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 Have Grade A, B or C Manufacture of

product or Sale of product in terms of

the qualification for participating in ten‑

ders by Cabinet Office (Single qualifica‑

tion for every ministry and agency) in the

fiscal years 2019, 2020, 2021.

 Are not being suspended from transac‑

tions by request of National Police Agen‑

cy.

 Not be the bussiness operators that a

gangster influences management substan‑

tially or the person who has exclusion re‑

quest from Japanese government is con‑

tinuing state concerned.

 Time‑limit for tender : 17 : 00 27, No‑

vember 2020

 Contact point for the notice : DOBASHI

Kimiharu, Finance Division, Commissioner‑

General's Secretariat, National Police

Agency, 212 Kasumigaseki Chiyoda‑ku
Tokyo 1008974 Japan. TEL 033581
0141 ext. 2298

 入札方法 入札金額は、各者において設定
する契約電力に対する単価（kW単価、同一
月においては単一のものとする。）及び使用電
力量に対する単価（kWh単価、夏季料金と
その他季料金等の設定がある場合は、それぞ
れの単価を記載すること。その他の割引料金
等がある場合はその内訳を併せて記載するこ
と。）を入札書に記入すること。また、落札決
定にあたっては、当事務所が提示する契約電
力及び使用予定電力量の総価を比較対象とす
るので、単価と合わせて総価を入札書に記入
すること。
なお、入札時においては、燃料費調整及び
電気事業者による再生可能エネルギー電気の
調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考
慮しないものとする。（詳細は入札説明書によ
る。）
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
る金額を記載した入札書を提出すること。
入札回数は原則２回を限度とするが、場合
によっては３回目を執行することがある。な
お、やむを得ない場合を除き予算決算及び会
計令第99条の２に基づく随意契約には移行し
ない。
 電子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用 本
件は、証明書等の提出、入札を電子調達シス
テムで行う対象案件である。なお、電子調達
システムによりがたい場合は、紙入札方式参
加願を提出し、紙入札方式に変えることがで
きる。
電子調達システムによる場合は、電子認証
を取得していること。

２ 競争参加資格
 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。
 令和１・２・３年度の一般競争（指名競争）
参加資格（全省庁統一資格）「物品の製造」又
は「物品の販売」の東海・北陸地域の認定を
受け、Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされて
いる者であること。
 競争参加資格の申請は、「競争参加者の資格
に関する公示」（令和２年３月31日付け官報）
に記載されている時期及び場所で受け付け
る。
 申請書等の受領期限の日から開札の時まで
の期間に、中部地方整備局長から指名停止を
受けていないこと。
 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立
てがなされている者又は民事再生法に基づき
再生手続き開始の申し立てがなされている者
（競争参加資格に関する公示に基づく再申請
の手続きを行った者を除く。）でないこと。
 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あり、
当該状態が継続している者でないこと。
 入札説明書を３の交付方法により直接入
手した者であること。なお、電子調達システ
ムによる入手時は、「ダウンロードした案件に
ついて訂正・取消が行われた際に更新通知
メールの配信を希望する」を必ず選択するこ
と。選択しなかった場合は、質問回答等で資
料追加した際に、更新通知が届かず、適正な
申請書等を作成できないことから、競争参加
資格を与えない。
 電気事業法第２条の２の規定に基づく小売
電気事業者の登録を受けていることを証明し
た者であること。
 省CO２化の要素を考慮する観点から、入札
説明書に記載する基準を満たすこと。

４ その他
 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。

 入札保証金及び契約保証金 免除
 入札者に要求される事項
⒜ 紙入札方式により参加を希望する者は、
必要な証明書等を上記３の受領期限まで
に上記３に示す場所に提出しなければな
らない。
⒝ 電子調達システムにより参加を希望する
者は、入札書類データ（証明書等）を上記
３の受領期限までに上記３に示すＵＲ
Ｌより、電子調達システムを利用し提出し
なければならない。
なお、⒜、⒝いずれの場合も、開札日の前
日までの間において契約担当官等から証明書
等に関する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。

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７日
分任支出負担行為担当官 中部地方整備局

紀勢国道事務所長 藤山 一夫
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 24
１ 調達内容
 品目分類番号 26
 調達件名及び数量 令和２年度紀勢国道事
務所庁舎外８個所で使用する電気（電子調達
システム対象案件）
契約電力 217kW 283kW 89
kW 221kW 303kW 207kW 
141kW 95kW 468kW
年間使用予定電力量 900864kWh 

668618kWh 293844kWh 544914
kWh 595268kWh 392330kWh 
610236kWh 719684kWh 1459998
kWh

 調達件名の特質等 入札説明書による。
 納入期間 令和３年２月１日から令和５年
１月31日まで

 納入場所 中部地方整備局紀勢国道事務所
外８個所（紀勢国道事務所 便ノ山電気
室 海山電気室 亥ヶ谷山電気室 大
吹電気室 逢神曽根電気室 三浦電気室
古里電気室 新八鬼山トンネル電気

室）

３ 入札書の提出場所等
 電子調達システムのＵＲＬ、入札書の提出
場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
電子調達システム
https://www.geps.go.jp

〒5150005 三重県松阪市鎌田町144６
国土交通省中部地方整備局紀勢国道事務所
経理課 若林 篤 電話0598525361
内線505 ＦＡＸ0598525371

 紙入札方式による入札書の提出場所、契約
条項を示す場所及び問い合わせ先 の問い
合わせ先に同じ
 入札説明書の交付場所及び交付方法 電子
調達システムにより交付する（「ダウンロード
した案件について訂正・取消が行われた際に
更新通知メールの配信を希望する」を選択し
なかった場合は、質問回答等で資料追加した
際に、更新通知が届かず適正な申請書等を作
成できないことから、競争参加資格を与えな
い。なお、誤って選択しなかった場合は、
問い合わせ先まで連絡し、指示に従うこと）。
また、やむを得ない事由により、電子調達シ
ステムによる入手が出来ない場合は、交付若
しくは託送（着払い）を行うので、問い合
わせ先まで連絡し、指示に従うこと。
 電子調達システムによる入札書類データ
（証明書等）の受領期限及び紙入札方式によ
る証明書等の受領期限 令和２年11月９日16
時00分
 電子調達システムによる入札書、及び紙入
札、郵送等による入札書の受領期限 令和２
年11月27日16時00分
 開札の日時及び場所 令和２年12月２日10
時15分 紀勢国道事務所入札室
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