
入 札 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

平成24年７月11日 

        独立行政法人水産総合研究センター 

             西海区水産研究所長 谷津 明彦 

◎調達機関番号 540   ◎所在地番号  42 

 1 調達内容 

  (1) 品目分類番号 １ 

  (2) 購入等件名及び数量 

     （餌料）冷凍サバ 約30,000kg 

(3) 調達件名の特質等 仕様書のとおり 

(4) 納入期間 平成24年10月１日から平成25年３月31日まで 

(5) 納入場所 〒894-2414 鹿児島県大島郡瀬戸内町大字俵字崎山原955－5  

独立行政法人水産総合研究センター西海区水産研究所奄美庁舎 

 (6) 次回購入契約に係る入札公告予定  

平成25年２月上旬 （餌料）冷凍サバ約45,000kg 

 (7) 入札方法 

① 入札金額は、１kg当たりの単価を記載すること。 

② 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５パーセントに相当

する額を加算し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、見積もった契約希望金額

の105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)  独立行政法人水産総合研究センター契約事務取扱規程（平成13年４月１日付け13

水研第65号）第12条第１項及び第13条の規定に該当しない者であること。 

 (2) 平成22・23・24年度独立行政法人水産総合研究センター競争参加資格又は全省庁統

一資格の「物品の販売契約」の業種「その他」で、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」

の等級に格付けされている者であること。 

(3) 独立行政法人水産総合研究センター理事 長から物品の製造契約、物品の販売契約及

び役務の提供等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこ

と。 

     ただし、全省庁統一資格に格付けされている者である場合は、国の機関の同様の指名

停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

(4) 鮮度、品質、成分及び納入方法等について、クロマグロ親魚養成餌料として適してい

ることを証明した者であること。 

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、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先     



〒851-2213 長崎県長崎市多以良町1551－８  

独立行政法人水産総合研究センター西海区水産研究所 用度係 豊田 尚徳 電話

095-860-1609 ＦＡＸ 095-850-7767 

  (2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から 上記3(1)の交付場所にて直接交付するほ

か、郵送等による配布希望者は以下の申込書記入事項を記入の上、上記交付場所にＦＡ

Ｘにて申し込み（様式自由）を行うこと。ただし、ＦＡＸにて申し込みした場合は、着

信確認を行うこと。また、郵送等に係る経費は配布希望者の負担とする。申込書記載事

項：当該購入等件名、会社名、代表者名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号、担当者名 

 (3) 競争参加資格確認書類の提出期限及び場所 上記2(4)に示す資料として、サンプル

を上記1(5)へ、成分証明書及び納入計画書を上記3(1)へ、平成24年９月４日10時ま

でに提出すること。詳細については入札説明書による。 

 (4) 入札説明会の日時及び方法 入札説明書 

受領時に、メール又はＦＡＸ番号を登録し、質疑がある場合には平成24年８月17日ま

でに質疑を行い、回答は登録者全員に対して行うメール又はＦＡＸによる入札説明会を

開催する。なお、当該日以降に質疑が発生した場合も随時受け付け、登録者全員に回答

する。 

 (5) 入札、開札の日時及び場所 

日時 平成24年９月25日14時（ただし、郵便による入札の場合は、書留郵便による

こととし、平成24年９月24日17時必着のこと。） 

場所 長崎県長崎市多以良町1551－８ 独立行政法人水産総合研究センター西海区水

産研究所小会議室 

4 その他 

 (1) 契約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。 

(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、開札日の前日までの

間において、独立行政法人水産総合研究センター西海区水産研究所長から上記3(3)に

て提出した資料に関し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、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 本公告に示した物品を納入できると独立行政法人水産総合研究

センター西海区水産研究所長が判断した入札者であって、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) 競争参加者は、入札の際に独立行政法人水産総合研究センターの資格審査結果通知書

写し又は全省庁統一資格の資格審査結果通知書写しを提出すること。 

(8) 手続きにおける交渉の有無 無。 

 (9) 詳細は入札説明書による。 

 



5 契約に係る情報の公表 

 (1)公表の対象となる契約先 

  次の①及び②いずれにも該当する契約先 

①  当センターにおいて役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課

長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等（※注１）

として再就職していること 

②  当センターとの間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めている

こと（※注２） 

     ※注１ 「役員、顧問等」には、役員、顧問のほか、相談役その他いかなる名称を有

する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言すること等により影響力

を与えると認められる者を含む。 

※注２ 総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に 

掲げられた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引

の実績による。 

（２）公表する情報 

    上記(1)に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約

締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 

① 当センターの役員経験者及び課長相当以上経験者（当センターＯＢ）の人数、職名

及び当センターにおける最終職名 

② 当センターとの間の取引高 

③ 総売上高又は事業収入に占める当センターとの間の取引高の割合が、次の区分のい

ずれかに該当する旨 

３分の１以上２分の１未満、２分の１以上 

３分の２未満又は３分の２以上 

  ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 

（３）当センターに提供していただく情報 

  ① 契約締結日時点で在職している当センター 

ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当センターにおける最終職名等） 

 ② 直近の事業年度における総売上高又は事業 

収入及び当センターとの間の取引高 

（４）公表日 

    契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内（４月に締結した契約については原則

として93日以内） 

（５）その他 

 当センターホームページ（契約に関する情報）に「独立行政法人水産総合研究センターが

行う契約に係る情報の公表について」が掲載されているのでご確認いただくとともに、所要

の情報の当センターへの提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締

結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。 



なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきま

すので、ご了知願います。 

 

