
 

 

 

 

 

 

 

 

勤怠管理システムの導入に係る業務委託に関する 

一般競争入札（総合評価落札方式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年８月２９日 

 

 

東京都千代田区二番町２番地 

全国市町村職員共済組合連合会 

  

全国市町村職員共済組合連合会 

公報号外第２０５号 



公告第１４３３号 

 

入 札 公 告 

 

下記のとおり一般競争入札（総合評価落札方式）に付します。 

 

平成３０年８月２９日 

全国市町村職員共済組合連合会   

理 事 長  小 谷 隆 亮  

 

記 

 

１ 調達内容 

（１）件名 

勤怠管理システムの導入に係る業務 

※詳細については、「仕様書」参照 

（２）納入期限 

平成３１年３月２９日（金） 

（３）納入場所 

〒１０２－００８４ 

東京都千代田区二番町２番地 東京グリーンパレス 事務棟３階 

全国市町村職員共済組合連合会 総務部 総務課 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項 

（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０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、特別な理由がある場合に該当する

ものとする。 

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しないものであること。 

（３）官庁（国の全ての機関）及び地方公共団体等から、指名停止又は一般競争参

加資格停止若しくは営業停止（以下「指名停止等」という。）を受けている期間

に該当しないものであること。なお、指名停止等を受けているのが、会社（法人）

の本店・支店・営業所等のいずれであっても、本競争の参加資格はない。 

（４）平成 28・29・30 年度総務省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提

供等」において「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級の格付けを有する者であること。 



（５）競争参加資格要件確認申請書等、本連合会に対する提出書類に虚偽の事実を

記載していないこと。 

（６）本連合会において、仕様書の交付を受けた者であること。 

（７）本連合会において、競争参加資格要件を審査した結果、競争参加資格を有す

る旨通知された者であること。 

（８）以下の暴力団排除対象者に該当しない者 

① 契約の相手方として不適当な者 

ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその

者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事

務所をいう。））の代表者、団体である場合は代表者、理事等、（その他経営

に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不利益を図る目的、又は第三者の

不利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴

力団員を利用するなどしているとき。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは

関与しているとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

るとき。 

② 契約の相手方として不適当な行為をする者 

ア 暴力的な要求行為を行う者 

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者 

オ その他前各号に準ずる行為を行う者 

（９）上記暴力団排除対象者であることを知りながら下請負又は再委託の相手方と

しないこと。 

（10）ISO/IEC 27001又はプライバシーマークの認証・認定取得していること。 

（11）提案するソフトウェアはパッケージシステムであり、かつ、自社開発のシス

テムであること。 

（12）国・地方公共団体等に２以上の導入実績のあるパッケージシステムであるこ

と。 



３ 仕様書及び評価基準表等の交付及び問合せ先 

（１）交付期間 

平成３０年９月３日（月）から平成３０年９月１４日（金）までの間（土日祝

祭日を除く。）の９時から１７時まで（９月１４日（金）は正午まで）の間に次の

いずれかの方法により交付する。 

① 手交による場合 

手交による交付を希望する場合は、次の交付場所にて交付する。 

〒１０２－００８４ 

東京都千代田区二番町２番地 東京グリーンパレス 事務棟３階 

全国市町村職員共済組合連合会 総務部 総務課 担当者：時澤・福田 

② E-mail による場合 

E-mail での交付を希望する場合は、本連合会総務部総務課メールアドレス

（soumu@shichousonren.or.jp）宛てに次の事項を記載した E-mail を送信する

ことにより、交付を依頼すること。 

件名：仕様書交付依頼 

本文：ア 会社名 

イ 担当者名 

ウ 本件入札に係る仕様書等の交付を希望する旨 

（２）問合せ先 

入札手続き並びに仕様書及び評価基準表等の内容に関する照会 

〒１０２－００８４ 

東京都千代田区二番町２番地 東京グリーンパレス 事務棟３階 

全国市町村職員共済組合連合会 総務部 総務課 担当者：時澤・福田 

※ 問合せは原則として平成３０年９月１４日（金）正午まで E-mail でのみ受

け付ける。 

E-Mail：soumu@shichousonren.or.jp 

【緊急時】Tel：０３－５２１０－４６１１ 

 

４ 競争参加資格要件確認の申請 

本入札に参加を希望する者は、別紙様式「競争参加資格要件確認申請書」に、同

様式に定める必要書類を添付して次に記載のとおり持参又は郵送により提出し、競

争参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、提出書類の内容に

ついて、入札執行日の前日までに本連合会から説明を求められた場合は、それに応

じなければならない。 

 



（１）提出期限 

平成３０年９月１４日（金）正午まで（必着） 

（２）提出場所 

〒１０２－００８４ 

東京都千代田区二番町２番地 東京グリーンパレス 事務棟３階 

全国市町村職員共済組合連合会 総務部 総務課 担当者：西田・時澤 

 

