
                                                 
入  札  公  告  

 
  次のとおり一般競争入札に付します。  
  平成 20 年 11 月 5 日  
    契約担当役  
      独立行政法人福祉医療機構経理部長  

  川上 茂樹  
◎調達機関番号  568 ◎所在地番号  13 
１  調達内容  

(1) 品目分類番号   71、27 
  (2) 購入等件名及び数量  

年金住宅融資業務回収処理システムのホスティングと運用保守業務一式  
(3) 調達件名の特質等   入札説明書及び仕様書による。   

  (4) 履行期間   平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日  
  (5) 履行場所   契約担当役が指定する場所  

(6) 入札方法   入札金額は総価で行う。落札決定に当たっては、入札書に記
載された金額に当該金額の５％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、その端数を切り捨てるものとする。）をも

って契約価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税業者であるか免

税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５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  

(1)  独立行政法人福祉医療機構会計規程施行細則第 35条の規定に該当しない
者であること｡ 

(2)  独立行政法人福祉医療機構競争参加資格において業種別区分が「役務の
提供等」で「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている業者である

こと。  
(3)  独立行政法人福祉医療機構競争参加資格審査を受けていない者にあって
は、競争参加資格申請書を平成 20 年 12 月 19 日午前 11 時までに提出し業
種別区分が「役務の提供等」であって「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格

付けされた者であること。  
(4) 貸付事業等におけるシステム運用保守業務を直近 5年以内に実施した実績
を有すること。  

(5)  資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められ
る者であること。  

(6) 経営の状況又は信用度が悪化していないと認められる者であること。  
(7) 万全な情報（個人情報を含む）セキュリティ管理体制を有すること。  
(8) 現行の年金住宅資金貸付システムと同等のハードウェア、OS、ミドルウェ
ア、コンパイラ等を用いた運用保守業務を直近 5 年以内に実施した実績を



有すること。  
３   入札書の提出場所等  
  (1) 入札書の提出場所 下記３ (4)の開札場所のとおり  
  (2) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先  
     〒105-8486  東京都港区虎ノ門 4-3-13 神谷町セントラルプレイス９階  

独立行政法人福祉医療機構経理部会計課契約係   安達昌司  
電話 03-3438-9929 

  (3) 入札説明書の交付方法 上記３ (2)の交付場所にて交付する。  
  (4) 入札、開札の日時及び場所   平成 20 年 12 月 26 日午後 4 時 30 分  
      独立行政法人福祉医療機構  中議室（神谷町セントラルプレイス 10 階） 
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) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、
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、その他入

札の条件に違反した入札は無効とする。  
(4) 契約書作成の要否   要  
(5) 落札者の決定方法 本公告に示した業務を履行できると契約担当役が判
断した入札者であって､独立行政法人福祉医療機構会計規程第 25条の規定
に基づいて作成された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。  
  (6) 手続きにおける交渉の有無   無  
  (7) 詳細は入札説明書による。 
５  Summary 

(1) Contracting entity :Shigeki  Kawakami, Chief of 

Accounting Treasury Department , Welfare and Medical 

Service Agency 

(2) Classification of the services to be procured : 71、
27 

(3) Subject and Quantity for Purchase：Outsourcing the 
hosting, operation and maintenance services for 

pension housing loan systems 

(4) Implementation  term:    April  １ ,2009  to 
March 31, 2010 

(5) Fulfillment place : Place designated by  Chief of 
Accounting Treasury Department , Welfare and  

Medical Service Agency   

(6) Qualification for participating in the tendering 
procedures : 



① not come under the article 35 of the   Welfare 

and  Medical Service Agency Accounting Ordinance 

② offer of services who are classified  as “A” 

or “B” or “C” by the Welfare and  Medical Service 

Agency’s qualification for participating in 

tenders 

③ prove to have no false statement in tendering 

documents 

④ prove neither the business condition nor 

credibility is deteriorating 

⑤ should have experience carrying out system 

operation and maintenance services for the loan 

business, etc., within the previous five years. 

⑥ should have a reliable system for information 

(including personal information) security 

management. 

⑦ Should have experience carrying out system 

operation and maintenance services using the 

hardware, OS, middleware, compilers, etc., that 

are equivalent to the current pension housing 

loan system within the previous five years. 

 (7)  Time-limit for Tender : 16:30 , 26 December , 2008 

(8) Contact point for the notice : Masashi Adachi , 

Accounts Division , Welfare and  Medical Service 

Agency, kamiyatyo Central Place Building , 4-3-13 , 

Toranomon , Minato-ku Tokyo 105-8486 , Japan  Tel 

(03)3438-9929 

 

５  要約 

（１）独立行政法人福祉医療機構経理部長   川上茂樹  
（２）品目分類番号   71、27 
（３）購入等件名及び数量  

年金住宅融資業務回収処理システムのホスティングと運用保守業務一式  
（４）履行期間   平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日  
（５）納入場所   契約担当役が指定する場所  
（６）競争参加資格  
   ①  独立行政法人福祉医療機構会計規程施行細則第 35条の規定に該当しな

い者であること｡ 
②  独立行政法人福祉医療機構競争参加資格において業種別区分が「役務の

提供等」で「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている業者で



あること。  
③  貸付事業等におけるシステム運用保守業務を直近 5 年以内に実施した  

実績を有すること。  
    ④  資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認めら

れる者であること。  
    ⑤  経営の状況又は信用度が悪化していないと認められる者であること。  

⑥  万全な情報（個人情報を含む）セキュリティ管理体制を有すること。  
⑦  現行の年金住宅資金貸付システムと同等のハードウェア、OS、ミドル

ウェア、コンパイラ等を用いた運用保守業務を直近 5 年以内に実施し
た実績を有すること。  

（７）入札の日時 平成 20 年 12 月 26 日午後 4 時 30 分  
（８）東京都港区虎ノ門４－３－１３神谷町セントラルプレイス９階  
        独立行政法人福祉医療機構経理部会計課契約係   安達昌司  
        電話０３－３４３８－９９２９ 


