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〇第４号（№４）
１ 調達内容
 品目分類番号 ９
 件名及び数量 道順組立棚（50口）372個
（予定）
 特質等 仕様書による。
 納入期限 令和３年３月26日
 納入場所 仕様書による。
 入開札の日時及び場所 令和２年12月21日
午前11時00分 日本郵便電子入札システム
２から５ 第１号の２から５に同じ。
６ Summary
, , , ,  and  The same with the
notice above (No. 1)
 Nature and quantity of the goods to be
purchased : about 372 volumes of Sorting
shelf (50pocket)
〇第５号（№５）
１ 調達内容
 品目分類番号 ９
 件名及び数量 外務員用書留郵便物保管箱
（６人用）111個（予定）ほか２点
 特質等 仕様書による。
 納入期限 令和３年３月26日
 納入場所 仕様書による。
 入開札の日時及び場所 令和２年12月21日
午前11時20分 日本郵便電子入札システム
２から５ 第１号の２から５に同じ。
６ Summary
, , , ,  and  The same with the
notice above (No. 1)
 Nature and quantity of the goods to be
purchased : about 111 volumes of Register‑
ed Item Box (6Pockets) and other 2 items
〇第６号（№６）
１ 調達内容
 品目分類番号 ９
 件名及び数量 個別組立用いす4632個（予
定）
 特質等 仕様書による。
 納入期限 令和３年３月26日
 納入場所 仕様書による。
 入開札の日時及び場所 令和２年12月21日
午前11時40分 日本郵便電子入札システム
２から５ 第１号の２から５に同じ。

６

Summary
, , , ,  and  The same with the
notice above (No. 1)
 Nature and quantity of the goods to be
purchased : about 4,632 volumes of Round
chair
〇第７号（№７）
１ 調達内容
 品目分類番号 ９
 件名及び数量 区 分 か ご 置 台 （２ 段 式）
1825個（予定）
 特質等 仕様書による。
 納入期限 令和３年３月26日
 納入場所 仕様書による。
 入開札の日時及び場所 令和２年12月21日
午後１時20分 日本郵便電子入札システム
２から５ 第１号の２から５に同じ。
６ Summary
, , , ,  and  The same with the
notice above (No. 1)
 Nature and quantity of the goods to be
purchased : about 1,825 volumes of Cart for
sorted items basket (2tiers)

入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和２年 10 月 30 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
契約職取締役 中澤幸太郎
◎調達機関番号 413 ◎所在地番号 13
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 購入等件名及び予定数量
大阪ＰＣＢ処理事業所電気調達（令和３年
度）
供給電圧 20kV
契約電力 4300kW
予定使用電力量 約24870000kWh
 調達件名の特質等 発注説明書による。
 履行期間 令和３年４月１日〜令和４年３
月31日
 履行場所 大阪府大阪市此花区北港白津二
丁目４13 中間貯蔵・環境安全事業㈱大阪
PCB処理事業所

 競争参加資格確認申請書の提出期限の日か
入札方法 本件は、価格以外の要素と価格
を総合的に評価して落札者を決定する総合評
ら入札執行の時までに、中間貯蔵・環境安全
価落札方式の入札である。
事業株式会社から、指名停止措置要領に基づ
入札書に記載する金額は、各社において設
く指名停止を受けている期間中でないこと。
定する契約電力に対する単価（基本料金単価）
 暴力団員による不当な行為の防止等に関す
及び使用電力量に対する単価（電力量料金単
る法律第２条に規定する暴力団又は暴力団員
価）を根拠とし、あらかじめ当社が別途提示
と関係がないこと。
する月毎の予定契約電力及び予定使用電力量

電気事業法（昭和30年法律第170号）第２
に基づき算出した各月の対価の年間総価を入
条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を
札金額とすること。
受けている者であること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記
 二酸化炭素排出原単位、未利用エネルギー
載された金額に当該金額の10パーセントに相
の活用、再生可能エネルギーの導入及び需要
当する額を加算した金額（当該金額に１円未
満の端数がある時は、その端数金額を切り捨
家への省エネルギー・節電に関する情報提供
てた金額とする。）をもって落札価格とするの
の取組に関し、発注説明書において示す入札
で、入札者は、消費税に係る課税事業者であ
適合条件を満たすこと。
るか免税事業者であるかを問わず、見積もっ
 平成28年度以降、契約電力4300kW以上、

た契約金額の110分の100に相当する金額を入
使用電力量19896千kWh／年以上の電力供給
札書に記載すること。
を、１年間以上行った実績を有すること。
※入札書に記載する金額の算定に当たって
 平成30年度の調整後二酸化炭素排出係数が

は、力率割引又は割増、発電費用等に係る
全国平均以下であること。
燃料価格変動の調整額及び電気事業者によ
 １の電気を供給することが可能であるこ

る再生可能エネルギー電気の調達に関する
とを証明できること。
特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこ
 仕様書に指示された要件等をすべて満たす

ととする。
ことができること。
 その他 本調達は競争参加資格を確認の上
入札の参加者を選定し発注するものである。 ３ 発注手続等
２ 競争参加資格
 担当部課 〒1050014 東京都港区芝１
競争参加資格確認申請書の提出期限において
７17住友不動産芝ビル３号館４階 中間貯
次の条件を全て満たしている者であること。
蔵・環境安全事業㈱ 管理部 契約・購買課
 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規
電話0357651916
定に該当しないこと。
 発注説明書の交付期間、場所及び方法
 経営状態が著しく不健全でないこと。
交付期間 令和２年10月30日（金）〜令和
 営業に関し法律上必要とする資格を有する
２年11月20日（金）
こと。
いずれも行政機関の休日に関する法律第１
 競争参加資格確認申請書及びそれらの付属
条第１項各号に掲げる日を除く毎日、午前10
書類又は資格審査申請用データ中の重要な事
時〜12時及び午後１時〜４時（以下におい
項について虚偽の記載をし又は重要な事実に
ついて記載をしなかった者でないこと。
て同じ。）
 会社更生法に基づき更生手続開始の申立が
交付場所 上記１及び３
なされている者又は民事再生法に基づき再生
交付方法 手交又は電子メールによる送付
手続開始の申立がなされている者でないこ
 入札説明会の日時及び場所
と。
開催日時 令和２年11月10日(火)時間につ
 令和元・２・３年度（平成31･32･33年度で
いては別途連絡
も可）に有効な全省庁統一資格（資格の種類：
開催場所 上記
物品の販売、等級：Ａ、Ｂ又はＣ、競争参加
申込方法 希望者は、発注説明書にある「入
地域：近畿）を有すること。
（当該資格につい
札説明会参加申込書」により、上記にＦＡ
て、競争参加資格確認申請書の提出期限にお
Ｘで申込むこと。
いて申請中の者も可とするが、入札書の提出
申込期限 令和２年11月９日（月）16時ま
期限までに当該資格を取得できない場合は参
加資格を認めない。）
で


