qualification of  shall be in the manner of ２ 競争参加資格
Classification of the procurement : 26
Nature and quantity of the substance to
 当機構の契約事務取扱細則（平成15年細則
application for single qualification for
be purchased : Electric power to be con‑
(調)第８号）第４条に該当しない者であるこ
every ministry and agency ; have a li‑
sumed at Courthouse of Hiroshima High
と。
cense to be a General Electricity Utility in
Court, Hiroshima District Court, Hiroshima
 令和01・02・03年度全省庁統一資格を有す
accordance with Article 2, paragraph 2 of
Summary Court and Hiroshima Branch of
る者であること。
the retail electricity company ; and meet
the Training and Research Institute for

日本国で施行されている法令に基づき登記
the qualification requirement which the ob‑
Court Officials Electric power to be con‑
されている法人であること。
ligated officer may specify in accordance
sumed at Courthouse of Hiroshima High
 法人としての財務状況に特に問題がないと
with Article 73 of the above‑mentioned Ca‑
Court, Hiroshima District Court and Hi‑
判断される者であること。
binet Order
roshima Summary Court ; Contracted de‑
 秘密情報保全のための適切な体制が構築・
 Time‑limit for bid : 5 : 00 p.m., December
mand 532kW ; Estimated annual consump‑
保障されていると判断される者であること。
17, 2020
tion 874,000kWh Electric power to be co‑
 Contact point for the notice : YAMADA ３ 入札書の提出場所等
nsumed at Hiroshima Branch of the Train‑
 入札関連書類の提出場所、契約条項を示す
Naoki, Supplies Section, Financial Divi‑
ing and Research Institute for Court Offi‑
場所及び問い合わせ先
sion, Secretariat, Hiroshima High Court,
cials ; Contracted demand 23kW ; Esti‑
郵便番号1028012 東京都千代田区二番町
243 Kamihatchobori, Naka‑ku, Hiros‑
mated annual consumption 16,800kWh
５番地25 二番町センタービル 電話03
hima‑shi, Hiroshima 7300012, Japan, TEL
 Supplying period : From April 1, 2021 th‑
52266609
0822212470
rough March 31, 2022
 入札説明書の掲載 入札説明書の掲載先
入札公告
 Supplying place : As shown in the ex‑
国際協力機構ホームページ
planatory paper for the bid
次のとおり一般競争入札に付します。
（http://www.jica.go.jp）→「調達情報」
 Qualification for participating in the bid‑
令和２年 10 月 26 日
→「公告・公示情報／選定結果」→「国内向
ding procedures : Suppliers eligible for par‑
独立行政法人国際協力機構
け物品・役務等の公告／選定結果」
ticipating in the proposed bid are those who
契約担当役 理事 植嶋 卓巳
（http://www.jica.go.jp/chotatsu/buppin/
shall : not apply to Article 70 of the Cabi‑
◎調達機関番号 567 ◎所在地番号 13
koji2020.html）からダウンロードして入手
net Order concerning the Budget, Auditing
１ 調達内容
してください。
and Accounting (however, minors, persons
 入札、開札の日時及び場所
 品目分類番号 71、27
under curatorship, or persons under assis‑
ア 日時：令和３年２月９日（火）14時00分
 購入等件名及び数量 ＪＩＣ情報システム
tance who obtained the consent necessary
イ 場所：独立行政法人国際協力機構 東京
基盤技術アドバイザリー業務一式
for concluding a contract may be applicable
都千代田区二番町５番地25 二番町セン

調達案件の仕様等
入札説明書による。
to the status of special reasons within the
タービル

履行期間
令和３年３月上旬から令和４年
said article) ; not apply to Article 71 of
４
その他
５月下旬まで
the above‑mentioned Cabinet Order ; 
 契約手続において使用する言語及び通貨
 納入場所 入札説明書による。
have not received suspension of designated
日本語及び日本国通貨。

入札方法
総合評価落札方式（詳細は入札
contractor status from the Supreme Court

入札保証金及び契約保証金 免除。
説明書による。
）
。入札金額は仕様書に対する
Have
at the time of the opening of bids ;
 入札者に要求される事項
総額をもって行う。なお、落札決定にあたっ
Grade A or B in Selling classification in
ア この一般競争に参加を希望する者は、参
ては、入札書に記載された金額に消費税法及
Terms of the qualification for Participating
加の意思及び上記２に掲げる資格を有する
び地方消費税法の規定により、定められた税
in bids required by the Supreme Court (sing‑
ことを証明するため、契約担当役から競争
率により算定された金額を加算した金額を
le qualification for every ministry and
参加資格の確認を受けなければならない。
もって落札価格とするので、入札者は、見積っ
agency) in the fiscal years 2019, 2020 and
イ 入札説明書に基づく総合評価のための技
た契約金額のうち消費税額等に相当する額を
2021 and meet the qualification for partici‑
術提案書を入札説明書に示した期限内に契
除いた金額を記載した入札書を提出するこ
pating in bids within Chugoku region ; 
約担当役に提出しなければならない。
と。
The time and place of application for the
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開札日の前日までの間において、契約担
当役等から技術提案書に関し説明を求めら
れた場合にはそれに応じなければならな
い。
エ 入札説明書において明らかにした技術等
の要求要件のうち最低限の要求要件を全て
満たしていると契約担当役が認めた者の
み、入札日において封印した入札書を提出
することができる。
 落札者の決定方法 総合評価落札方式。当
該入札者の入札価格が独立行政法人国際協力
機構会計規程第25条に基づいて作成された予
定価格の制限の範囲内であり、かつ、当該入
札者の技術等の各評価項目の得点の合計に入
札価格の得点を加えて得た数値が最も高い者
で有効な入札を行った者を落札者とする。た
だし、落札者となるべき者の入札価格によっ
ては、その者により当該契約の内容に適合し
た履行がなされないおそれがあると認められ
るとき又はその者と契約を締結することが公
正な取引の秩序を乱すこととなるおそれが
あって著しく不適当であると認められるとき
は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって
入札した他の者のうち総合評価の方法をもっ
て落札者を決定することがある。
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者及び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、技
術提案書において最低限の要求要件を満たし
ていないと契約担当役が判断した者の提出し
た入札書は無効とする。
 手続における交渉の有無 無
 契約書作成の要否 要。
 関連規定については、
「独立行政法人国際協
力機構法令・規程集」
(URL:http://association.joureikun.jp/jica/)
にて閲覧可能。
 その他、詳細は入札説明書による。
５ Summary
 Official in charge of disbursement of the
procuring entity : Takumi Ueshima, Vice
President (in charge of finance and ac‑
counting) of the Japan International Co‑
operation Agency (JICA)
 Classification of the services to be pro‑
cured : 71, 27

