
入札公告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

令和 3 年 1 月 13 日 

沖縄振興開発金融公庫  

 会計役 金城 光俊 

◎調達機関番号 119 ◎所在地番号 47 

１ 調達内容 

（1） 品目分類番号 71、27 

（2） 購入等件名及び数量 令和 3 年度沖縄公庫

情報システムに係るアプリケーションⅠ保守

業務委託 一式 

（3） 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書

等による。 

（4） 履行期間 令和 3 年 4 月 1 日より令和 4 年 3

月 31 日までとする。 

（5） 履行場所 沖縄振興開発金融公庫本店 

（6） 入札方法 落札決定にあたっては、入札書

に記載された金額に当該金額の 10％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。）をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に

相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争参加資格等 

（1）予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規

定に該当しない者であること。 

（2）経営の状況又は信用度が極端に悪化していな

いと認められる者であり、適切な契約の履行

が確保されること。 

（3）当公庫の定める仕様書等の要求を全て満たす

こと。 

（4）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 項に

規定する暴力団及び警察当局から排除要請が

ある者に該当しない者であること。 

(5）個人情報保護に関する取組みについて、必要

条件を満たしていること。 

３ 入札参加資格審査 

（1）入札参加を希望する者は、「一般競争入札参

加願い要領」に定める書類を提出すること。

提出資料に基づき、沖縄振興開発金融公庫に

おいて審査するものとし、合格した者のみ入

札参加資格を有する者とする。 

（2）入札参加申請期間 令和 3 年 1 月 13 日から

令和 3 年 2 月 12 日 17 時 00 分 

４ 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



び問合せ先 

〒900－8520 沖縄県那覇市おもろまち 1－2

－26 沖縄振興開発金融公庫庶務部庶務課 

銘 苅  大 二 朗  電 話 098 － 941 － 1700  

E-mail：  
shomu_choutatsu@okinawakouko.go.jp 

（2）入札説明書の交付場所及び交付方法 

  ４(1)の交付場所にて交付する。また、電子メ

ールでの交付を希望するものは必要事項（件

名、住所、社名、担当者所属及び氏名、電話

番号）を記入し 4(1)のアドレスに申し込むこ

と。但し、交付は土曜、日曜、祝日及び年末

年始（12 月 31 日～1 月 3 日）を除く平日に行

う。 

（3）入札・開札の日時及び場所 令和 3 年 3 月 9

日 10 時 30 分 沖縄振興開発金融公庫本店 

５ その他 

（1）入札及び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 入札者は、開札日

の前日までの間において、会計役から入札説

明書に定める要件・書類に関し説明を求めら

れた場合は、それに応じなければならない。 

（4）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

及び入札に関する条件に違反した入札書は無

効とする。 

（5）契約書作成の要否 要 

（6）落札者の決定方法 予定価格以下で最低価格

をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。 

（7）詳細は入札説明書による。 

 
６ Summary 
(1)Contracting entity: KINJYO Mitsutoshi, 
Authorized Contract Person, The Okinawa 
Development Finance Corporation (ODFC). 
(2)Classification of the services to be procured: 
71, 27 
(3)Nature and quantity of the services to be 
purchased: Maintenance work of applicationⅠ
of the intranet system  for the Okinawa 
Development Finance Corporation 1 set . 
(4)Fulfillment period: By 31 March 2022  
(5)Fulfillment place: Main Office, The Okinawa 
Development Finance Corporation 
(6)Date and time for tender: 10:30AM 9 March 
2021 



(7)Contact point for the notice: MEKARU 
Daijiro, General Service Division, General 
Service Department, Main Office, The Okinawa 
Development Finance Corporation, 1-2-26 
Omoromachi, Naha City, Okinawa, Japan. 
900-8520 TEL 098-941-1700 E-mail：  
shomu_choutatsu@okinawakouko.go.jp 


