
(号外政府調達第  号)

報
官
木曜日
令和元年  月  日



Time‑limit for tender : 12 : 00 November
28, 2019
 Contact point for the notice : Ayaka
Tamaki, Director, Procurement policy
planning Division, National Center for
Child Health and Development, 101,
Okura 2 Chome, Setagaya‑ku, Tokyo 157
8535, Japan. TEL 0334160181 ext. 5205

入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和元年 10 月 10 日
独立行政法人水資源機構分任契約職
千葉用水総合管理所長 宮下 武士
◎調達機関番号 563 ◎所在地番号 12
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 調達件名及び数量 千葉用水総合管理所管
内で使用する電気 １式
 調達件名の特質等 入札説明書による。
 契約期間 契約締結の翌日から令和４年２
月28日まで。
 使用期間 令和２年３月１日から令和４年
２月28日まで。
 需要場所 入札説明書による。
 入札方法 落札者の決定にあたっては、入
札書に記載された金額に当該金額の100分の
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
を切り捨てた金額とする。）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、見積もった契約希望金額の
110分の100に相当する金額を入札書に記載す
ること。
（詳細は入札説明書による。）
２ 競争参加資格 次に掲げる条件を満たしてい
る者であること。
 物品等の調達に関する契約事務処理要領第
５条第２項の規定に該当しない者であるこ
と。
 当機構における平成31・32年度一般競争
（指名競争）参加資格業者のうち、業種区分
の「役務の提供（その他）
」の認定を受けてお
り、かつ、営業品目の「電気」に登録してい
ること。
 電気事業法第２条の２の規定に基づき小売
電気事業者の登録を受けている者であるこ
と。

 契約書の作成の要否 要。
省エネルギーと二酸化炭素排出量削減の要
 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲
素を考慮する観点から、入札説明書に記載す
内で最低の価格をもって有効な入札を行った
る基準を満たす者であること。
者を落札者とする。落札者により当該金額の
 一般競争参加資格確認申請書及び一般競争
内容に適合した履行がなされないおそれがあ
参加資格確認資料の提出期限の日から開札の
ると認められるとき、又はその者と契約を締
時までの期間に、当機構から工事請負契約に
結することが公正な取引の秩序を乱すおそれ
係る指名停止等の措置要領に基づき、利根川
があって著しく不適当であると認められると
水系及び荒川水系関連区域において指名停止
きは、予定価格の制限の範囲内の価格をもっ
を受けていないこと。
て申し込みをした他の者のうち、最低の価格
 入札に参加しようとする者の間に資本関係
をもって申し込みをした者を落札者とする。
又は人的関係がないこと。
 手続における交渉の有無 無。
 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
 詳細は入札説明書による。
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
５ Summary
て、当機構発注工事等から排除要請があり、
 Contracting Entity : Takeshi Miyashita,
当該状態が継続している者でないこと。
Director of Chiba Canal Integrated Opera‑
３ 入札書の提出場所等
tion and Maintenance Office, Japan Water
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及
Agency
び当該入札に関する問い合わせ先
 Classification of the products to be pro‑
〒2760028 八千代市村上3139 独立行政
cured : 26
法人水資源機構千葉用水総合管理所 総務課
 Nature and quantity of the products to be
電 話 047 483 0722 FAX047 483
purchased : Electricity to use in The Chiba
0709
Canal Integrated Operation and Mainte‑
 入札説明書の交付場所及び交付方法
nance Office jurisdiction
 Delivery period : By 28 February, 2022
 別途指定するホームページからのダウン
 Delivery place : as in the tender do‑
ロードによる。詳細については、上記３
cumentation
まで問合せをすること。
 Qualification for participating in the ten‑
 郵送による交付は郵送料を別に必要とす
dering procedures : Suppliers eligible for
る。
participating in the proposed tender are
 入札書の受領期限 令和元年11月29日17時
those who shall :
00分
 have the qualification on Provision of
 開札の日時及び場所 令和元年12月11日11
Services (Others) and Electricity for
時00分 独立行政法人水資源機構千葉用水総
participating in tenders by Japan Water
合管理所
Agency (in the fiscal year 2019 and 2020).
４ その他
 not correspond to the requirements for
 契約手続において使用する言語及び通貨
disqualification.
日本語及び日本国通貨に限る。
 Time limit of tender : 17 : 00 29 Novem‑
 入札保証金及び契約保証金 免除。
ber, 2019
 入札者に求められる事項 この競争に参加
 Contact point for the notice : General Af‑
を希望する者は、封印した入札書のほかに競
fairs Section, Chiba Canal Integrated Op‑
争参加資格を証する書類を上記３の受領期
eration and Maintenance Office, Japan Wa‑
限までに、上記３に示す場所に提出しなけ
ter Agency on, 3139, Murakami, Yachiyo‑
ればならない。また、開札日の前日までの間
City, Chiba‑Prefecture, 2760028, Japan.
において、競争参加資格を証する書類の内容
TEL 0474830722, FAX 0474830709
に関する当機構からの照会があった場合に
入札公告
は、説明しなければならない。
 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
次のとおり一般競争入札に付します。
のない者のした入札、確認申請書又は確認資
令和元年 10 月 10 日
料に虚偽の記載をした入札及び入札に関する
独立行政法人 海技教育機構
理事長 野崎 哲一
条件に違反した入札は無効とする。


◎調達機関番号 604 ◎所在地番号 14
〇第 10 号
１ 調達内容
 品目分類番号 77
 購入等件名及び数量 大成丸第２Ｂ種中
間検査工事 一式 青雲丸第２Ａ種及び第
３種中間検査工事 一式
 調達案件の仕様等 入札説明書による。
 履行場所 仕様書による。
 履行期間 令和２年３月11日から令和２
年３月24日 令和２年３月11日から令和２
年３月28日
 入札方法 上記１の案件ごとにそれぞれ
入札に付する。詳細は入札説明書による。
２ 競争参加資格
 令和１・２・３（平成31・32・33）年度全
省庁統一資格「役務の提供等」
（船舶整備）の
Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされている
者であること。ただし、指名停止の措置を受
けている期間中に該当する者は除く。
 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する者又はこれに準ずるものとして、国
土交通省公共事業等からの排除要請がない
者。
 労働者派遣法（第３章第４節の規定を除
く。）の規定又はこれらの規定に基づく命令に
違反した日若しくは処分（指導を含む。）を受
けた日から５年を経過しない者でないこと。
（これらの規定に違反して是正指導を受けた
者のうち、入札参加関係書類提出時までに是
正を完了している者を除く。）
 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協
会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこ
れらに係る保険料の未納がないこと。
（入札参
加関係書類提出時において、直近２年間の保
険料の未納がないこと。）
 当該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でないこと等。詳細
は入札説明書による。
３ 入札書の提出場所等
 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、
入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒2318435 神奈川県横浜市中区北仲通
５57 横浜第２合同庁舎 独立行政法人海
技教育機構 総務部会計課調度係 江川 健
人 電話0452120003
 証明書等の受領期限 令和元年11月29
日17時00分

