
入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

本入札に係る落札決定及び契約締結の条件は、

令和４年度予算（暫定予算を含む。）が成立し、

予算示達された場合とする。

令和３年 12月 27日

支出負担行為担当官

東北地方整備局長 稲田 雅裕

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04

１ 調達内容

(1) 品目分類番号 ２

(2) 購入等件名及び数量

Ⅰ ガソリン外購入単価契約（宮城県）一式

Ⅱ ガソリン外購入単価契約（秋田県）一式

Ⅲ ガソリン外購入単価契約（山形県）一式

（いずれも電子調達システム対象案件）

(3) 調達件名の特質等 入札説明書による。

(4) 納 入期間 令和４年４月 1日 から令和５年

３月 31日まで



(5) 納入場所 入札説明書による。

(6) 入札方法

① 入札は、総価金額による最低価格落札方

式にて行う。入札者は、調達揮発油類の本

体価格のほか、運搬等納入に要する一切の

諸経費を含めて購入品目毎の調達単価を設

定し、それに予定数量を乗じた総価金額を

見積もり、その総価金額を入札書に記載す

ること。

② 落札者の決定に当たっては、入札書に記

載された①の総価金額に当該金額から軽油

引取税相当額を控除した金額の 100分 の 10

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

金額から軽油引取税相当額を控除した金額

の 110分の 100に相当する金額に軽油引取税

相当額を加算した金額（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



り捨てた金額とする。）を入札書に記載す

ること。

③ 原則として当該入札の執行において入札

執行回数は、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

は、原則として予算決算及び会計令（以下

「予決令」という。）第 99条 の２の規定に

基づく随意契約には移行しない。

④ 落札予定者は、購入品目ごとの単価を決

定するため、開札後直ちに当該入札書に記

載された総価金額の積算根拠となった購入

品目ごとの単価表を提出すること。

(7) 電子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用

本件は、競争参加資格確認申請書及び申

請に際して必要な証明書等（以下「申請書

等」という。）の提出、入札を電子調達シ

ステムで行う対象案件である。なお、電子

調達システムによりがたい場合は、紙入札

方式参加願を提出しなければならない。

(8) 本入札に係る開札は、落札決定を保留した



上で行うものであり、納入開始日及び契約締

結日は令和４年４月１日とする。なお、令和

４年度予算（暫定予算を含む。）が成立しな

かった場合は、予算成立後の同日以降とする

ことがある。また、暫定予算となり予算措置

が全額計上されていない場合は、本予算成立

を条件にして、納入期間を暫定予算の期間、

契約額を暫定予算の額（暫定予算の期間を全

体の納入期間で除して算出した額）とする。

２ 競争参加資格

(1) 予決令第 70条及び第 71条の規定に該当しな

い者であること。

(2) 国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）

における「物品の販売」のうちＡ、Ｂ、Ｃ又

はＤ等級に格付けされた東北地域の競争参加

資格を有する者であること。

(3) 会 社 更生法（平成 14年 法律第 154号 ）に基

づき更生手続開始の申し立てがなされている

者又は民事再生法（平成 11年 法律第 225号 ）

に基づき再生手続開始の申し立てがなされて



いる者は、競争参加資格の再認定を受けてい

ること。

(4) 申請書等の提出期限の日から開札の時まで

の期間に、東北地方整備局長から指名停止を

受けていないこと。

(5) 入 札説明書及び仕様書等を３ (1)① か ら直

接ダウンロードにより交付を受けた者、３ (1)

② から直接交付を受けた者、又は、３ (1)②

に送付の希望を申し出、交付を受けた者であ

ること。

(6) 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ものとして、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。

