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nor credibility is deteriorating
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立行政法人と一定の関係を有する法人と契約
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予算決算及び会計令第71条の規定に該当し
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 万全な情報（個人情報を含む）セキュリティ
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「役務
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３ 入札書の提出場所等
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格付けされている者であること。
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 入札書の提出場所 下記３に同じ
 Contracting entity : Shozo Maeda, Chief
 その他独立行政法人高齢・障害・求職者雇
 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場
of Accounting Treasury Department, Wel‑
入札公告
用支援機構契約担当役理事が別に定める資格
所及び問合せ先 〒1058486 東京都港区虎
fare and Medical Service Agency
を有することを証明した者であること。
次のとおり一般競争入札に付します。
ノ門４３13ヒューリック神谷町ビル９階
 Classification of the services to be pro‑
３ 入札書の提出場所等
独立行政法人福祉医療機構 経理部会計課
令和３年４月 12 日
cured : 71, 27
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
渡辺 千里 電話0334389929
 Nature and quantity of the services to be
独立行政法人
入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先
 入札説明書の交付方法 上記３の交付場
purchased : Outsourcing the hosting, opera‑
高齢・障害・求職者雇用支援機構
〒2618558 千葉県千葉市美浜区若葉３
所にて交付する。
tion and maintenance services for systems
契約担当役理事 児玉 進矢
１２
高度訓練センター内 独立行政法人
 入札書の受領期限 令和３年６月３日15時
and so forth for handling mutual aid ser‑
◎調達機関番号 617 ◎所在地番号 12
高齢・障害・求職者雇用支援機構
経理部契
00分
vices for retirement benefits
１ 調達内容
約第二課契約第一係 電話0432136426
 入札、開札の日時及び場所 令和３年６月
 Implementation term : From August 1,
 品目分類番号 73
※入札書及びその他必要書類の提出場所は、
22日14時00分 独立行政法人福祉医療機構
2021 to September 30, 2022
 調達件名及び数量 令和３年度生涯現役社
会議室（ヒューリック神谷町ビル）
 Fulfillment place : Place designated by
高度訓練センター４階の経理部契約第二課
会の実現に向けたシンポジウムにおける新聞
４ その他
Chief of Accounting Treasury Department,
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（高度訓練センター
広告掲載ほか 一式
 契約手続において使用する言語及び通貨
Welfare and Medical Service Agency
１階の総務課には提出しないこと。）
日本語及び日本国通貨に限る。
 Qualification for participating in the ten‑
 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書
 入札説明書等の交付方法 本公告の日から
 入札保証金及び契約保証金 免除
dering procedures : Suppliers eligible for
による。
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Welfare and Medical Service Agency Ac‑
 入札金額は、総価を記載すること。
を
希 望 す る 場 合 は、 以 下 の と お り
とする。
counting Ordinance
 落札決定に当たっては、入札書に記載さ
keiyaku@jeed.go.jpあて依頼すること。
 契約書作成の要否 要
 have Grade A, B or C in offer of
れた金額に当該金額の10パーセントに相当
 電子メールの件名は、
『「令和３年度生涯
 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲
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する額を加算した金額（当該金額に１円未
現役社会の実現に向けたシンポジウムにお
内であり、総合評価の性能等のうち必須とさ
participating in tenders by Single qualifi‑
満の端数があるときは、その端数金額を切
ける新聞広告掲載ほか」に係る入札説明書
れた項目を全て満たした者であって、得た数
cation for every ministry and agency in
等の交付依頼』とすること。
り捨てた金額とする。）をもって落札価格と
値のもっとも高い者を落札者とする。
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