
入札公告をご覧いただく前に

（公告概要のお知らせ）

この度公告する｢インターネットプロバイダサービス提供業務｣の主な内容は、

以下のとおりです。（入札公告本文は、このお知らせの後段に掲載しておりま

す。）

一．業務内容等について

(1)業 務 名 インターネットプロバイダサービス提供業務

(2)提供期間 平成３１年２月１日から平成３６年１月３１日まで

(3)業務内容 本業務は、水資源機構の業務を円滑に遂行するため、アクアネットとイン

ターネットの中継・接続及びメールの送受信等のプロバイダサービス提供を

行うものです。

二．競争に参加するための資格について

(1)水資源機構の競争参加資格

物品製造等のうち業種区分の「ソフトウェア、情報処理、提供サービス」の認定を受

けており、かつ、営業品目の「ソフトウェア、プログラム等のシステム開発・保守等」

に登録していること。

(2)企業の履行実績

平成２０年４月１日から本業務における確認申請書等の提出期限までに元請けとして

完了した同種業務の提供実績を有していること。

【同種業務として認める提供実績の要件】

以下の①及び②を全て満たすサービス提供業務

①社内ＬＡＮとインターネットの接続・中継

②メール送受信の中継

(3)プライバシーマーク制度の認定、またはISMS(ISO27001)の認証を取得していること。

(4)電気通信事業者の資格取得を証明した者であること。

(5)仕様書で示す技術仕様を満足すること。

(6)その他欠格要件に該当しないこと。

三．入札・開札までのスケジュールについて

(1) 入札説明書、仕様書等の配布期間

平成３０年７月３１日（火）から平成３０年９月１９日（水）まで

(2) 一般競争競争参加資格及び総合評価技術審査申請書、入札書の提出期限

平成３０年９月１９日（水）１７：００ （郵送又は持参による。）

(3) 開札 平成３０年１０月１０日（水）１１時００分

四．落札者の決定方法

総合評価落札方式

五．その他

本件に関し入札説明書等の交付を希望される方は、ＦＡＸにて「入札説明書等の交付依

頼」を下記までご請求ください。

本件に関する問い合わせ先

独立行政法人水資源機構 技術管理室 契約企画課 松崎

ＴＥＬ：０４８－６００－６５３４ ＦＡＸ：０４８－６００－６５８８



 

 
入 札 公 告 

 
 次のとおり一般競争入札に付します。 
 本案件は、競争資格確認のための証明書等（以
下「証明書等」という。）及び総合評価技術資料
の提出対象案件です。 

また、本案件は、「女性の活躍推進に向けた公
共調達及び補助金の活用に関する取組指針」（平
成28年３月22日すべての女性が輝く社会づくり本
部決定）に基づき、ワーク・ライフ・バランスを
推進する企業として関係法令（女性活躍推進法、
次世代育成支援対策推進法、青少年雇用促進法）
に基づく認定を受けた企業及びそれに準ずる企業
を評価（認定企業等を加点）する対象案件です。 

 
 平成30年 7月31日 
  独立行政法人水資源機構契約職 
   副理事長 佐藤 具揮 
 
◎調達機関番号 563  ◎所在地番号 11 
１ 調達内容 
 (1) 品目分類番号 71、27 
 (2) 件名及び数量 
   インターネットプロバイダサービス提供業

務 一式 
 (3) 業務の特質等 入札説明書による 
（4） 契約期間 
   契約締結の翌日から平成36年1月31日 
 (5) 提供期間 
   平成31年2月1日から平成36年1月31日 
 (6) 提供場所 
   埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2 
   独立行政法人水資源機構本社及びデータセ

ンタ 
 (7) 入札方法  

落札者の決定は、総合評価の方法をもって
行う。 
①総合評価のための専門的知識、技術及び創
意等に関する書類(以下「総合評価技術資
料」という。)を提出すること。 
②入札書に記載された金額に当該金額の100
分の８に相当する額を加算した金額（当該金
額に１円未満の端数があるときは、その端数
金額を切り捨てた金額とする。）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、見積もった契約希望金額
の108分の100に相当する金額を入札書に記載
すること。 

 
２ 競争参加資格  

以下の条件を全て満たし、本件に係る一般競
争入札参加資格を有すると確認された者とす
る。 

 (1) 物品等の調達に関する契約事務処理要領第



 
5条第2項の規定に該当しない者であること。 

 (2) 当機構における平成29・30年度一般競争
（指名競争）参加資格業者のうち、物品製造
等の業務区分「ソフトウェア、情報処理、提
供サービス」の認定を受けており、かつ営業
品目の「ソフトウェア・プログラム等のシス
テム開発・保守等」に登録していること。 

