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５ Summary

 Official in charge of disbursement of the

procuring entity : Kazuyuki Mizuguchi, Di‑

rector General of Niigata Regional Head

Office, East Nippon Expressway Company

Limited

 Classification of the products to be pro‑

cured : 26

 Nature and quantity of the products to be

purchased :

 Electricity to use in Niigata Regional

Head office Niigata prefecture area elec‑

tric power receiving substation, Subs‑

tation : 87 the estimated electricity con‑

sumption for the delivery period :

142,633,101kWh

 Electricity to use in Niigata Regional

Head office Gunma prefecture area elec‑

tric power receiving substation, Subs‑

tation : 3 the estimated electricity con‑

sumption for the delivery period :

32,743,439kWh

 Electricity to use in Niigata Regional

Head office Toyama prefecture area

electric power receiving substation, Subs‑

tation : 4 the estimated electricity con‑

sumption for the delivery period :

5,903,151kWh

 Delivery period : from 1 April, 2022 th‑

rough 31 March, 2025

 Delivery places : As shown in the tender

documentation

 Qualification for participating in the ten‑

dering procedures : Suppliers eligible for

participating in the open tender are those

who shall :

 Not come under Article 6 of the East

Nippon Expressway Companys regula‑

tion concerning the contract procedures

 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
を有しない者がした入札及び入札に関する条
件に違反した入札は無効とする。
 契約書作成の要否 要
 落札者の決定方法 本公告に示した調達に
係る入札書を提出した入札者であって、契約
制限価格の範囲内で最低価格（総価）をもっ
て有効な入札を行った入札者を落札者とす
る。
 手続における交渉の有無 無
 入札に関する一般的な質問については「入
札参加に必要な書類や入札に関するよくある
質問と回答」（https://www.e-nexco.co.jp/
faq/bids/）を参照すること。

 詳細は入札説明書による。

 Not to have been subject to transaction

suspension measures imposed by East

Nippon Expressway Company Limited

during the period from the examination

Criteria date to the date of the decision

on the bidder.

 A person who has registered as a retail

electricity supplier based on the pro‑

visions of Article 22 of the Electricity
Business Law on the examination stan‑

dard date, and has a record of supplying

electricity that has expired the contract

period for persons other than yourself.

 [ needs the following documents]
１）The copy of document confirming
that it is a accordance with Article 2
2 of the Electricity Business Act.

２）The copy of contract confirming that
the electricity supply results of con‑

sumers excepting yourself.

３）The copy of invoice confirming that
the contract term has expired in the

above contract.

However, there is a duty of co‑

nfidentiality regarding the above cer‑

tificates２）and３).
Therefore, if you can match the con‑

tents of the contract name, etc. with

this, you may hide other items.

 There shall have been no funding or

personal relationships with those intend‑

ing to participate in the bidding during

the period from the examination criteria

date to the date of the decision on the bid‑

der.

 Time‑limit for tender : 4 : 00 PM, 26 No‑

vemver 2021

 Contact point for the notice : Ichigo

Tomokazu, Deputy Manager of procurem‑

ent & contract Section, Technology and

procurement Department, Niigata Regional

Head Office, East Nippon Expressway

Company Limited, 11, Tenjin, Chuo‑ku,
Niigata city, Niigata 9500917, Japan.
TEL 0252415116

２ 参加資格
参加表明書の提出者は、以下のに掲げる資
格を満たしている単体企業又はに掲げる資格
を満たしている設計共同体であること。
 単体企業
 予算決算及び会計令（以下「予決令」と
いう。）第70条の規定に該当しないものであ
ること。なお、未成年者、被保佐人又は被
補助人であって、契約締結のために必要な
同意を得ている者は、同条中、特別の理由
がある場合に該当する。
 予決令第71条の規定に該当しない者であ
ること。
 令和３・４年度国土交通省一般（指名）
競争参加資格「測量及び建設コンサルタン
ト等（建設コンサルタント）」のＡ等級に格
付けされ、東京航空局における競争参加資
格を有する者であること（会社更生法（平
成14年法律第154号）に基づき更生手続開
始の申立てがなされている者又は民事再生
法（平成11年法律第225号）に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者につい
ては、手続開始の決定後、東京航空局長が
別に定める手続に基づく一般競争参加資格
の再認定を受けていること。）。なお、当該
資格を有していない者については、「競争参
加資格に関する公示」（令和２年10月１日付
官報）に記載されている申請方法等により、
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
でないこと。但しの再認定を受けている
者を除く。
 参加表明書の提出期限の日から見積合わ
せの日までの間に、東京航空局長から「航
空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等
の措置要領（昭和59年６月28日付空経第
386号。）」に基づく指名停止を受けていな
い者であること。

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の
公示（建築のためのサービスその他の技術
的サービス（建設工事を除く））

次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和３年 10 月７日

支出負担行為担当官
東京航空局長 藤田 礼子

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
〇東空建第 132 号
１ 業務概要
 品目分類番号 42
 業務名 成田国際空港新管制塔新築設計業
務
 業務内容 本業務は、成田国際空港の新管
制塔整備に係る基本設計、実施設計及び積算
業務を行うものである。
 履行期間 契約締結日の翌日から令和６年
３月15日まで
 本業務は、資料等の提出を電子調達システ
ムで行う対象業務である。なお、電子調達シ
ステムによりがたい場合は、紙入札による参
加の承諾願いを提出すること。
 本業務は、「国及び独立行政法人等における
温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約
の推進に関する基本方針」に基づき、温室効
果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテー
マとした技術提案を求め、技術的に最適な者
を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適
用業務である。

 本業務は、発注者が別途契約する工事の優
先交渉権者の技術提案、技術情報等を、発注
者の指示に基づき設計に反映させる技術提
案・交渉方式の適用業務である。
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