
入札公告をご覧いただく前に

（公告概要のお知らせ）

この度公告する作業服単価契約の主な内容は、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件 名 作業服単価契約

②納入期限 （平成 31年度）
夏作業服 平成 31年 5月 31日 ※

冬作業服 平成 31年 9月 30日 ※

（平成 32年度）
夏作業服 平成 32年 5月 29日 ※

冬作業服 平成 32年 9月 30日 ※

※納期は初回発注分。その後は随時。

※各年度における納入数量は、予定数量の半数程度を見込んでいる。

③契約期間 平成 31年 4月 1日～平成 33年 3月 31日
④業務内容 当機構の全事業所共通の作業服（注文品）を調達するものです。

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

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

品等の製造又は販売の業種区分「繊維製品、皮革製品」の認定を受けており、かつ、

営業品目の「繊維製品」または「作業服」のいずれかに登録している者。

②地域要件 競争参加のための要件としていません。

③企業の履行実績 競争参加のための要件としていません。

④技術者の経歴 競争参加のための要件としていません。

⑤当該納入物品に使用する使用素材の供給体制、縫製する工場等の体制が整備され、

かつ、仕様に合致していることが証明できる者。

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 12月 25日～平成 31年 2月 22日
②入札書及び競争参加資格申請書及び資料の提出期限 平成 31年 2月 22日
③質問書の受付期間 平成 30年 12月 26日～平成 31年 2月 8日
④開札 平成 31年 3月 5日

四．その他

・本件に関する担当窓口は下記のとおりです。

・入札説明書等をダウンロードされる方は、入札公告に添付するＦＡＸ送信票に必要事

項を記載のうえ、下記担当窓口までＦＡＸにて送信して下さい。

本件に関する問合せ先

独立行政法人水資源機構 技術管理室契約企画課 井能

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12月25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 7
(2) 調達件名及び予定数量

作業服単価契約
夏作業服 上衣Ａ型(半袖）280着

上衣Ｂ型（長袖）1520着
下衣 1540着

冬作業服 上衣Ａ型（テーラード）120着
上衣Ｂ型（開襟）980着
下衣 1500着

(3) 調達件名の特質等 入札説明書による。
(4) 納入期限 （平成31年度）

夏作業服 平成31年5月31日
冬作業服 平成31年9月30日
（平成32年度）
夏作業服 平成32年5月29日
冬作業服 平成32年9月30日
※各年度における納入数量は、
予定数量の半数程度を見込ん
でいる。

(5) 納入場所 入札説明書による。
(6) 入札方法 上記(2)の物品を入札に付す
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し、落札者とは
入札書に添付する入札価格内訳書に記載され
た規格あたりの単価に当該金額の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）をもって契約を締結するの
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
の発注予定数量分の合計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）参加資格において「物品等の製
造又は販売」の業種区分「繊維製品、皮革製
品」の認定を受けており、かつ営業品目の
「繊維製品」または「作業服」のいずれかに
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、一般競争参加資格確認申請書及び一般競
争参加資格確認資料（以下「確認申請書等」
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）参加資格の再審査に係る認定を受けてい
ること。

(4) 確認申請書等の提出期限から開札時までの
期間に、利根川水系及び荒川水系関連区域に
いて、水資源機構における指名停止の期間中
でないこと。

(5) 当該納入物品に使用する使用素材が仕様に
合致していることを証明した者であること。

(6) 当該納入物品に使用する使用素材の供給体
制が整備されていることを証明した者である
こと。

(7) 当該納入物品を縫製する工場等の体制が整
備されていることを証明した者であること。

(8) 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。

(9) 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、
機構発注の物品等の調達から排除要請があ
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合せ先
〒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 経営企画本部
技術管理室 契約企画課 井能
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)まで問合せされたい。

② 交付費用は無料とするが、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2月22日 17時00分

(4) 開札の日時及び場所
平成31年3月5日 10時00分
独立行政法人水資源機構本社
7F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) 入札者に求められる事項



この競争に参加を希望する者は、封印した
入札書のほかに必要な証明書等を入札書の受
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、必要な
証明書等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
要な資格のない者のした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。

(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の価格を
もって有効な入札を行った者を落札者とす
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
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ことが
ある。

(7) 手続における交渉の有無 無
(8) 本件の契約日は、契約書提出の時期によら
ず、平成31年4月1日以降とする。

(9) 詳細は入札説明書による。

５ Summary
(1) Contracting Entity：Tomoki Satou,
Executive Vice President, Japan Water
Agency

(2) Classification of the products to be
procured：7

(3) Nature and quantity of the products to
be purchased:Unit-price contract work
clothes
summer working-wear shirt(short sleeve)
280、shirt(long sleeve)1520、pants 1540
winter working-wear jacket(tailored t-

ype)120、jacket(wing collar)980、pants
1500

(4) Delivery period ：(for2018,half of the
amount)summerwear 31 may, 2018 winterwe
ar 30 September,2018 (for2019,half of th
e amount)summerwear 29 may, 2019 winterw
ear 30 September,2019

(5) Delivery place：as in the tender docu-
mentation

(6) Qualification for participating in the
tendering procedures：Suppliers eligible
for participating in the proposed
tenderare those who shall:
① have the qualification on "textile
product or work wear"for participating
in tenders by Japan Water Agency (in



the fiscal year 2017 and 2018).
② not correspond to the requirements
for disqualification.

(7) Time limit of tender : 17:00 22 Febru-
ary,2019

(8) Contact point for the notice：Kasumi I
no, Procurement Design Division, General
Enginearing Affairs Department,Japan w-
ater Agency on, 11-2, Shintoshin,Chuo-W-
ard, Saitama-City, Saitama-Prefecture,
330-6008, Japan.
TEL 048-600-6534, FAX 048-600-6588