   ただし、本公告時に一般競争（指名競争） 
参加資格の認定を受けていない者について 
も、一般競争参加資格及び総合評価技術審査 
申請書（以下「申請書」という。）、一般競 
争参加資格及び総合評価技術審査資料（以下 
「資料」という。）を提出することができる 
が、競争に参加するためには、開札の時にお 
いて、一般競争（指名競争）参加資格の認定 
を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けて 
いなければならない。 

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者につい
ては、手続開始の決定後、一般競争（指名競
争）参加資格の再認定を受けていること。 

 (4) 当機構における指名停止の期間中でないこ
と。 

(5) 平成20年4月1日から本業務における申請書
及び資料の提出期限までに、元請けとして同
種業務を完了した実績を有している者である
こと。履行が完了していない業務は実績とし
て認めない。同種業務とは、以下①から②全
てを満たすサービス提供業務の完了した提供
実績とする。 

    ①社内LANとインターネットの接続・中継 
   ②メール送受信の中継 
(6) プライバシーマーク制度の認定、またはISO

27001(ISMS)の認証を取得していること。 
(7) 電気通信事業者の資格所有を証明した者で

あること。 
(8) 仕様書で示す技術仕様を満足すること。 
 (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係

又は人的関係がないこと。 
 (10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営

を支配する業者又はこれに準ずるものとし
て、水資源機構発注業務等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこ
と。 

 
３ 入札書の提出場所等 
 (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及

び当該入札に関する問い合わせ先 
〒330-6008 
埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2 
独立行政法人水資源機構 技術管理室契約
企画課 松崎 
電話048-600-6534 FAX048-600-6588 

 (2) 入札説明書の交付場所及び交付方法 
    別途指定するアドレスからのダウンロード



 

による。詳細については、上記3(1）まで
問い合わせをすること。 

 (3) 入札書の受領期限 
   平成30年 9月19日 17時00分 
 (4) 開札の日時及び場所 
   平成30年10月10日 11時00分 
   独立行政法人水資源機構 

本社 ７階入札執行室 
 

４ その他 
 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 
   日本語及び日本国通貨に限る。 
 (2) 入札保証金及び契約保証金  免除 
 (3) 入札者に要求される事項 
      この競争に参加を希望する者は、封印し

た入札書のほかに本公告の競争参加資格を
有することを証明する書類を、本公告3(3)
の入札書の受領期限までに提出しなければ
ならない。また、開札日の前日までの間に
おいて当機構から当該書類に関し説明を求
められた場合にはそれに応じなければなら
ない。 

 (4) 入札の無効 
    本公告に示した入札参加に必要な資格の

ない者、入札条件に違反した者又は入札者
に求められる義務を履行しなかった者の提
出した入札書は無効とする。 

 (5) 契約書の作成の要否  要 
 (6) 落札者の決定方法 
    総合評価落札方式とする。予定価格の制

限の範囲内で入札を行った者のうち、価格
と価格以外の要素を総合的に評価して得ら
れる数値の最も高いものを落札者とする。 

    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
評価値の最も高い者を落札者とすることが
ある。 

 (8) 手続における交渉の有無  無 
 (9) 詳細は入札説明書による。 
 
５  Summary 

 (1)  Contracting entity：Tomoki Sato, Exec-

utive Vice President, Japan Water Agency 

 (2)  Classification of the products to be  
 procured：71,27 

 (3)  Nature and quantity of the products to
be purchased：Offer to provide business 
Internet service provider 

（4）Contract period：From the day following
 the contract to 31 January, 2024 



 

 (5)  Offer period：From 1 February ,2019  
to 31 January, 2024 

 (6） Fulfillment place：Head Office of Jap-
an Water Agency and Data Centers. 

 (7)  Qualification for participating in the
     tendering procedures: Suppliers eligib-
     le for participating in the proposed t-
     ender are those who shall: 
    ①  have the qualification on (in the f-

iscal year 2017 and 2018) 'Software,In-
formation processing and Information s-
ervice' in 'the Classification of serv-
ice' in terms of the qualification for 
participating in  tenders by the Japan 
Water Agency. 

    ②  not correspond to the requirements  
for disqualification. 

 (8)  Time limit of tender : 17:00 19 Septem
ber, 2018 

 (9)  Contact point for the notice: Sakae Mat-
suzaki Procurement Design Division, Gene-
ral Enginearing Affairs Department, 

   Japan Water Agency on, 11-2, Shintoshin,
    Chuo-Ward, Saitama-City, Saitama-Prefec-
    ture, Japan, 330-6008. 
   TEL 048-600-6534, FAX 048-600-6588 

 



電話番号 ０４８－６００－６５３４ ＦＡＸ番号 ０４８－６００－６５８８

電話番号 ＦＡＸ番号

件名

　以下の案件に係る入札説明書等の交付を依頼します。

　○案件名 インターネットプロバイダサービス提供業務

入札説明書等の交付依頼

ＦＡＸ送信票

宛先
独立行政法人水資源機構　技術管理室　契約企画課　松崎

発信者

（会社名）

（担当者名）


