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次のとおり一般競争入札に付します。
令和２年 12 月 24 日
契約責任者
独立行政法人酒類総合研究所 総務課長 尾部 良一
１ 競争入札に付する事項等
⑴ 品目分類番号 71、27
⑵ 件名及び数量 2021 年度及び 2022 年度 情報システムの運用及び管理業務 一式
⑶ 業務内容 仕様書による。
⑷ 契約期間 2021 年４月 1 日から 2023 年３月 31 日まで。
⑸ 履行場所
〒739-0046 広島県東広島市鏡山三丁目７番１号
独立行政法人酒類総合研究所
⑹ 入札方法
入札金額は総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税額及び地方消費税額（以下「消
費税額等」という。
）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
切り捨てるものとする。
）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税の課税事業者であるか、
免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税額等を除いた金額を入札書に記載す
ること。
２

競争参加資格
⑴ 独立行政法人酒類総合研究所契約事務取扱要領第５条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、
同条中、特別の理由がある場合に該当する。
⑵ 独立行政法人酒類総合研究所契約事務取扱要領第６条の規定に該当しない者であること。
⑶ 令和１・２・３年度（平成 31・32・33 年度）財務省競争参加資格（全省庁統一資格）において
「役務の提供等」のうち「情報処理」の「Ａ」、
「Ｂ」、又は「Ｃ」等級に格付けされ、中国地域の
競争参加資格を有する者、又は当該競争参加資格を有していない者で、入札参加資格審査書類等の
受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録された者であること。
⑷ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な履行が確保され
る者であること。
⑸ 過去３年間のうちに、酒類総合研究所と同規模以上の機器及び人員を対象とした１年間以上の
運用管理作業の実績を有していること。
なお、運用管理作業の実績については、円滑に契約を全うした実績期間のみを認めるものとする。
⑹ 品質管理に関するISO9001 認証を取得していること。また、情報セキュリティに関するISMS認
証、ISO27001 認証又はJISQ15001 に準拠したプライバシーマーク使用許諾を取得していること。
⑺ その他入札説明書による。

３

入札参加資格審査書類等の受領期限等
⑴ 受領期限
令和３年２月 18 日（木）午後３時 00 分（必着）
⑵ 受領場所
〒739-0046 広島県東広島市鏡山三丁目７番１号
独立行政法人酒類総合研究所 総務課会計係

４

入札書の提出場所等
⑴ 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所及び問い合わせ先
〒739-0046 広島県東広島市鏡山三丁目７番１号
独立行政法人酒類総合研究所 総務課会計係 丸野 良和 電話 082-420-0800
⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法
上記４⑴の説明書交付場所で随時行う（郵送可）
。
なお、交付期間は、令和２年 12 月 24 日（木）から令和３年２月 17 日（水）までの午前９時か
ら午後４時まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び令和２年 12 月 29 日から令和３年１月３日ま
でを除く。
⑶ 競争入札執行場所及び日時
〒739-0046 広島県東広島市鏡山三丁目７番１号
独立行政法人酒類総合研究所 管理棟２階 特別セミナー室
令和３年２月 19 日（金） 午前 10 時 00 分

５

その他
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
⑵ 入札保証金及び契約保証金
免除
⑶ 入札の無効
本公告に示した競争参加資格の無い者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札
⑷ 契約書作成の要否
要
⑸ 落札者の決定方法
独立行政法人酒類総合研究所契約事務取扱要領 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者を落札者とする。
⑹ 手続における交渉の有無
無
⑺ その他
詳細は、入札説明書による。
⑴

６ Summary
⑴ Contracting entity : Ryoichi Obe Director, General Affairs Division of National Research
Institute of Brewing
⑵ Classification of the products to be procured : 71,27
⑶ Nature and quantity of the services to be required : Operation and management of information
systems
⑷ Contract period : From 1,April,2021 through 31,March,2023
⑸ Fulfillment place : refer to the Tender explanation.
⑹ Qualifications for Participating in the tendering procedures: Suppliers eligible for
participating in the proposed tender are those who shall:
① Not come under Article 5 of the Cabinet Order concerning Contract for NRIB. Furthermore,
minors, Person under Conservatorship or Person under Assistance that obtained the consent
necessary for concluding a contract may be applicable under cases of special reasons within
the said clause.
② Not come under Article 6 of the Cabinet Order concerning Contract for NRIB.
③ Have Grade A ，B，or C in "Information processing" of “Offer of services etc” in terms of the
qualification for participating in tenders by Organizations in the Chugoku area related to the
Ministry of Finance (Single qualification for every ministry and agency) in the fiscal
years,2019,2020 and 2021.
④ A participant must be a participant who is recognized as not having extremely worsened
business situations or credit status and whose appropriate execution of a contract can be
secured.

⑤ A participant must have engaged in operational and management duties for equipment
and personnel which are equivalent scale of that of National Research Institute of Brewing
over the last three years. Please note that this period shall include only the engagement
period during which the participant performed the contract smoothly.
⑥ A participant must have received an ISO9001 certification concerning quality management.
Also, a participant must have received an ISMS certification concerning information security
as well as an ISO27001 certification or the privacy mark certification in accordance with
JISQ15001.
⑦ Other, refer to the Tender explanation.
⑺ Time limit of tender participation documents and the time and date of tender : 3:00 PM 18
February 2021, 10:00 AM 19 February 2021.
⑻ Other: for details concerning this tender, refer to the Tender explanation.
⑼ Contact point for the notice: Yoshikazu Maruno Accounts Section,National Research Institute
of Brewing, 3-7-1 Kagamiyama Higashihiroshima-shi Hiroshima 739-0046 Japan Tel
082-420-0800