(7) 入札の参加を希望する者の給油所又は代行

給油所（高速道路内にあるものを除く。）が、

仕様書に定める調達対象官署所在地の「同一

市区郡」にあることを証明する書類を提出し

た者であること。

(8) 競争参加資格の申請の時期及び場所 「競



争参加者の資格に関する公示」（令和３年３

月 31日付け官報）に記載されている時期及び

場所で申請を受け付ける。

３ 入札説明書の交付場所等

(1) 入札説明書の交付場所

① 電子調達システム

https://www.geps.go.jp/

② 〒 980-8602 仙台市青葉区本町３－３－

１仙台合同庁舎Ｂ棟 東北地方整備局総務

部契約課購買第二係長 阿部 宏樹 電話

022-225-2171（内線 2538） 電子メールア

ドレス thr-82koubai@mlit.go.jp

(2) 入札説明書の交付方法 電子調達システム

から入手すること。これによりがたい場合は、

(1)② の 場所で交付を行う。なお、送付を希

望する場合は、送付先、会社名、担当者名、

電話番号等を明記の上、電子メールにより申

し出ること。ただし、送付に要する費用は希

望者の負担とする。

４ 申請書等の提出場所等



(1) 電子調達システムによる申請書等の提出場

所 ３ (1)①に同じ。

(2) 紙入札方式による申請書等の提出場所及び

問い合わせ先 ３ (1)②に同じ。

(3) 電子調達システム又は紙入札方式による申

請書等の提出期限 令和４年２月１日 16時 00

分

(4) 申請書等の提出方法 電子調達システム、

持参、郵送（書留郵便に限る。提出期限まで

必着。）又は託送（書留郵便と同等のものに

限る。提出期限まで必着。）にて提出するこ

と。

５ 入札書の提出場所等

(1) 電子調達システムによる入札書の提出場所

３ (1)①に同じ。

(2) 紙入札方式による入札書の提出場所、契約

条項を示す場所及び問い合わせ先 ３ (1)②

に同じ。

(3) 電子調達システム又は紙入札方式による入

札書の提出期限 令和４年３月９日 16時 00分



(4) 入札書の提出方法 電子調達システム、持

参又は郵送（書留郵便に限る。）にて提出す

ること。

(5) 開札の日時及び場所 令和４年３月 10日

Ⅰ 10時 00分 Ⅱ 14時 30分 Ⅲ 11時 00分

東北地方整備局総務部契約課入札室

６ 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に限る。

(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

① 電子調達システムにより参加を希望する

者は、申請書等を、４ (3)の 提 出期限まで

に、３ (1)① に示すＵＲＬに提出しなけれ

ばならない。

② 紙入札方式により参加を希望する者は、

申請書等を、４ (3)の 提 出期限までに、３

(1)② に示す場所に提出しなければならな

い。

また、①、②いずれの場合も、５ (3)の 入



札書の提出期限までの間において、支出負担

行為担当官から申請書等の内容に関する説明

を求められた場合には、それに応じなければ

ならない。

(4) 入札の無効 競争参加資格のない者、入札

に関する条件に違反した者、入札者に求めら

れる義務を履行しなかった者、申請書等に虚

偽の記載をした者又は電子調達システムを利

用するための電子証明書を不正に使用した者

が提出した入札書は無効とする。

(5) 契約書の作成の要否 要

(6) 落札者の決定方法 予決令第 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者を

落札者とする。

(7) その他 詳細は入札説明書による。

７ Summary

(1) Official in charge of disbursement of

the procuring entity : INADA Masahiro,

Director-General of Tohoku Regional De-



velopment Bureau

(2) Classification of the products to be

procured : ２

(3) Nature and quantity of the products

to be purchased : Ⅰ Gasoline etc, 1 s-

et A purchase unit price contract of G-

asoline and others (Miyagi- ken) Ⅱ Ga-

soline etc, 1 set A purchase unit pric-

e contract of Gasoline and others (Aki-

ta- ken) Ⅲ Gasoline etc, 1 set A purc-

hase unit price contract of Gasoline a-

nd others (Yamagata-ken)

(4) Delivery period : From １ April, 2022

through 31 March, 2023

(5) Delivery place : As shown in the ten-

der documentation.

(6) Qualification for participating in th-

e tendering procedures : Suppliers el-

igible for participating in the propos-

ed tender are those who shall :



① Do not come under Article 70 and 71

of the Cabinet Order concerning the

Budget, Auditing and Accounting

② Have Grade A, B, C or D on “ selli-

ng of products” in Tohoku Area in t-

erms of qualification for participat-

ing in tenders by Ministry of Land,In-

frastructure,Transport and Tourism(Si-

ngle qualification for every ministry

and agency)

③ Do not be under suspension of nomi-

nation by Director-General of Tohoku

Regional Development Bureau from Tim-

elimit for the tender to Bid Opening

④ The person who obtained a bid manu-

al from the person of ordering direct-

ly

⑤ Not once being rejected, or under

remaining denial, from the national

order operations upon police request



because of their practical operation

by Boryokudan members or other antis-

ocial bodies

(7) Time-limit for the submission of app-

lication forms and relevant documents

for the qualification : 16:00 1 Febru-

ary, 2022

(8) Time-limit for tender : 16:00 ９ Mar-

ch, 2022

(9) Contact point for the notice : ABE Hi-

roki, Purchase ２ nd Section, Contract

Division, General Affairs Department,

Tohoku Regional Development Bureau, Mi-

nistry of Land, Infrastructure, Transp-

ort and Tourism, 3-1-1, Honcho, Aobaku,

Sendai-shi, Miyagi-ken, 980-8602, Jap-

an. TEL022-225-2171 ex. 2538


