
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
平成31年２月28日
独立行政法人水資源機構分任契約職
利根導水総合事業所長 笠井 泰孝

◎調達機関番号 563 ◎所在地番号 11

１ 調達内容
(1) 品目分類番号 26
(2) 調達件名及び数量 利根導水総合事業所管
内で使用する電気 1式

(3) 調達件名の特質等 入札説明書による。
(4) 契約期間 契約締結の翌日から平成33年7
月31日まで。

(5) 使用期間 平成31年8月1日から平成33年7
月31日まで。

(6) 需要場所 入札説明書による。
(7) 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
８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
108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。
(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 省エネルギーと二酸化炭素排出量削減の要
素を考慮する観点から、入札説明書に記載す
る基準を満たす者であること。

(5) 一般競争参加資格確認申請書及び一般競争
参加資格確認資料の提出期限の日から開札の
時までの期間に、当機構から工事請負契約に
係る指名停止等の措置要領に基づき、利根川
水系及び荒川水系関連区域において指名停止
を受けていないこと。

(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。

(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を



支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、当機構発注工事等から排除要請があり、
当該状態が継続している者でないこと。

３ 入札書の提出場所等
(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及
び当該入札に関する問い合わせ先
〒361-0004 行田市大字須加字船川4369
独立行政法人水資源機構利根導水総合事業
所 経理課

電話048-557-1501 FAX048-557-1506
(2) 入札説明書の交付場所及び交付方法
① 別途指定するホームページからのダウン
ロードによる。詳細については、上記３(1)
まで問合せされたい。

② 郵送による交付は郵送料を別に必要とす
る。

(3) 入札書の受領期限
平成３１年４月１９日 16時00分

(4) 開札の日時及び場所
平成３１年５月８日 10時00分
独立行政法人水資源機構 利根導水総合事
業所 入札室

４ その他
(1) 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。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。
(3) 入札者に求められる事項

この競争に参加を希望する者は、必要な確
認申請書及び確認資料を上記３(3)の受領期
限までに、上記３(1)に示す場所に提出しな
ければならない。

(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札、確認申請書又は確認資
料に虚偽の記載を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。

(5) 契約書の作成の要否 要。
(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲
内で最低の価格をもって有効な入札を行った
者を落札者とする。

(7) 手続における交渉の有無 無。
(8) 詳細は入札説明書による。

５ Summary
(1) Contracting Entity：Hirotaka Kasai,Di-
rector of Tone Canal Integrated Operati-
on and Maintenance Office, Japan Water
Agency

(2) Classification of the products to be
procured：26

(3) Nature and quantity of the products to
be purchased:Electricity to use in The
Tone Canal Integrated Operation and Mai-
ntenance Office jurisdiction

(4) Delivery period ：By 31 July,2021
(5) Delivery place:as in the tender docum-
entation



(6) Qualification for participating in the
tendering procedures：Suppliers eligible
for participating in the proposed tender
are those who shall:
① have the qualification on "Provision
of Services(Others) " and "Electricity"
for participating in tenders by Japan
Water Agency (in the fiscal year 2019
and 2020).

② not correspond to the requirements
for disqualification.

(7) Time limit of tender : 16:00 19 April,
2019

(8) Contact point for the notice：Account-
ing Section, Tone Canal Integrated Opera
tion and Maintenance Office, Japan Water
Agency on, 4369, funakawa, Suka, Gyouda
-shi, Saitama-Prefecture, 361-0004, Japa
n.TEL 048-557-1501, FAX 048-557-1506




