
入札公告をご覧いただく前に

（公告概要のお知らせ）

件名：沼田総合管理所管内で使用する電気

このお知らせは、調達の概要、入札公告の概要及び入札説明書の概要を記載したものです。

（入札公告本文は、このお知らせの後段に掲載しております。）

詳しい内容は、入札説明書等を入手していただき、詳細をご確認ください。

本件に関し、入札説明書等の交付を希望される方は、ＦＡＸにて「件名及び

入札説明書等の交付希望」の旨を記載いただき、下記までご請求ください。

独立行政法人水資源機構 沼田総合管理所 総務課 野村

℡ ０２７８－２４－５７１１ Fax ０２７８－２２－７５６５

１．調達の概要 調達の概要は次のとおりです。

件 名 沼田総合管理所管内で使用する電気

契約期間 契約締結の翌日から平成３３年４月３０日まで

使用期間 平成３１年５月１日 00:00から平成３３年４月３０日 24:00 まで

数 量 等 詳細な数量等は、「仕様書」に記載してありますので、詳細にご検討され

る場合は、入札説明書等の請求をお願いします。

２．入札参加資格の概要 入札参加の要件は次のとおりです。

競争参加資格 当機構における平成29･30年度一般競争（指名競争）参加資格業者のう

ち、物品製造等の業種区分の「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を要件としています。

（開札までに登録が完了していれば結構です。）

電気事業者 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

る者としています。

二酸化炭素排 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用及び新エネルギーの導入、

出係数等 グリーン電力証書の譲渡及び需要家への省エネルギー・節電に関する情

報提供の取組に関し、条件を満たす者としています。

その他 欠格要件に該当しないこと。



３．公告～落札者決定までの日程

公告期間 平成３０年９月１４日(金)～平成３０年１１月８日(木)

水資源機構沼田総合管理所１F掲示板又はホームページ

http://www.water.go.jp/ でご覧になれます。

仕様書などの交付期間 平成３０年９月１８日(火)～平成３０年１１月８日(木)

希望する方に、取得用URLをお知らせします。

参加資格確認申請書及び 確認申請書及び確認資料を１式として平成３０年１１月８日(木)

確認資料の提出期限 までに提出して下さい。

参加資格の確認通知 参加資格が確認された応募者には、

平成３０年１１月１４日(水)までに通知します。

開札日時、開札場所 日時：平成３０年１１月２６日(月) １４時００分

場所：群馬県沼田市上原町１６８２

独立行政法人水資源機構 沼田総合管理所

入札書の提出期限等 持参の場合：平成３０年１１月８日(木) １７時００分まで

（右に記載した何れの方法で に以下に示す提出先に直接持参のうえ提出願います。

も入札できます。） 郵送の場合：平成３０年１１月８日(木) １７時００分まで

に以下に示す提出先に到着するように送付願います。

入札書の提出先 群馬県沼田市上原町１６８２

独立行政法人水資源機構 沼田総合管理所

入札説明書に対する 確認申請書・確認資料に対するお問い合わせとは別に、調達内容等に

質問書の受付期間 対する質問を、書面により受け付けます。

平成３０年９月１９日（水）～ 平成３０年１０月１２日

（金）の間受け付けます。

質問書に対する 平成３０年１０月１５日(月)～平成３０年１１月７日(水)の

回答の閲覧期間 間、全ての質問に対してWeb上で閲覧できます。



入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
平成30年9月14日
独立行政法人水資源機構分任契約職
沼田総合管理所長 杉尾 俊治

◎調達機関番号 563 ◎所在地番号 10

１ 調達内容
(1) 品目分類番号 26
(2) 調達件名及び数量 沼田総合管理所管内で
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4
月30日まで。

(5) 使用期間 平成31年5月1日から平成33年4
月30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) 以下の各号に該当しない者であること。
① 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

② 独立行政法人水資源機構（以下「機構」
という。）が発注した物品等の調達に係る
契約において、本入札公告の日より過去２
年以内に次のア．からキ．までのいずれか
に該当する事実があると認められる者
ア. 契約の履行に当たり、故意に製造若し
くは業務を粗雑にし、又は物品等の品質
若しくは数量に関して不正の行為をした
事実

イ. 公正な競争の執行を妨げた者又は公正
な価格を害し、若しくは不正の利益を得
るために連合した事実

ウ. 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が
契約を履行することを妨げた事実

エ. 監督又は検査の実施に当たり、役員又
は職員の職務の執行を妨げた事実

オ. 正当な理由がなくて契約を履行しなか
った事実



カ. 受注者の責めに帰すべき事由により契
約解除をした事実

キ. ア.からカ.までのいずれかに該当する
事実があった後２年を経過しない者を、
契約の履行に当たり、代理人、支配人そ
の他の使用人として使用した事実

③ 機構と締結した請負契約に基づく賠償
金、損害金、違約金又はこれらの遅延利息
を支払っていない者

④ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基
づく会社更生手続きの開始若しくは、民事
再生法（平成11年法律第225号）に基づく再
生手続開始がなされ一般競争（指名競争）
参加資格の再審査に係る認定を受けていな
い者又は手形交換所による取引停止処分、
主要取引先からの取引停止等の事実があ
り、経営状態が著しく不健全であると認め
られる者

⑤ 一般競争（指名競争）参加資格審査申請
書（物品製造等）又は添付書類中の重要な
事項について虚偽の記載をし、又は重要な
事実について記載をしなかった者

⑥ 営業に関し法律上必要とされる資格を有
しない者

(2) 機構における平成29・30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、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、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
〒378-0051 群馬県沼田市上原町1682
独立行政法人水資源機構沼田総合管理所

総務課 野村
電話 0278-24-5711 FAX 0278-22-7565

(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30年11月8日 17時00分

(4) 開札の日時及び場所
平成30年11月26日 14時00分
独立行政法人水資源機構沼田総合管理所3
階会議室

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：Syunji Sugio, Di-
rector of Numata Integrated Operation
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
Numata Integrated Operation and Mainte-
nance Office jurisdiction

(4) Delivery period ：By 30 April ,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 2017
and 2018).

② not correspond to the requirements
for disqualification.

(7) Time limit of tender : 17:00 8 Novem-



ber,2018
(8) Contact point for the notice：General
Affairs Section, Numata Integrated Op-
eration and Maintenance Office, Japan
Water Agency on, 1682, Kamiharamachi,
Numatashi, Gunma-Prefecture, 378-0051,
Japan.TEL 0278-24-5711, FAX 0278-22-7565


