
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「筑後川局複合機賃貸借等」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 ）。

１．内容等について

(1) 件 名 筑後川局複合機賃貸借等

(2) 賃貸借等期間 平成３１年３月１日から平成３５年２月２８日まで

(3) 使 用 場 所 福岡県久留米市東町４２－２１ 日本生命久留米駅前ビル

独立行政法人水資源機構 筑後川局 外６箇所

(4) 賃貸借物件 複合機 １２台 ※ 保守契約も含む。

２．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

（ ） （ ）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 物品製造等

の の業種区分の の認定を受、「役務の提供」 「賃貸借」及び「設備の保守・点検管理」

けており、かつ、営業品目の を希望されている方「複写機」及び「コピー機等の保守」

(2) 入札書の受領期限の日から開札の時までの期間に、筑後川水系において、水資源機構

における指名停止の期間中でないこと。

(3) その他欠格要件に該当しないこと。

３．入札・開札のスケジュールについて

(1) 入札説明書、仕様書等の交付期間

平成３０年１１月２９日（木）から平成３１年１月１８日（金）まで

(2) 入札書及び一般競争参加資格確認申請書の提出期限

平成３１年 １月１８日（金） １７時００分

(3) 開札日時

平成３１年 １月３１日（木） １０時００分

４．その他

本件に関して、入札説明書等の交付を希望される方は、ファクシミリにて「件名及び

入札説明書等交付希望」の旨を記載いただき、下記までご請求ください。

５．本件に関する問い合わせ先

独立行政法人水資源機構 筑後川局 経理用地課 見上（みかみ）

電 話 ： ０９４２－３４－７００１

ファクス ： ０９４２－３７－８３８６



入札公告 

次のとおり一般競争入札に付します。 

平成30年11月29日 

独立行政法人水資源機構分任契約職 

筑後川局長 元永 秀 

◎調達機関番号563 ◎所在地番号40

１ 業務内容 

(1）品目分類番号 14、71

(2）借入件名及び数量 筑後川局複合機賃貸借等

12台 

(3）調達件名の特質等 入札説明書による。

(4）借入期間 平成31年3月1日から平成35年2月

28日まで 

(5）借入場所 入札説明書による。

(6）入札方法 上記(2)の借入を入札に付する。

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)をもって契約金

額とするので、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。(詳細は入

札説明書による。) 

２ 競争参加資格 以下の条件をすべて満たし、

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）以下の各号に該当しない者であること。

① 契約を締結する能力を有しない者又は破産者

で復権を得ない者 

② 独立行政法人水資源機構(以下「機構」とい

う。)が発注した物品等の調達に係る契約にお

いて、本入札公告の日から過去２年以内に次の

ａからgまでのいずれかに該当する事実がある

と認められる者 

ａ 契約の履行に当たり、故意に製造若しくは業

務を粗雑にし、又は物品等の品質若しくは数量

に関して不正の行為をした事実 
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ｂ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格

を害し、若しくは不正の利益を得るために連合

した事実 

ｃ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を

履行することを妨げた事実 

ｄ 監督又は検査の実施に当たり役員又は職員の

職務の執行を妨げた事実 

ｅ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった事

実 

ｆ 受注者の責めに帰すべき事由により契約解除

をした事実 

ｇ ａからｆまでのいずれかに該当する事実があ

った後２年を経過しない者を、契約の履行に当

たり、代理人、支配人その他の使用人として使

用した事実 

③ 機構と締結した請負契約に基づく賠償金、損

害金、違約金又はこれらの遅延利息を支払って

いない者 

④ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく

更生手続の開始若しくは民事再生法(平成11年

法律第225号)に基づく再生手続開始がなされ一

般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る認定

を受けていない場合又は手形交換所による取引

停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実

があり、経営状態が著しく不健全であると認め

られる者 

⑤ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物

品製造等)又は添付書類中の重要な事項につい

て虚偽の記載をし、又は重要な事実について記

載をしなかった者 

⑥ 営業に関し法律上必要とされる資格を有しな

い者 

(2）機構における平成29・30年度一般競争(指名

競争)参加資格審査において「物品製造等」の

うち業種区分の「賃貸借」及び「設備の保守・

点検管理」の認定を受けており、かつ、営業品

目の「複写機」及び「コピー機等の保守」を希

望する者であること。 

(3) 機構が示す借入機器及び借入機器障害発生時

等の到着時間等の体制が入札説明書等(設計図
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書を含む)で示す基準を満たしていること。 

(4）機構における指名停止の期間中でないこと。

(5) 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。 

(6）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、機構

発注業務等からの排除要請があり、当該状態が

継続している者ではないこと。 

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 

〒830-0032 

福岡県久留米市東町42-21 

日本生命久留米駅前ビル3階 

独立行政法人水資源機構筑後川局 

経理用地課 見上 潤 

TEL 0942-34-7001、FAX 0942-37-8386 

(2) 入札説明書の交付場所及び交付方法

① 別途指定するホームページからのダウンロー

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31年1月18日17時00分

(4）開札の日時及び場所

平成31年1月31日10時00分

独立行政法人水資源機構筑後川局

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

札書のほかに競争参加資格を証する書類及び本

公告に示した借入を履行できることを証明する

ため、①及び②の確認資料を③により入札書の 

受領期限までに提出しなければならない。 

① 機能等証明書

② 保守体制等確認書

③ 上記３(1)に示す場所に提出しなければ
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ならない。 

また、開札日の前日までの間において、競争

参加資格を証する書類の内容に関する機構から

の照会があった場合には、説明しなければなら

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を有し

ない者のした入札、確認申請書又は確認資料に

虚偽の記載をした入札及び入札の条件に違反し

た入札は、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 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 落札者により当該金額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し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：Motonaga Hide, Di-

rector of Chikugo River Regional Head Of-

fice, Japan Water Agency 

(2）Classification of the services to be

procured：14,71 

(3）Nature and quantity of the services to

be required：12 units ,Lease and maintenance 

of the MFP in the Chikugo River Regional 

Head Office  

(4）Lease period：February 28, 2023

(5）Lease place ：Refer to the tender expla- 

nation 

(6）Qualification for participating in the

tendering procedures: Suppliers eligible for 

participating in the proposed tender are 
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those who shall: 

①have the qualification on 'maintenance of

copiers , copier' in 'the Classification of  

maintenance and management of equipment, 

lease', in terms of the qualification for 

participating in tenders by the Japan Water 

Agency (in the fiscal year 2017 and 2018). 

②not correspond to the requirements for

disqualification. 

(7) Time- limit for the tender: 17:00 Janu-

ary 18, 2019 

(8）Contact person on this notice: Jun Mika-

mi,Accounting Land Procurement Divi-

sion,Chikugo River Regional Head Of-

fice,Japan Water Agency on,third floor Nip-

pon Life Insurance Kurume Station Build-

ing,42-21,Higashimachi,Kurumeshi,Fukuoka-

Prefecture,830-0032,Japan. TEL 0942-34-7001, 

FAX 0942-37-8386 
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