
入 札 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 令和４年９月２７日 

 契約担当官 

海上自衛隊那覇航空基地隊 

   那覇経理隊長 小野 真 

◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 47 

１ 調達内容 

 (1)  品目分類番号 78 

（2） 購入等件名及び数量 

＃５３３建物消火水槽水の処分等 １式 

 (3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。 

 (4)  履行期限 令和5年3月31日 

（5） 履行場所 仕様書のとおり 

（6） 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パーセン

トに相当する金額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数が生じた場合は切り捨てた

金額とする。）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税額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、特別な

理由がある場合に該当する。 

（2） 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。 

（3）令和04・05・06年度防衛省競争参加資格

（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「Ａ、

Ｂ、又はＣ等級」に格付けされ、九州・沖縄

地域の競争参加資格を有する者であること。 

（4） 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防

衛装備庁長官（以下「省指名停止権者」とい

う。）又は海上幕僚長から「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） 前号により、現に指名停止を受けている者

と資本関係又は人的関係のある者であって、

当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは

役務請負について防衛省と契約を行おうとす

る者でないこと。 

（6） 原則、現に指名停止を受けている者の下請

負については認めないものとする。ただし、

真にやむを得ない事由を該当する省指名停止



権者が認めた場合には、この限りではない。 

３ 入札書の提出場所等 

（1） 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、    

仕様書の交付場所及び問い合わせ先 

     〒901－0193 沖縄県那覇市字当間２５２ 

  海上自衛隊那覇航空基地隊経理隊契約班   

  柄沢 真澄 電話098－857－1191 内線5465 

（2） 入札説明書の交付方法 本公告の日から上

記３(1)の交付場所において交付する。 

（3） 入札書の受領期限 令和4年10月6日16時00

分 

（4） 開札の日時及び場所 令和4年10月7日10時 

  00分 海上自衛隊那覇航空基地隊入札室 

４ その他 

（1） 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 

（2） 入札保証金及び契約保証金 免除 

（3）入札者に要求される事項 この一般競争に

参加を希望する者は、封印した入札書に入札

説明書で示した必要な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。

入札者は、入札書の受領期限までの間におい

て、契約担当官から当該書類に関して説明を

求められた場合は、それに応じなければなら

ない。 



（4） 入札の無効 本公告に示した競争参加資格

のない者の提出した入札書及び入札者に求め

られる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は無効とする。 

（5） 契約書作成の要否 要 

（6） 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

を行った入札者を落札者とする。 

（7） 手続における交渉の有無 無 

（8） 詳細は入札説明書による。 

５ Summary 

（1） Contracting entity: Makoto Ono, Contract       

Officer, Chief of Accounting Unit Division, 

Air Station Naha, Japan Maritime Self De- 

fense Force. 

（2） Classification of the services to be procu- 

red：78 

（3） Nature and quantity of the services to be 

required : Disposal of fire extinguishing 

aquarium water, Building number 533 1 

set 

（4） Fulfillment period：March 31, 2023 

（5） Fulfillment place：As in the tender docu- 

mentation 



（6）Method of Bid: When the contract price is 

settled, the contract price is written in the 

estimate with the additional fee of 10%. If 

there is a fraction in the contract price, we 

omit the fraction. Both tax added venders 

which add tax, and tax-exempt venders 

should fill in the form with the price that 

is 100/110 of the estimated price. 

（7） Qualifications for participating in the te-

ndering procedures : Suppliers eligible for 

participating in the proposed tender are 

those who shall： 

         ① Not come under Article 70 of the Cab- 

             inet Order concerning the Budget, Audi- 

             ting and Accounting. Furthermore,min- 

             ors, 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. 

         ② Not come under Article 71 of the Cabi- 

             net Order concerning the Budget, Audit- 

             ing and Accounting. 

         ③ Have Grade A, B, or C on “offer of 

service etc” in the Kyushu ･ Okinawa 



area in terms of the qualification for pa- 

             rticipating in tenders by Ministry of De- 

             fense (Single qualification for every mi- 

             nistry and agency)in the fiscal years 

2022, 2023 and 2024.  

         ④ Be able to ensure the equipment, 

necessary personnel, and etc. for the 

inspection in Japan and to attend the 

inspection, which the official in charge 

of contract does. 

⑤  Do not intend to make a contract with 

the Ministry of Defense on selling, 

buying or producing the similar items to 

those who are under suspension of 

nomination stated above while having 

capital or personal relationship with 

them. 

⑥ Those who are admitted to have justifia-

ble reasons by the official in charge of the 

suspension of the nomination shall be ex-

empted from these qualifications stated 

above. 

（7）Time-limit for tender：October 6, 2022, 

4:00 p.m. 

（8）Time and place for tender : October 7, 2022, 



10:00 a.m. Tender room, Accounting Unit 

Division, Naha Air Station Squadron, Japan 

Maritime  Self  Defense Force. 

（9）Contact point for the notice : Masumi Ka- 

       rasawa, Contract Section, Accounting Unit 

Division, Air Station Naha, Japan Mari- 

       time Self Defense Force, 252  Aza Touma, 

Naha-shi, Okinawa-ken, 901－0193 Japan, 

TEL 098－857－1191 Ext. 5465 