 

６．Summary 

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

Director-General, Seikai National Fisheries Research Institute, Fisheries 

Research Agency 

(2) Classification of the products to be  

procured: 1 

(3) Nature and quantity of the products to be purchased: Frozen mackerel for feed  

about 30,000kg 

(4) Delivery period: From １ October 2012 to 31 March 2013 

(5) Delivery place: Amami Station,Seikai National Fisheries Research Institute，

Fisheries Research Agency, 

955-5,Sakiyamahara,Hyo,Setouchi-cho, 

Ohshima,Kagoshima,894-2414 

(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 12-1 and 13 of the regulation concerning the contract 

for Fisheries Research Agency, 

② have Grade A or B or C or D“Sales”in terms of the qualification for participating 

in tenders by Fisheries Research Agency or Single qualification for every 

ministry and agency in the fiscal years 2010，2011 and 2012. 

③ Prove suitable as bluefin tuna parent fish's food about freshness, the quality, 

the element, and the delivery method, etc. 

(7) Time limit for tender: 14:00, 25 September 2012 (tenders submitted by mail 17:00 

24 September 2012) 

(8) Contact point for the notice: Naonori Toyoda, Purchasing Subsection, Management 

Section, Seikai National Fisheries Research Institute, Fisheries Research Agency，

1551-8，Taira-machi， Nagasakicity，Nagasaki，851-2213，Japan. TEL 095-860-1609 

FAX 095-850-7767 



 

(餌料)冷凍サバ調達仕様書 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター 

西海区水産研究所 

 

１．目的及び用途 

この仕様書は、独立行政法人水産総合研究センター西海区水産研究所が調達する(餌料)冷凍サバ

（以下、「餌料」という。）について規定する。 

当所が鹿児島県奄美大島に設置している奄美庁舎において、クロマグロの増養殖研究開発を推進

するため、仲田浦の湾内の大型円型生簀で、クロマグロの親魚養成を行っている。 

本餌料はクロマグロ親魚養成に用い、親魚養成、採卵、種苗生産、中間育成および放流に関する

基礎的な研究開発に供することを目的とする。 

 

２．調達予定数量 

約３０，０００ｋｇ 

 

３．納入場所 

〒894-2414 

鹿児島県大島郡瀬戸内町大字俵字崎山原９５５− ５ 

独立行政法人水産総合研究センター西海区水産研究所奄美庁舎 

 

４．調達期間 

平成２４年１０月１日～平成２５年３月３１日 

 

５．サイズ 

２５０ｇ～３００ｇ／尾を基本とし、これ以外のサイズとなる場合は、事前に当所の了解を得た

ものであること。 

 

６．成分 

以下のとおりであること。 

ｋ値   １５％程度以内 

ＰＯＶ値 ８０ｍｅｑ／ｋｇ程度以内 

粗脂肪  ２０％程度以内 

 

 

 



 

７．荷姿 

納入時、１枚当たり５０～６０尾の冷凍ブロックであり、餌料に欠損がないこと。 

ただし、上記５．の基本サイズ以外のものを納品する場合は、事前に当所と協議すること。 

 

８．輸送方法 

冷凍コンテナで行われ、輸送途中での積み替え、分散は行わない。 

 

９．納品 

（１）納品は下記予定により行われる。なお、下記はあくまでも予定であり変更となる場合があ

る。 

   納入月    納品回数   １納品あたり予定数量 

平成２５年１月   １回     １５，０００ｋｇ 

平成２５年２月   １回     １５，０００ｋｇ 

（２）受注者は、当所が供給を要求した際に、上記３．納入場所の冷凍庫内の指示する箇所に、

冷凍コンテナよりパレットに３５枚単位（１段５枚×７段積み）で積み替え、収納する。 

（３）受注者は、納品の際に納品書を提出するものとする。 

 

10．検 査 

本餌料の納品する際は、納品の都度、独立行政法人水産総合研究センター西海区水産研究所奄美

庁舎の検査職員による検査を受け、合格しなければならない。 

 

11．その他 

  納品された餌料に対する上記６．成分のほか、漁獲海域、冷凍までに要する時間、冷凍時間等を

書面で要求することがある。 
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