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 開札の日時及び場所 令 和 ２ 年 12 月 22 日
 入札説明書等の交付期間に別紙「秘密保持
Qualification for participating in the ten‑ ◎調達機関番号 901 ◎所在地番号 13
（火）11時 東京都千代田区内神田１１
に関する確認書」に基づき開示した「要件定
dering procedures : Suppliers eligible for １ 一般競争入札に付する事項
12 コープビル５階 独立行政法人農林漁業
義書等」を受領している者であること。
participating in the proposed tender are
 品目分類番号 71、27
信用基金 第２会議室
 入札説明書に示す、すべての事項を満たす
those who shall :
 入札件名 農業保証保険システムのデータ
４ 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表に
ことができる者であること。
 not come under Article 5 of the Regua‑
ベース暗号化等に係る設定・アプリケーショ
ついて 独立行政法人が行う契約については、
３ 入札書の提出場所等
tion concerning Contract for National
ンソフトウェアの改修業務
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
Hospital Organization (NHO). Further‑
 調達案件の仕様等 別添「入札説明資料」
針」
（平成22年12月７日閣議決定）において、独
入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先
more, minors, Person under Conservator‑
による。
立行政法人と一定の関係を有する法人と契約を
〒1018506 東 京 都 千代田区内神田１
ship or Person under Assistance that ob‑
 契約期間 別添「入札説明資料」による。
する場合には、当該法人への再就職の状況、当
１12
コープビル５階 独立行政法人農林
tained the consent necessary for conclud‑
 納入場所 別添「入札説明資料」による。
該法人との間の取引等の状況について情報を公
漁業信用基金 農業調整室 農業業務推進課
ing a contract may be applicable under
 入札方法 落札者の決定は、総合評価方式
開するなどの取組を進めるとされているところ
電 話 03 3294 4490 FAX03 3294
cases of special reasons within the said
です。これに基づき、以下のとおり、当信用基
をもって行うので、提案に係る性能、機能、
3140 Ｅメールsystem@jaffic.go.jp
clause ;
金との関係に係る情報を当信用基金のホーム
技術等に関する書類を提出すること。なお、
 入札説明資料及び要件定義書等の交付期間
 not come under Article 6 of the Regula‑
ページで公表することとしますので、所要の情
落札決定に当たっては、入札書に記載された
令和２年10月27日（火）〜令和２年11月27
報の当方への提供及び情報の公表に同意の上
tion concerning Contract for NHO ;
金額に当該金額の10パーセントに相当する額
で、応札若しくは応募又は契約の締結を行って
日（金）17時 土日祝祭日を除く平日10時か
 have Grade A, B or C in Sales of prod‑
を加算した金額（当該金額に１円未満の端数
いただくようご理解とご協力をお願いいたしま
ら17時まで（12時から13時を除く）交付場所
ucts for participating in tenders by Min‑
があるときは、その端数金額を切り捨てるも
す。なお、案件への応札若しくは応募又は契約
において交付する。なお、当信用基金ホーム
istry of Health, Labour and Welfare
のとする。）をもって落札価格とするので、入
の締結をもって同意されたものとみなさせてい
ページの契約関連情報（https://www.jaffic.
(Single qualification for every ministry
札者は、消費税に係る課税事業者であるか免
ただきますので、ご了知願います。
go.jp/procurement/index.html）にて入札公
and agency) in Kyusyu‑Okinawa Region ;
税事業者であるかを問わず、見積もった契約
 公表の対象となる契約先 次のいずれにも
告、入札説明資料等入札に関わる各種書類を
 prove to have obtained the firstclass
金額の110分の100に相当する金額を入札書に
該当する契約先
公表している。要件定義書等については、秘
license for selling drugs in accordance
記載すること。
ア 当信用基金において役員を経験した者
密保持に関する確認書を提出した者へメール
with the Pharmaceutical Affairs Law ;
（役員経験者）が再就職していること又は
２ 競争参加資格
等で個別配布する。
 prove that they can deliver the drugs
課長相当職以上の職を経験した者（課長相
 独立行政法人農林漁業信用基金契約事務取
 競争参加資格確認申請書の提出期限 令和
on the date and to the place specified by
当職以上経験者）が役員、顧問等として再
扱細則第10条の規定に該当しない者であるこ
２年11月27日（金）17時 持参又は郵送によ
the Obligating Officer ;
就職していること
と。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人
り提出すること。電送（ファックス、電子メー
 meet the qualification requirements
イ 当信用基金との間の取引高が、総売上高
であって、契約締結のために必要な同意を得
ル等）による提出は認めない。なお、上記期
which the Obligating Officer may specify
又は事業収入の３分の１以上を占めている
ている者は、同条第１項中、特別な理由があ
限において、当該申請書の提出が１者である
in accordance with Article 4 of the Regu‑
こと
る場合に該当する。(当信用基金ホームペー
場合には、その後の入札手続きを中止し、再
※予定価格が一定の金額を超えない契約や
lation ;
ジの契約関連情報を参照。）
光熱水費の支出に係る契約等は対象外
公告するものとする。
 Time‑limit for tender : 5 : 00 P.M. Decem‑
 公告日において令和２・３・４年度全省庁
 公表する情報 上記に該当する契約先につ
 入札に関する質問の受付期限 令和２年12
ber 16, 2020
統一資格の「役務の提供等」の「Ａ」、
「Ｂ」
いて、契約ごとに、物品役務等の名称及び数
月16日（水）15時 入札に関する質問がある
 Contact point for the notice : Yoshinori
又は「Ｃ」の等級に格付けされ、関東、甲信
量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等
場合は、質問書（様式の指定なし）により、
Matsuda, Director, Accounting Division,
と併せ、次に掲げる情報を公表します。
越地域の競争参加資格を有する者（以下「全
原則として電子メールにて照会すること。
National Hospital Organization Kokura
ア 当信用基金の役員経験者及び課長相当職
省庁統一資格者」という。
）とする。
 入札の日時及び場所（提案書等提出期限）
Medical Center, 101 Harugaoka Ko‑
以上経験者（当信用基金ＯＢ）の人数、職

会社更生法（平成14年法律第154号）に基
令和２年12月16日（水）17時 東京都千代
kuraminamiku Kitakyusyu‑shi Fukuoka‑
名及び当信用基金における最終職名
づき更生手続き開始の申立てがなされている
田区内神田１１12 コープビル５階 独
ken 8028533, Japan. TEL 0939218881
イ 当信用基金との間の取引高
者又は民事再生法（平成11年法律第255号）
立行政法人農林漁業信用基金 農業調整室
ext. 8400
ウ 総売上高又は事業収入に占める当信用基
に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
農業業務推進課 入札書等を持参により提出
金との間の取引高の割合が、次の区分のい
入札公告
る者でないこと。
すること。郵送及び電送（ファックス、電子
ずれかに該当する旨 ３分の１以上２分の
 税の滞納がないこと。
次のとおり、一般競争入札に付します。
メール等）によるものは認めない。なお、上
１未満、２分の１以上３分の２未満又は３
 経営の状況又は信用度が極度に悪化してい
令和２年 10 月 27 日
記期日において、入札者が１者である場合に
分の２以上
ないと認められる者であり、適正な契約の履
独立行政法人農林漁業信用基金
は、入札執行を中止し、再公告するものとす
エ 一者応札又は一者応募である場合はその
総括理事 深水 秀介
る。
行が確保される者であること。
旨

