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示すること。落札決定に当たっては、入札書
 「総合評価のために必要な書類」に関する
に記載された金額に当該金額の10パーセント
ヒアリング 令和元年10月23日を予定
に相当する額を加算した金額（当該金額に１
 入札及び開札の日時及び場所 令和元年11
円未満の端数があるときは、その端数金額を
月１日14時00分 独立行政法人環境再生保全
切り捨てるものとする。）をもって落札価格と
機構 第１会議室
するので、入札者は、消費税及び地方消費税 ４ その他
に係る課税事業者であるか免税事業者である
 入札及び契約手続において使用する言語及
かを問わず、見積もった契約金額の110分の
び通貨 日本語及び日本国通貨
100に相当する金額を入札書に記載すること。
 入札保証金及び契約保証金 免除
２ 競争参加資格
 入札者に要求される事項 この入札に参加
 独立行政法人環境再生保全機構契約事務取
を希望する者は、入札説明書に基づいて「総
扱細則第４条及び第５条の規定に該当しない
合評価のための必要な書類」を作成し、本公
者であること。
告に示した業務を完全に履行できることを証
 令和01・02・03年度競争参加資格（全省庁
明する書類を合わせて提出しなければならな
統一資格）の「役務の提供等」において、
「Ａ」、
い。また、入札及び開札の日の前日までの間
「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けを有してい
る者であること。
において契約担当職理事から「総合評価のた
 上記２のの資格を有する者のうち、随時
めに必要な書類」に関して説明が求められた
審査を受けた者にあっては、資格審査結果通
場合には、これに応じなければならない。な
知書（写）を入札日の前日までに提出するこ
お、提出された「総合評価のために必要な書
と。
類」については、環境再生保全機構において
 入札説明書の交付を受けた者であること。
総合評価基準に定める評価基準に基づき「総
 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる
合評価のために必要な書類」を審査するもの
者であること。
とし、審査の結果、合格した「総合評価のた
 個人情報の取扱いに関する契約書を締結で
めに必要な書類」に係る入札書のみを落札決
きる者であること。
定の対象とする。
「総合評価のために必要な書
３ 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所
類」の合否については、入札の前日までに連
及び問い合わせ先等
絡するものとする。
 契約条項を示す場所、入札書の提出場所及
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
び問い合わせ先
のない者の提出した入札書、入札者に求めら
〒2128554 神奈川県川崎市幸区大宮町
1310番 独立行政法人環境再生保全機構 財
れる義務を履行しなかった者の提出した入札
務部 経理課 川口、壁谷(かべや) 電話
書は無効とする。
044 520 9529
電子メールアドレス
 契約書作成の要否 要
keiri@erca.go.jp
 落札者の決定方法 総合評価落札方式とす
 入札説明書の交付期間 本公告の日から令
る。環境再生保全機構会計規程第46条の規定
和元年10月11日17時00分までに、上記３の
に基づいて作成する予定価格の制限の範囲内
の電子メールアドレスに連絡すること。後日、
の入札金額を提示した入札者であって、入札
入札説明書一式のデータを交付する。
説明書で指定する性能、機能等の要件のうち
 入札説明会の日時及び場所 令和元年９月
必須とした項目についての基準を全て満たす
９日14時00分 環境再生保全機構 第３会議
「総合評価のために必要な書類」を提出した
室 ※本説明会の参加は任意とします。
入札者の中から、入札説明書で定める総合評
 「総合評価のために必要な書類」の提出期
価の方法をもって落札者を決定する。
限及び場所 令和元年10月15日17時00分まで
 手続における交渉の有無 無
に、上記３のの場所に提出しなければなら
 その他 詳細は入札説明書による。
ない。
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Summary


Contracting entity : Katsuhide Tanaka,
Executive Director, the Environmental Res‑
toration and Conservation Agency of Japan



Classification of the services to be procu‑
red : 71, 27



Nature and quantity of the services to be
required : Construction and OperationMain‑
tenance of Web server and Web content



Fulfillment period : As in the tender do‑

cumentation


Fulfillment place : As in the tender do‑
cumentation



Qualifications for participation in the
tendering procedures : Suppliers eligible for
participating in the proposed tender are
those who shall



not come under Articles 4 and 5 of the
Regulation concerning the Contract for
the Environmental Restoration and Con‑
servation Agency of Japan.



have Grade A, B or C on provision of
services in terms of the qualification for
participating in tenders (single qualifica‑
tion for every ministry and agency) in fis‑
cal years 2019, 2020, and 2021.



submit a copy of the qualification re‑
sult letter of  mentioned above by a day
before the bid day.



not correspond to the reguirements for
disgualication.



Time‑limit for tender : 17 : 00, 15 Oct 2019



Contact point for notice : Kawaguchi and
Kabeya, Finance Division, Financial De‑
partment, the Environmental Restoration
and Conservation Agency of Japan, 1310

Omiya‑cho, Saiwai‑ku, Kawasaki, Kanag‑
awa 2128554 Japan ; Tel 0445209529,
E‑mail keiri@erca.go.jp

入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和元年８月 22 日
契約責任者
株式会社ゆうちょ銀行
常務執行役 小野寺敦子
◎調達機関番号 431 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 71、27
 競争に付する事項 投資信託販売活動にお
ける音声録音・画面録画システムの構築
 調達案件の仕様等 入札説明書による。
 履行期間 契約締結日から令和７年３月31
日まで
 履行場所 入札説明書による。
 入札・開札の日時及び場所 令和元年10月
31日午後１時00分 日本郵政グループ入札室
東京都千代田区大手町二丁目３番１号３階
２ 競争参加資格
 下記ア、イ、ウ、エ及びオに該当しない者
であること。
ア 当該契約を締結する能力を有しない者及
び破産者で復権を得ない者。ただし、制限
行為能力者であって契約締結のために必要
な同意を得ている者を除く。
イ 下記の各号の一に該当すると認められる
者でその事実があった後２年間を経過して
いない者。代理人、支配人その他の使用人
として使用する者についても同様とする。
 契約の履行にあたり故意に工事若しく
は製造を粗雑にし、又は物品の品質若し
くは数量に関して不正の行為をした者
 公正な競争の執行を妨げた者、又は公
正な価格を害し若しくは不正な利益を得
るために連合した者
 競争の参加を妨げ、又は契約の締結若
しくは履行を妨げた者
 監督又は検査に際し職務の執行を妨げ
た者
 正当な理由が無くて契約を履行しな
かった者
 その他、会社に損害を与えた者