５ 競争参加資格要件の審査及び確認結果の通知 

本連合会は、提出を受けた競争参加資格要件確認申請書等について内容審査を行

い、入札参加資格を有する者であるかを判断し、その結果を、「競争参加資格要件

確認結果通知書」をもって次の日時及び場所において通知する。 

（１）交付日時 

平成３０年９月１９日（水）１３時から１７時まで 

（２）交付場所 

〒１０２－００８４ 

東京都千代田区二番町２番地 東京グリーンパレス 事務棟３階 

全国市町村職員共済組合連合会 総務部 総務課 担当者：西田・時澤 

 

６ 提出書類 

本入札に参加を希望する者は、仕様書と併せて本連合会が交付する「提出書類要

領」に基づいた書類を作成すること。 

なお、提出書類の表紙に「入札参加者の法人名等」及び「入札日」を記載し、１

つのファイルに綴る等をして提出書類を１つにまとめ、６部提出すること。また、

ファイルで提出する場合は、背表紙を付すること。 

（１）提出書類内容及び提出書類作成留意事項 

仕様書と併せて本連合会が交付する「提出書類要領」のとおり 

（２）提出日時 

平成３０年９月１９日（水）１３時から１７時まで 

（３）提出場所 

〒１０２－００８４ 

東京都千代田区二番町２番地 東京グリーンパレス 事務棟３階 

全国市町村職員共済組合連合会 総務部 総務課 担当者：時澤・福田 

 

７ 入札説明会 

実施しない。 



８ 提出書類に関するプレゼンテーションの実施 

提案書等を提出し、競争参加資格要件確認結果通知書の交付を受けた者を対象 

に、提案書等の内容について、仕様書と併せて本連合会が交付する「プレゼンテー

ションの概要について」に基づき、次のとおりプレゼンテーションを実施する。 

なお、入札にあっては、本人確認のため、本連合会から通知された競争参加資格

要件確認結果通知書の写しを持参すること。 

また、本入札に参加を希望する者が４社以上の場合、提出書類の審査を行い、審

査結果の高い３社を目途にプレゼンテーションを実施する。 

実施日時：平成３０年９月２６日（水）の本連合会が指定する時間（実施時間は

９月２１日（金）１７時までに E-Mailで通知する。） 

 

９ 入札執行の日時及び場所 

（１）入札日時 

平成３０年９月２７日（木）１４時から 

（２）入札場所 

東京都千代田区二番町２番地 東京グリーンパレス 事務棟２階 

全国市町村職員共済組合連合会２階「会議室」 

 

10 入札及び開札について 

入札にあっては、全国市町村職員共済組合連合会一般競争契約入札心得（総合評

価落札方式）（以下「入札心得」という。）を遵守すること。 

入札執行場所に入場できる者は、１社２名までとし、入札に参加できる者は、競

争参加資格要件確認結果通知書により入札参加を許可された者又はその者から正

当な委任を受けた代理人とする。 

なお、入札にあっては、本人確認のため、本連合会から通知された競争参加 資

格要件確認結果通知書の写しを持参すること（代理人が入札する場合には、 委任

状を作成し、併せて持参すること。）。 

また、入札において、再度の入札を行う場合の回数は２回とする。 

開札は、入札執行日と同日に行い、入札者全員に落札情報を開示する。 

 

11 入札書の記載方法 

入札書（「入札心得」中 別紙様式第１号をいう。以下同じ。）の記載にあっては、

入札書に記載された金額に当該金額の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るものとする。)をもっ

て落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税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。 

なお、入札書にはシステムの導入に係る費用及びシステム導入後の運用費用の５

年分の額の合計額及びその内訳を記載すること。 

 

12 落札者の決定方法 

入札価格が予定価格の範囲内であった者のうち、提出書類が、仕様書と併せて本

連合会が交付する「評価基準表」に定める評価項目のうち、必須とされた項目の基

礎点の評価基準を全て満たしており、提案書の技術点と価格点を合わせた総合評価

点の数値の最も高い者を落札者とする。 

 

13 その他 

（１）入札保証金及び契約保証金 

免除する。 

（２）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及び入札の条件に違反

した入札は無効とする。 

（３）契約書の作成の要否 

   要 

（４）提出書類の作成に係る費用 

提出者の負担とする。 

（５）書類の取扱い 

提出された書類は、本連合会において提出者に無断で、他の目的に使用できな

いものとする。また、提出された書類は返却しない。 

（６）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（７）その他 

落札決定後、所定の事項を落札者が履行しないと本連合会が判断した場合は、

契約を締結しないことがある。 

  

  



別紙様式 

 

 

競争参加資格要件確認申請書 

 

平成  年  月  日 

 

 

全国市町村職員共済組合連合会 

理 事 長 小 谷 隆 亮 宛 

 

所在地 

 

申請者  商号又は名称 

 

代表者職氏名            印 

 

 

勤怠管理システムの導入に係る業務委託に関する一般競争入札（総合評価落札方式）

について、下記の関係書類を添えて競争参加資格要件確認の申請をします。 

なお、入札公告２(1)～(3)、(9)及び(10)並びに本申請書及び添付書類の記載事項

は、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

・平成 28・29・30 年度資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し 

・情報セキュリティマネジメントシステム ISO／IEC27001又は JISQ 15001 

（プライバシーマーク）を取得していることが証明できる書類 

・入札公告２(12)の導入実績が確認できる契約書等の写し 

 


