公告第157号
一般競争入札公告
下記のとおり一般競争入札に付します。
記
１ 競争入札に付する事項
（１）件名及び数量 関東信越国税局管内税務署等における駐車場等警備業務
区分１ 水戸税務署
555 時間
区分２ 土浦税務署
812 時間
区分３ 下館税務署
568 時間
区分４ 竜ケ崎税務署
1,506 時間
区分５ 太田税務署
472 時間
区分６ 潮来税務署
552 時間
区分７ 宇都宮税務署
1,207.5 時間
区分８ 栃木税務署
658 時間
区分９ 高崎税務署
660 時間
区分 10 館林税務署
705 時間
区分 11 埼玉県内 13 税務署
16,266.5 時間
区分 12 長岡税務署
1,120 時間
区分 13 長野・松本・上田・諏訪税務署
4,161 時間
（２）業務の内容
仕様書のとおり
（３）履行期間
区分１ 水戸税務署
平成 31 年１月 10 日(木）から平成 31 年３月 15 日（金）まで
区分２ 土浦税務署
平成 31 年１月４日（金）から平成 31 年３月 29 日（金）まで
区分３ 下館税務署
平成 31 年２月 15 日（金）から平成 31 年３月 15 日（金）まで
区分４ 竜ケ崎税務署
平成 31 年１月 23 日（水）から平成 31 年３月 15 日（金）まで
区分５ 太田税務署
平成 31 年１月 21 日（月）から平成 31 年３月 15 日（金）まで
区分６ 潮来税務署
平成 31 年２月 15 日（金）から平成 31 年３月 15 日（金）まで
区分７ 宇都宮税務署
平成 31 年１月 15 日（火）から平成 31 年３月 15 日（金）まで
区分８ 栃木税務署
平成 31 年１月 24 日（木）から平成 31 年３月 27 日（水）まで
区分９ 高崎税務署
平成 31 年１月 21 日（月）から平成 31 年３月 15 日（金）まで
区分 10 館林税務署
平成 31 年２月 15 日（金）から平成 31 年３月 15 日（金）まで
区分 11 埼玉県内 13 税務署
平成 31 年１月７日（月）から平成 31 年３月 29 日（金）まで
区分 12 長岡税務署
平成 31 年２月 18 日（月）から平成 31 年３月 15 日（金）まで
区分 13 長野・松本・上田・諏訪税務署 平成 31 年１月４日（金）から平成 31 年３月 15 日（金）まで
（４）証明書等の受領期限
平成30年11月22日（木）17時00分
（５）入札書の受領期限
平成30年11月26日（月）17時00分
（６）開札の日時及び場所
区分11から13 平成30年11月27日（火）11時00分 関東信越国税局 20階 入札室
区分１から10 平成30年11月27日（火）13時30分 関東信越国税局 20階 入札室
２ 競争に参加できる者
（１）平成28・29・30年度財務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ
」又は「Ｄ」に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
（２）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、
特別の理由がある場合に該当する。
（３）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。
（４）各省各庁から指名停止等を受けていない者（支出負担行為担当官が特に認める者を含む。）であること。
（５）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者である
こと。
（６）警備業法第４条に定める都道府県公安委員会の認定を受け、警備業法第２条第１項第１号及び第２号の登録を行
っている者であること。
３ 契約条項等を示す場所
区分１ 茨城県水戸市北見町１番17号
区分２ 茨城県土浦市城北町４番15号
区分３ 茨城県筑西市丙116番地16
区分４ 茨城県龍ケ崎市川原代町1182番地の５
区分５ 茨城県常陸太田市金井町3662番地
区分６ 茨城県潮来市小泉南1358番地
区分７ 栃木県宇都宮市昭和２丁目１番７号
区分８ 栃木県栃木市本町17番７号
区分９ 群馬県高崎市東町134番地の12
区分10 群馬県館林市仲町11番12号
区分11 埼玉県さいたま市中央区新都心１番地１

水戸税務署 総務課 会計係
土浦税務署 総務課 会計係
下館税務署 総務課 会計係
竜ケ崎税務署 総務課 会計係
太田税務署 総務課 会計係
潮来税務署 総務課 会計係
宇都宮税務署 総務課 会計係
栃木税務署 総務課 会計係
高崎税務署 総務課 会計係
館林税務署 総務課 会計係
関東信越国税局 総務部 会計課 経費第一係

区分12 新潟県長岡市千歳１丁目３番88号
区分13 長野県長野市西後町608番地の２
長野県松本市城西２丁目１番20号
長野県上田市中央西２丁目６番22号
長野県諏訪市清水２丁目５番22号

長岡税務署
長野税務署
松本税務署
上田税務署
諏訪税務署

総務課
総務課
総務課
総務課
総務課

会計係
会計係
会計係
会計係
会計係

４ 入札事項等説明及び仕様内容等説明の日時及び場所
日時
平成30年11月２日（金）から平成30年11月16日（金）
９時から12時、13時から17時の間
ただし、「行政機関の休日に関する法律」に定める行政機関の休日を除く。
場所
上記３「契約条項等を示す場所」に同じ。
※１ 仕様説明については、担当者へあらかじめ連絡を入れ、日時等を調整すること。
※２ 関東信越国税局においては、２階及び20階で受付を済ませること。
５ 入札保証金及び契約保証金に関する事項
全額免除する。
６ 入札書の記載金額
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８％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100に相当する金額を入札
書に記載すること。
７ 入札の無効
本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
８ 契約書の作成の要否
契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
なお、契約に際しては、１時間当たりの単価契約とする。
９ 問い合わせ先
（１）仕様内容に関する事項
区分１ 水戸税務署
総務課会計係 羽下 博司
TEL（029）231－4211
区分２ 土浦税務署
総務課会計係 鶴田 侑大
TEL（029）822－1100
区分３ 下館税務署
総務課会計係 髙橋 和恵
TEL（0296）24－2121
区分４ 竜ケ崎税務署 総務課会計係 髙田 康雄
TEL（0297）66－1303
区分５ 太田税務署
総務課会計係 中谷 裕一
TEL（0294）72－2171
区分６ 潮来税務署
総務課会計係 森下 知也
TEL（0299）66－6931
区分７ 宇都宮税務署 総務課会計係 渡邉 健夫
TEL（028）621－2151
区分８ 栃木税務署
総務課会計係 渡邉 真浩
TEL（0282）22－0885
区分９ 高崎税務署
総務課会計係 石原 志登
TEL（027）322－4711
区分10 館林税務署
総務課会計係 髙橋 直之
TEL（0276）72－4373
区分11 関東信越国税局 総務部 会計課 経費第一係 小森 耕平 TEL（048）600－3111（内線2123）
区分12 長岡税務署
総務課会計係 田村 健史 TEL（0258）35－2070
区分13 長野税務署
総務課会計係 原 俊彦
TEL（026）234－0111
松本税務署
総務課会計係 齋藤 浩一
TEL（0263）32－2790
上田税務署
総務課会計係 奥原 香里
TEL（0268）22－1234
諏訪税務署
総務課会計係 大池 智久
TEL（0266）52－1390
（２）入札及び契約に関する事項
関東信越国税局 総務部 会計課 経費第一係 小森 耕平 TEL（048）600－3111（内線2123）
以上公告する。
平成30年10月31日
支出負担行為担当官
関東信越国税局 総務部次長

熊藤 啓介

