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４ その他
 入札及び契約手続に用いる言語及び通貨
日本語及び日本国通貨

 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 入札者は、開札
日の前日までの間において、支出負担行為担
当官から入札説明書で示した競争参加資格に
関する証明書類に関し説明を求められた場合
は、それに応じなければならない。当該書類
に関し説明の義務を履行しない者は落札決定
の対象としない。
 入札の無効 本公告に示した入札参加に必
要な資格のない者又は入札に関する条件に違
反した者の提出した入札書は無効とする。
 契約書作成の要否 要
 落札者の決定方法 本公告に示した業務を
実施できると支出負担行為担当官が判断した
証明書類を提出した入札者であって、予決令
第79条の規定に基づいて作成された予定価格
の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入
札を行った入札者を落札者とする。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
した他の者のうち最低の価格をもって入札し
た者を落札者とすることがある。
 手続における交渉の有無 無
 詳細は入札説明書による。
５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Hongou Kouji, Director

General of Forestry Agency

 Classification of the services to be pro‑

cured : 71, 27

 Nature and quantity of the services to be

required : Purchase of soft wear for person‑

al computer of the administration system 1

set

 Fulfillment Period : 19, March, 2021

 Fulfillment Place : As shown in the

tender documentation.

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the proposed tender are

those who shall :

 not come under Article 70 of the Cabi‑

net Order concerning the Budget, Audit‑

ing and Accounting. Furthermore, mi‑

nors, Person under Conservatorship or

Person under Assistance that obtained

the consent necessary for concluding a

contract may be applicable under cases

of special reasons within the said clause,

 not come under Article 71 of the Cabi‑

net Order concerning the Budget, Audit‑

ing and Accounting,

 have Grade A, B, or C in terms of

qualification Provision of services for

participating in tenders by Ministry of

Agriculture, Forestry and Fisheries

(Single qualification for every Ministry

and Agency) in the fiscal year 2019, 2020

and 2021,

 prove not to be a period of receiving

nomination stop from the contracting of‑

ficer,

 receive the tender documentation,

 meet the other qualification require‑

ments by the tender documentation.

 Time limit for tender : 5 : 00 P.M., 26 Ja‑

nuary, 2021 (tenders submitted by mail

5 : 00 P.M., 25 January, 2021)

 Contact point for the notice : Miyaji

Toshihiro, National Forest Planning Divi‑

sion, National Forest Department, Forestry

Agency, 121 Kasumigaseki, Chiyodaku,
Tokyo 1008952 Japan. TEL 033502
8111 ext. 6290

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。本案件は、
競争参加資格確認のための証明書等（以下、「証明
書等」という。）の提出、入札を電子調達システム
（ＧＥＰＳ）で行う対象案件です。
令和２年 12 月４日
分任支出負担行為担当官 関東地方整備局

利根川下流河川事務所長 大谷 悟
◎調達機関番号 020 ◎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
Ｒ３北千葉導水路で使用する特別高圧電気
（電子調達システム対象案件）
 契約電力 9100kW
予定使用電力量 8358552kWh

 契約電力 5300kW
予定使用電力量 3111328kWh

 調達件名の特質等 入札説明書による
 使用期間 令和３年６月１日から令和４年
５月31日まで。
 需要場所
 千葉県印西市発作1207
 千葉県柏市戸張新田四反町26
上記需要場所の詳細は入札説明書による。

 入札方法 入札書に記載する金額は、各社
において設定する契約電力に対する単価（基
本料金単価）及び使用電力量に対する単価（電
力量料金単価）を根拠とし、あらかじめ当局
が別途提示する月ごとの予定契約電力及び予
定使用電力量に基づき算出した各月の対価の
使用期間に対する総額を入札金額とするこ
と。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記
載された金額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、消費税及び地方消費税に相当する金額を
含めて見積もった金額を入札書に記載するこ
と。
原則として、当該入札の執行において入札
執行回数は２回を限度とする。なお、当該入
札回数までに落札者が決定しない場合は、予

算決算及び会計令第99条の２の規定に基づく
随意契約（以下「不落随契」という。）に移行
する場合がある。その場合は以下のとおりと
する。
１）不落随契に伴う見積依頼は、２回目の入
札を行った者に対して行うものとする。
２）見積書提出意思のある者は、見積書の提
出を行うこと。
３）見積書提出意思のない者は、辞退届を必
ず提出すること。
なお、紙入札方式による入札者は、開札
場より退出すること。
４）何ら意思表示のない者は、見積書提出意
思のない者とみなす。

 電子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用
１）電子調達システムによる入札参加を希望
する場合は、電子認証（ＩＣカード）を取
得していること。
２）電子調達システムによりがたい場合は、
証明書等とともに紙入札方式参加願を提出
すること。

２ 競争参加資格
 入札参加者に要求される資格
１）基本的要件
 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01・02・03年度国土交通省競争参
加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」
で、Ａ又はＢの等級に格付けされた関
東・甲信越地域の競争参加資格を有する
者であること。
なお、「競争参加者の資格に関する公
示」（令和２年３月31日付官報）に記載さ
れている時期及び場所で競争参加資格の
申請を受け付ける。
 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
に基づき再生手続開始の申立てがなされ
ている者（競争参加資格に関する公示に
基づきの競争参加資格を継続する為に
必要な手続きをおこなった者を除く。）で
ないこと。
 証明書等の提出期限の日から開札の時
までの期間に、関東地方整備局長から指
名停止を受けていないこと。
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