 Contact point for the notice : Noriko
落札者の決定方法 本公告に示した役務を
ウ 一般競争（指名競争）参加資格申請書若 ４ その他
Hattori Financial Affairs, Administrative
提供できると分任契約担当役が判断した入札
 契約手続において使用する言語及び通貨
しくはこれに添付する書類中の重要な事項
Division, Kyoto National Museum 527
者であって、独立行政法人国立文化財機構契
日本語及び日本国通貨に限る。
について虚偽の記載をし、又は重要な事実
Chaya‑cho
Higashiyama‑ku
Kyoto‑shi
約事務取扱細則第10条の規定に基づいて作成
 入札保証金及び契約保証金 免除
について記載しなかった者
6050931 Japan TEL 0755317505
された予定価格の制限の範囲内で最低価格を
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
 令和元年10月14日現在において、平成31・
もって有効な入札を行った入札者を落札者と
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
32・33（令和１・２・３）年度全省庁統一資
入札公告
する。
れる義務を履行しなかった者の提出した入札
格における「役務の提供等」の等級「Ａ」又
次のとおり一般競争入札に付します。
 契約に係る情報の公開 独立行政法人国立
書、その他入札の条件に違反した入札は無効
は「Ｂ」の認定を受けていること。
令和元年８月 16 日
文化財機構契約情報公表に必要な事項に関す
とする。
なお、全省庁統一資格を有しない場合は独
独立行政法人勤労者退職金共済機構
る取扱いのとおりとする。

契約書作成の要否 要
立行政法人勤労者退職金共済機構における一
一般の中小企業退職金共済事業等勘定
 手続における交渉の有無 無。
 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲
般競争（指名競争）参加資格「役務の提供等」
業務経理契約担当役 理事 大地 直美
◎調達機関番号 583 ◎所在地番号 13
 その他 詳細は、入札説明書による。
内で最低価格をもって有効な入札を行った入
の等級「Ａ」又は「Ｂ」いずれかの認定を受
１ 調達内容
５ Summary
札者を落札者とする。
けている者。
 品目分類番号 71、27
 Contracting Entity : Yuji Kurihara, Depu‑
 詳細は入札説明書による。
 業務の全部又は総合的な企画及び判断並び
 調達等件名及び数量 中退共制度加入証明
に業務遂行に係る部分を第三者に再委託する ５ Summary
ty Director, Kyoto National Museum
書発行における電子申請システム関連機器更
 Classification of the products to be pro‑
 Official in charge of disbursement of the
ことは禁止する。
改に伴う構築役務及び機材一式調達・保守業
 プライバシーマークの認定を受けているこ
procuring entity : Naomi Oochi, Director
cured : 14
務
 Nature and quantity of the products to be
と、又は同等の個人情報保護の管理を行って
for accounting agreements, Organization
 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書
いることを証明できること。
for workers retirement allowance mutual
rent : Electronic copying machine, 1 set
による。
 Ｉ Ｓ Ｏ ／ Ｉ ＥＣ27001もしくはＪＩＳＱ
aid, General billings for the smaller enter‑
(including maintenance)
 履行期間 契約締結日から令和７年３月31
 Rent period : From 1, November, 2019 th‑
27001（情報セキュリティ管理システム）の
prise retirement allowance mutual aid of‑
日まで
いずれかの認証を取得していること、又は認
 履行場所 入札説明書及び仕様書による。
fice.
rough 31, October, 2022
２ 競争参加資格
 Classification of the products to be pro‑
 Rent place : Kyoto National Museum
定申請中であることを証明できること。
 次に該当しない者であること。
 Qualifications for participating in the
 機構が提示する「個人情報の取扱いに関す
cured : 71, 27
ア 契約を締結する能力を有しない者及び破
 Nature and quantity of the products to be
る特記事項」により契約を行えること。
tendering procedures : Suppliers eligible for
産者で復権を得ない者
 その他、仕様書に定める入札制限に該当し
purchased : Construction service and equip‑
participating in the proposed tender are
イ 次のからのいずれかに該当する者で
ないこと。
ment set procurement／maintenance work
those who shall :
その事実があった後２年を経過しない者
Ａ not come under Article 4 and 5 of the
３ 入札書の提出場所等
accompanied by electronic application sys‑
 契約の履行に当たり故意に工事若しく

契約条項を示す場所及び問い合わせ先
tem related equipment renewal in issuing a
Regulation concerning the Contract for
は製造を粗雑にし、又は物品の品質若し
〒1708055
東京都豊島区東池袋１丁目24
withdrawal certificate.
National Institutes for Cultural Heritage,
くは数量に関し不正行為をした者
 Delivery period : As in the tender do‑
Ｂ have the Grade A, Grade B or Grade C
番１号 独立行政法人勤労者退職金共済機構
 公正な競争の執行を妨げた者又は公正
総務部会計第一課調度係 森
哲生 電
cumentation
qualification during fiscal 2019 in the
な価格を害し若しくは不正の利益を得る
ために連合した者
 Delivery place : As in the tender do‑
話0369071280
Kinki area in offer of services for partici‑
 落札者が契約を締結すること又は契約
 入札説明会の日時及び場所 令和元年９月
cumentation
pating in tenders by Single qualification
の相手方が契約を履行することを妨げた
 Qualification for participating in the ten‑
３日（火）14時00分 独立行政法人勤労者退
for every ministry and agency,
者
Ｃ have proven to have prepared a system
職金共済機構９階会議室
dering procedures : Suppliers eligible for
 監督又は検査の実施に当たり職員の職
 入札説明書及び仕様書の交付 入札説明会
participating in the proposed tender are
to provide rapid after‑sale service and
務の執行を妨げた者
において交付する。
those who shall have a grade A or grade B
maintenance for the procured products,
 正当な理由がなくて契約を履行しな
Ｄ not be currently under a suspension of
 入札に参加を希望する者は、入札説明会に
on offer of services by The common quali‑
かった者
参加しなければならない。
fication for all ministries and agencies in
business order as instructed by Deputy
 上記からのいずれかに該当する事
 入札、開札の日時及び場所 令和元年10月
the fiscal years of 2019, 2020 and 2021 or
Director, Kyoto National Museum.
実があった後２年を経過しない者を、契
 Time limit for tender : 11 : 00 AM 7, Octo‑
15日（火）10時00分 独立行政法人勤労者退
Organization for Workers Retirement Al‑
約の履行に当たり、代理人、支配人、そ
職金共済機構９階会議室
の他の使用人として使用した者
lowance Mutual Aid.
ber, 2019
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