子調達（ＧＥＰＳ）https：//www.geps.go.jp/
(ｲ)紙入札方式による場合

・窓口での交付

上記⑴の交付場所において交付。なお、上記２の資格を有することを確認す

るため、競争参加資格確認資料を入札説明書等交付の際に提出すること。

・郵送での交付

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。）で

競争参加資格確認資料を提出する場合は、入札説明書等を郵送にて交付するの

で、競争参加資格確認資料と併せて、返信用封筒として、表に住所・氏名を記

載し、速達簡易書留料金分８６０円分の切手を貼付した角２型封筒を同封する

こと。

⑷ 入札書の提出

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、１⑹の承諾を得た場

合は、紙により提出する。

ア 電子調達システムによる入札書の提出期間

・令和３年６月１５日（火）から令和３年６月１６日（水）正午まで



イ 紙入札方式による入札書の提出期間

・提出期間 上記アに同じ。

・提出場所 上記⑴に同じ。

・提出方法 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。）する。なお、郵送又は託送する場合は、令和３年６

月１６日（水）正午必着とする。

⑸ 入札、開札の日時及び場所

ア 入札、開 札 日：令和３年６月１７日（木）１４時３０分

イ 入札、開札場所：宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目３番15号

仙台第三合同庁舎４階 入札室

⑹ 電子調達システムの問い合わせ先：

政府電子調達（ＧＥＰＳ）https：//www.geps.go.jp/
⑺ 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。

４ そ の 他

⑴ 手続き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。

⑵ 入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金：免除

イ 契約保証金：納付

⑶ 入札の無効

ア 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札

イ 資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札

ウ 支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開

札時において２に掲げる資格のない者のした入札

エ 暴力団排除に関する誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事

態を生じさせた者のした入札

⑷ 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予定者とする。

⑸ 契約書作成の要否：要

⑹ 適用する契約条項

ア 個人情報の保護に関する特約条項

イ 暴力団排除に関する特約条項

ウ 談合等の不正行為に関する特約条項

エ 債権譲渡禁止特約の部分的解除のための特約条項

⑺ その他：詳細は仕様書等による。

５ Summary
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity：Masashi Kumagai, Director

General, Tohoku Defense Bureau, Ministry of Defense
(2) Classification of the products to be procured:14, 27
(3) Subject matter of the contract：Replacement of automatic aircraft noise acoustimeters.
(4) Time limit for the submission of tenders by electronic bidding system:0:00 PM 14 June 2
021 (tenders brought with:0:00 PM 14 June 2021 or submitted by mail:0:00 PM 14 June



2021)

(5) 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 of
the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting. 2.not come under
Article 71 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting. 3.have
Grade A in“sales of products” and“offer of services etc.”in the Tohoku district. 4.

Not be suspended from transaction by the request of the officials in charge of contract.
(6) Office in charge：Contract Division, Administration Department, Tohoku Defense

Bureau
Address: 1-3-15, Gorin, Miyagino-ku, Sendai-city, Miyagi, 983-0842

TEL: 022-297-8296 FAX: 022-297-8241



別紙様式１

紙入札方式参加承諾願

１ 発注件名 令和３年度航空機騒音自動測定装置の更新等業務

２ 電子調達システムでの参加ができない理由

上記の案件は、電子調達対象案件ではありますが、当社においては電子調達

システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾いただ

きますようお願いいたします。

令和 年 月 日

住 所

商号又は名称 印

代表者氏名

支出負担行為担当官

東北防衛局長 熊谷 昌司 殿



別紙様式２

一般競争参加資格確認申請書

令和 年 月 日

支出負担行為担当官

東北防衛局長 熊谷 昌司 殿

住 所

商号又は名称

代表者氏名 印

令和３年４月２６日付けで入札公告のありました令和３年度航空機騒音自動測定装置

の更新等業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請しま

す。

なお、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規

定に該当する者でなく、入札公告２競争参加資格に掲げるその他の条件を満たすこと並

びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。

記

１ 入札実施年度に有効な競争契約の参加資格（全省庁統一資格）に係る資格審査結

果通知書の写し

以 上


