国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険センター公告第１号

入 札 公 告
次のとおり総合評価落札方式による一般競争入札に付します。
平成 30 年７月５日
国立研究開発法人森林研究・整備機構
森 林 保 険 セ ン タ ー
所 長
大 貫
肇
◎調達機関番号 806 ◎所在地番号 14
１

調達内容

(1) 品目分類番号 14、71、27
(2) 調達件名及び数量 森林保険業務システム実行基盤の構築、賃貸借及び運用管理業務
一式
(3) 調達件名の仕様等 仕様書のとおり。
(4) 履行期限 入札説明書による。
(5) 納入場所 入札説明書による。
２ 競争参加資格
(1)

国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱規程第７条及び第８条の規定に該
当しない者であること。

(2) 平成 28・29・30 年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」等級に格付けされて
いる者であること。
(3)

下記７の入札執行の日において、国立研究開発法人森林研究・整備機構又は農林水産
省から指名停止を受けている者でないこと。

(4) その他、入札説明書に定める競争参加資格を有すること。
(5) 上記件名にかかる入札説明書の交付を受けた者であること。
３

入札方法及び提案書の提出方法

(1) 入札方法
入札金額は、
上記件名に係る代金額の総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、

入札書に記載された金額に該当金額の 100 分の８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、見積もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載す
ること。
(2) 提案書等の提出
応札資料作成要領に定めるところにより、提案書、誓約書及び提案書頁番号欄に該当頁を
記載した評価項目一覧を提出すること。
４

契約条項を示す場所、入札説明書を交付する日時、場所及び方法

(1) 日時 平成 30 年７月５日（木）から平成 30 年８月 23 日（木）までの、土曜日、日曜
日及び祝日を除く毎日、午前 9 時から午後５時まで（正午から午後１時までの間
を除く）
(2) 場所 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町 66 番地２ 興和川崎西口ビル９階
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林保険センター 保険推進課
担当：高橋、土肥

電話：044-382-3523

(3) 方法 手交又は E-mail による。E-mail により交付を希望する場合は、必ず公告日、
入札件名、社名、住所、電話番号、E-mail アドレス、代表者名、担当者名を明記の上、
E-mail アドレス：suishin.fic@green.go.jp へ送信すること。当方から電子ファイル
（PDF 形式）により交付する。なお、送信した翌日（土曜日、日曜日及び祝日を除く）
午後１時を過ぎても当方から交付がない場合は、電話により確認すること。
５

入札書及び提案書等の提出期限及び提出場所等

(1) 提出期限 平成 30 年８月 28 日（火）午後５時まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝
日を除く毎日、午前 10 時から午後５時まで（正午から午後 1 時までの間を除く。）
）
(2) 提出場所 上記４（２）と同じ
(3) 提出書類 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）写し、入札書、委任状（代理人によ
る入札の場合）
、応札資料
６

企画提案会の日時及び場所

(1) 日時 平成 30 年 9 月３日（月）
、４日（火）
。時間については、応札者数により調整し、
開催日前日までに通知する。

(2) 場所

神奈川県川崎市幸区堀川町66番地２興和川崎西口ビル９階
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林保険センター会議室

７ 開札の日時及び場所
(1) 日時 平成 30 年９月７日（金）午後２時

(2) 場所 上記６（２）
８ 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に
違反した入札は無効とする。

９

入札保証金及び契約保証金 免除する。

10 契約書作成の要否 要
11

落札者の決定方法
国立研究開発法人 森林研究・整備機構契約事務取扱規程第 28 条に基づいて作成された
予定価格の制限の範囲内で、契約責任者が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最
低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、契約責任者が定める総合評
価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格に
よっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認め
られるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ
れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をも
って入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。

12 契約情報の公表
契約情報の公表「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月 7
日閣議決定）に基づき、当機構と一定の関係を有する法人等と契約をする場合には、当該法
人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、当機構との関係に係る情報
を当機構のホームページで公表する。なお、本件への応札若しくは応募又は契約の締結を
もって、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意したものとみなす。
13 その他 本公告に記載なき事項は入札説明書による。
14

Summary

(1) Contracting entity: Hajime Onuki, Director of Center for Forestry Insurance Center,
Forest Reserch and Management Organization
(2) Classification of the services to be procured : 71,27
(3) Nature and quantity of the services to be required: Construction, lease and operations
management of the forestry insurance duties system infrastructure 1set for Forestry
Insurance Center, Forest Research and Management Organization
(4) Fulfillment period: as in the tender documentation

(5) Fulfillment place: as in the tender documentation
(6) Qualifications for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for
participating in the proposed tender are those who shall :
① Not come under Article 7 and 8 of the Cabinet Order concerning the Contract for
forest research and management organization.
② have Grade A in ”offer of services etc “ in terms of the qualification for participating
in tenders by every ministry and agency in the fiscal years 2016,2017and2018.
③ not being suspended from transactions by the request of the officials in charge of
contract.
(7) Time-limit for tender: 5:00 PM 28 August 2018
(8) Contact Point for the notice: Tomokazu Takahashi, Insurance Promotion Division,
Forestry Insurance Center, Forest Research and Management Organization,
Kouwa Kawasaki Nishiguchi Building 9F,66－2 Horikawa-cho Saiwai-ku Kawasakishi, Kanagawa-Ken 212―0013 Japan, TEL 044―382―3523

