
入 札 公 告 

  次のとおり一般競争入札に付します。     

   平成27年６月１日 

独立行政法人 航空大学校 

                             理事長  紀 勝幸 

 ◎調達機関番号  556   ◎所在地番号  45 

 ○空大会第69号 

 １  調達内容 

  ⑴ 品目分類番号 15 

  ⑵ 購入等件名及び予定数量 宮崎本校運航管理通信卓製造 

  ⑶ 調達件名の特質等  仕様書による。 

  ⑷ 納入期限 契約締結日翌日から平成27年11月30日 

   ⑸ 履行場所  仕様書による。 

   ⑹ 入札方法 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。落札者の決定にあ

たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相当する額を加算

した金額、（該当金額に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108分の1

00に相当する金額を入札書に記載すること。原則として、当該入札の執行において

入札回数は２回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合

には、原則として独立行政法人航空大学校契約事務取扱要領第49条第１項の規程に

基づく随意契約には移行しない。 

  ２ 競争参加資格 

  ⑴ 独立行政法人航空大学校契約事務取扱要領第28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、契約締結のための必要な同

意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する｡ 

   ⑵ 平成25・26・27年度一般競争（指名競争）参加資格（全省庁統一資格）の「物品

の製造」のＡ，Ｂ，Ｃ又はＤ等級に格付けされていること。 

  ⑶ 競争参加資格確認申請書提出期限から開札までに、独立行政法人航空大学校所掌

の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（平成15年９月１日空大会第147号）

及び航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和59年６月28日空

経第386号）に基づく指名停止を受けていないこと。 

  ⑷ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、

国土交通省公共事業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。 

  ⑸ 平成12年４月１日以降に元請けとして調達物品又は、同種物品を製造した実績を

有すること。なお、同種物品とは、航空局における「運航管理卓」又は管制塔施設

の「管理卓」をさす。 



  ３  入札手続き方法等 

  ⑴ 入札説明書等の交付場所 〒880-8580 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田652番地2

    独立行政法人航空大学校 事務局会計課 経理係 

 電話0985-51-1212 FAX 0985-5 1-1229 

  ⑵ 入札説明書等の交付期間 本公告日から平成27年７月１日まで（土曜日、日曜日、

祝日を除く。時間は9時00分から17時00分まで。） 

  ⑶ 入札説明会の日時及び場所 原則として実施しない。※必要が生じた場合は、入

札説明書配布者に日時及び場所を連絡する。 

  ⑷ 競争参加資格確認申請書の提出場所及び方法 

受領期限 平成27年７月１日 17時00分 

 提出場所 上記３⑴に同じ。 

 提出方法 郵送（書留郵便）又は持参によるものとする。 

  ⑸ 入札（開札）日時及び場所  平成27年７月22日10時00分 

航空大学校宮崎本校２階小会議室 

 ４ その他 

  ⑴ 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。 

  ⑵ 入札保証金及び契約保証金  免除。 

  ⑶  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平成27年７月１

日までに、入札説明書に掲げる資料を提出し、当職の競争参加資格の確認を入札説

明書に定める日までに受けること。なお、期限までに資料を提出しない者、又は競

争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 

  ⑷ 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、その他入札説明書７⑷に掲

げる入札書は無効とする。 

  ⑸ 契約書作成の要否  要。 

  ⑹ 落札者の決定方法  独立行政法人航空大学校契約事務取扱要領第５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。 

  ⑺ 手続きにおける交渉の有無  無。 

  ⑻ 詳細は入札説明書による。 

 ５  Summary  

 ⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity:Katsuyuki Kino,P

resident of the IAI,Civil Aviation College. 

  ⑵ Classification of the products to be procured:15 

  ⑶ Nature and quantity of the services to  be required: Flight Operational Ma

nagement Console 1 set 

  ⑷ Delivery period: From November 30,2015 

  ⑸ Delivery place: As the tender explanatory pamphelet shows 



  ⑹ Qualification for participating in the tendering procedures: Suppliers elig

ible for participating in the proposed tender are those who shall 

  ① have grade A,B,C or Don “Manufacturing”in terms of the qualification for

 participating in tenders by the Ministry of Land, Infrastructure and Tran

sport(Single qualification for every ministry and agency) in the fiscal ye

ar of 2013/2014/2015 

② not come under Articles 28 of the Procedures of Contract              

③ meet the qualification requirements which the board chairman may specify  

  ⑺ Time-limit for tender : 17:00 P.M. July 21, 2015   

  ⑻ Contact point for the notice : Accounting section,Accounting division, Gene

ral Affairs Department, the IAI, Civil Aviation College,652-2,Akae-Hieda Miy

azaki-city 880-8580 Japan. TEL 0985-51-1212 FAX 0985-51-1229 


