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入札公告 

次のとおり一般競争入札に付します。 

                    

平成25年７月５日 

独立行政法人水産総合研究センター 

     北海道区水産研究所長 福田 雅明 

 

◎調達機関番号 540  ◎所在地番号 14 

１ 調達内容 

(1) 品目分類番号  １ 

(2) 購入等件名及び数量  

① 乾燥配合飼料 Ａ号 19,680kg 

② 乾燥配合飼料 Ｂ号 105,420kg 

(3) 調達件名の特質等  入札説明書による 

(4) 納入期限  平成25年12月13日 

(5) 納入場所  独立行政法人水産総合研究センター北海道区水産研究所 

① 斜里さけます事業所（北海道斜里郡清里町字江南807番地17） 

② 伊茶仁さけます事業所（北海道標津郡標津町字川北3491番地） 

③ 虹別さけます事業所（北海道川上郡標茶町虹別728番地１） 

④ 十勝さけます事業所更別施設（北海道河西郡更別村字勢雄428番地３） 

⑤ 鶴居さけます事業所（北海道阿寒郡鶴居村雪裡北6線東4番地） 

⑥ 徳志別さけます事業所（北海道枝幸郡枝幸町徳志別1277番地２） 

⑦ 天塩さけます事業所（北海道中川郡美深町西３条南４丁目１） 

⑧ 千歳さけます事業所（北海道千歳市蘭越９番） 

⑨ 静内さけます事業所（北海道日高郡新ひだか町静内御園394番地） 

⑩ 八雲さけます事業所上八雲施設（北海道二海郡八雲町上八雲59番地） 

⑪ 札幌庁舎（北海道札幌市豊平区中の島２条２丁目４－１） 

(6) 入札方法  落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パ－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25.26.27年度独立行政法人水産総合究センター競争参加資格又は全省庁統一資の「物品の

販売契約」又は「物品の製造契約」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。 
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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。 

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 〒062－0922 

札幌市豊平区中の島２条２丁目４－１ 独立行政法人水産総合研究センター北海道区水産研究

所業務推進部業務管理課 用度係 沼下 光輝 電話011－822－2176 

(2) 入札説明書の交付方法  本公告の日から上記(1) の交付場所にて交付するほか、郵送による配

布希望者は、封筒に「乾燥配合飼料入札説明書希望」と記入の上、返信用封筒（角２判） に240

円切手を貼付し、上記3 (1)宛郵送する。 

(3) 入札説明会の日時及び方法  仕様書等に関し質疑がある場合には、平成25年８月１日までに上

記３あてにメール又はファックスにて質疑をおこなうこと。当日までの質疑を取りまとめ、回

答は登録者全員に対して行うとともに当センターのホームページにて公表することにより入札

説明会に代える。なお、当該日以降に質疑が発生した場合も随時受け付け、同様に対応する。 

(4) 入札書の受領期限 平成25年８月28日17時 

(5) 開札の日時及び場所 平成25年８月29日14時 独立行政法人水産総合研究センター北海道区

水産研究所２階会議室 

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、封印した入札書に本公告に示

した物品を納入できることを証明する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、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北

海道区水産研究所長からの当該書類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北海道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) 手続きにおける交渉の有無 無。 

(8) 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。 

(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 
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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: Masaaki Fukuda,       

Director-General, Hokkaido National Fisheries Research lnstitute 

(2) Classification of the products to be    

procured: １ 

(3)Nature and quantity of the products to bepurchased: 

① Dry Food for Rearing Salmon Type Ａ      19,680kg 

② Dry Food for Rearing Salmon Type Ｂ      105,420kg 

(4) Deadline delivery: 13 December 2013 

(5) Delivery place: Hokkaido National Fisheries Research Institute, Fisheries  

Research Agency, 
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① Shari Field Station 

② Ichani Field Station 

③ Nijibetsu Field Station 

④ Sarabetsu Field Station 

⑤ Tsurui Field Station 

⑥ Tokushibetsu Field Station  

⑦ Teshio Field Station 

⑧ Chitose Field Station 

⑨ Shizunai Field Station 

⑩ Kamiyakumo Field Station  

⑪ Hokkaido National Fisheries Research Institute 

(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” or “manufacturing” 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 2013, 2014 and 2015. 

(7) Time-limit for the tender: 17:00 28 August 2013 

(8) Contact point for the notice: Mitsuteru Numashita, Purchasing Subsection Management 

Section Project Management Division Hokkaido National Fisheries Research Institute, 

Fisheries Research Agency, 2－2－4－1 Nakanoshima, Toyohiraku, Sapporo, 062-0922, Japan, 

TEL:011-822-2176 

 


