
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｢パーソナルコンピュータ等購入｣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 パーソナルコンピュータ等購入

(2)納 期 契約締結の翌日から９０日間

(3)納入場所 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 本社外４０箇所

(4)納入機器及び数量

・ノート型パソコン 414台

・デスクトップ型パソコン 302台

・デスクトップパソコン用ディスプレイ 291台

・ネットワーク対応HDD（16TB) 1台

・ネットワーク対応HDD（12TB） 2台

・Microsoft Officeライセンス 516ライセンス

・Just Government3ライセンス 556ライセンス

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

物品製造等の業種区分の「電気通信機器類」の認定を受けていること。

(2)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９月６日（木）から平成３０年１０月２９日（月）まで

(2) 一般競争競争参加資格申請書及び入札書の提出期限

平成３０年１０月２９日（月）１７：００ （郵送又は持参による。）

(3) 開札 平成３０年１１月８日（木）１０時００分

四．落札者の決定方法

最低価格落札方式

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。 

  平成30年9月6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 14 

 (2)  購入等件名及び数量 

    パーソナルコンピュータ等購入  

 (3) 調達件名の特質等 入札説明書による 

 (4) 納入期限 契約締結の翌日から90日間 

 (5) 納入場所 入札説明書による 

 (6) 入札方法 上記(2)の購入を入札に付する。

落札決定にあたっては、入札書に記載された

金額により落札者を決定する。契約締結にあ

たっては、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) 以下に該当しない者であること。 

   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ものであ

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

等の業種区分「電気通信機器類」の資格を有

すると認定された者であること。 

(3) 申請書及び資料の受領期限の日から開札

の時までの期間に、水資源機構における指名

停止の期間中でないこと。 

(4)  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。 

 (5)  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 FAX 048-600-6588 

 (2) 入札説明書の交付場所及び交付方法 

  ① 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。 

  ② 郵送による交付は郵送料を別に必要とす

   る。 

 (3) 入札書の受領期限 

   平成30年10月29日 17時00分 

 (4)  開札の日時及び場所 

   平成30年11月 8日 10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 

 (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2(4)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 

① 最低価格落札方式とする。本公告4(3)に

従い申請書を添付して入札書を提出した入

札者であって、本公告2の競争参加資格を全

て満たし、当該入札者の入札価格が予定価

格の制限の範囲内で最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を、落札者とする。 

② 落札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申

し込みをした他の者のうち、最低の価格を

もって申込みをした者を落札者とする。 

(7)  手続における交渉の有無  無 

(8) 詳細は入札説明書による。 

５  Summary 

 (1)  Contracting Entity ： Tomoki Sato, 

Executive Vice President, Japan Water 

Agency 

 (2)  Classification of the products to be  
 procured：14 

 (3)  Nature and quantity of the products to
be purchased： 
Purchase personal computers and others 
Quantity is indicated in the specific- 
ation document. 

 (4)  Delivery period ：90 days from the ne-
xt day of the date of the contract 

 (5)  Delivery place :as in the tender docu-
    mentation 
 (6)  Qualification for participating in the
    tendering procedures:Suppliers eligible 
    for participating in the proposed ten-  
    der are those who shall: 
     ① have the qualification to partici- 

 pate of "Electric Communications Equip-
 ment" for participating in tenders Jap-
anWater Agency (in the fiscal year2017  
and2018). 

     ② not correspond to the requirements 
       for disqualification. 
 (7)  Time limit of tender : 17:00  29 Octo-

ber, 2018 
 (8)  Contact point for the notice: Sakae Ma-

tsuzaki Procurement Design Division, Ge-
neral Enginearing Affairs Department, 

   Japan Water Agencyon, 11-2, Shintoshin,
    Chuo-Ward, Saitama-City, Saitama-Prefec-
    ture, 330-6008, Japan. 

   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 パーソナルコンピュータ等購入

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）


