公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示
下記のとおり企画提案を公募します。
令和 4 年 2 月 9 日
地方競馬全国協会
本部会計契約担当役 川合 靖洋
記
◎調達機関番号

320 ◎所在地番号

13

１ 調達内容
(1) 品目分類番号
(2) 件名

26

令和 4 年度情報技術の動向に関する情報提供サービスの選定及び
ライセンス購入

(3) 調達案件の特質等

企画提案説明書及び仕様書による

(4) 履行期間 契約締結日から令和 5 年 3 月 31 日（予定）
(5) 履行場所

仕様書による

(6) 提案方法

企画提案説明書による

２ 競争参加資格
(1) 次に該当しないものであること
① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
② 次の(ｱ)から(ｶ)いずれかに該当する者でその事実があった後 2 年を経過し
ない者
(ｱ) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の
品質若しくは数量に関し不正行為をした者
(ｲ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利
益を得るために連合した者
(ｳ) 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行すること
を妨げた者

(ｴ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(ｵ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(ｶ) 「暴力団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）」に基づくところの暴力団及びその構成員が経営・運営に関与
していないこと
(ｷ) 上記の(ｱ)から(ｶ)のいずれかに該当する事実があった後 2 年を経過し
ない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人とし
て使用した者であること
(2) 令和 1・2・3 年度（平成 31・32・33 年度）農林水産省競争参加資格（全
省庁統一資格）の「物品の販売」の A 又は B の等級に格付けされた者で
あること
(3) 過去に、同種又は類似の業務の実績があること
(4) 企画提案説明書の交付を受けた者であること
３ 提案書の提出場所等
(1) 企画提案説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒106－8639 東京都港区麻布台 2 丁目 2 番 1 号
地方競馬全国協会 システム事業部 情報課（電話 03-3583-6109）
joho@nar.keiba.go.jp

メールアドレス

(2) 企画提案説明書の交付方法
上記 3 の(1)にて交付する。
交付を受ける際には、必ず事前に電話連絡を行うこと（日時を調整し実施
する）
(3) 企画提案説明書の交付期間
令和 4 年 2 月 9 日（水）から令和 4 年 3 月 22 日（火）までの土日祝日を
除く午前 10 時から午後 4 時まで（正午から午後 1 時を除く）
(4) 提案書の提出期限
令和 4 年 3 月 22 日（火）午後 4 時
地方競馬全国協会 システム事業部 情報課 あて
４ その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
(2) 契約保証金

日本語及び日本国通貨

免除

(3) プレゼンテーション

企画提案説明書に示す方法により実施する。

(4) 提案の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した提案
書、提案者に求められる義務を履行しなかった者の提出した提案書、そ
の他提案の条件に違反した入札は無効とする。
(5) 契約書作成の要否

要

(6) 契約交渉者の決定方法 評価は総合評価（加算方式）とし、価格評価
と技術評価を総合して行う。
(7) 詳細は企画提案説明書で定める。
(8) 本案件は令和 4 年度予算として未確定なため発注なしの場合がある。
５

Summary
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : Yasuhiro
Kawai : Director for accounting agreements : The National Association
of Racing.
(2) Classification of the products to be procured : 26
(3) Nature and quantity of the products to be purchased ; Selection and
license purchase of information provision services related to
information technology trends.
(4) Fulfillment period : March 31, 2023 from the date of conclusion of the
contract.
(5) Fulfillment place : As shown in the tender documentation.
(6) Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers
have grade A or B “sales of goods”in terms of the qualification for
participating in tenders by MIC(Single qualification for every ministry
and agency).
(7) Time limit for submission of proposals : 4:00 p.m. 22 March , 2022
(8) Contact point for the notice : Information Division, The National
Association of Racing , 2-2-1 Azabudai , Minato-ku Tokyo, 106-8639 :
Japan : TEL 03-3583-6109

