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次のとおり一般競争入札に付します。
令和２年１２月２４日
国立研究開発法人森林研究・整備機構
森林総合研究所 林木育種センター所長
◎所在地番号 ０８

◎調達機関番号 ８０６
１ 調達内容
(1) 品目分類番号 ２６
(2) 購 入 等 件 名 及 び 数 量

(3)
(4)

調 達 件 名 の 特 質 等
使
用
期
間

(5)

需

(6)

入

給

場

所

上練三

森林総合研究所林木育種センターで使用する電気
予定契約電力
２６５kW
予定使用電力量 １，３７５，０００kWh
入札説明書及び仕様書による。
令和３年４月 １日 ０時から
令和４年３月３１日２４時まで
茨城県日立市十王町伊師３８０９－１
国立研究開発法人森林研究・整備機構
森林総合研究所林木育種センター

札
方
法
入札金額は、当センターが提示する予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した
各月の対価の年間総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに
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、その端数金額を切捨
てるものとする。)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、見積った契約金額の１１０分の１００
に相当する金額を入札書に記載すること。
また、仕様書に提示する予定契約電力に対し各社において設定する単一の単価（月額）
及び仕様書に提示する予定使用電力量に対する単価(同一月については単一のものとし、
小数点以下を含むことができる。)を明らかにし、当該単価に従って計算した入札金額内
訳書を入札書に添付すること。
※ 入札金額の算定に当たっては、力率割引又は割増、燃料費調整額、太陽光発電促進付加
金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
金は考慮しないこととする。
注１）入札金額内訳書における単価は税抜き単価で記載すること。

２ 競争参加資格
(1) 国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱規程第７条及び第８条の規定に該当し
ない者であること。
(2) 平成31･32･33年度又は令和1･2･3年度国立研究開発法人森林研究・整備機構競争参加資格又
は全省庁統一資格における「物品の製造」又は「物品の販売」の業種区分において、Ａ、Ｂ、
Ｃ又はＤのいずれかの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であ
ること。
(3) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３条第１項の規定に基づき、一般電気事業者
としての許可を得ている者又は同法第１６条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者
としての届出を行っている者であること。
(4) 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入及び需要家へ
の省エネルギー・節電に関する情報提供の取組に関して、入札説明書に掲げる入札適合条件
を満たした者であること。
(5) 農林水産省及び国立研究開発法人森林研究・整備機構の指名停止を受けている期間中でな
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、入札説明書交付場所及び問合せ先
〒319-1301 茨城県日立市十王町伊師３８０９－１
国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所林木育種センター
総務部 管理課 会計第二係
TEL 0294-33-7182 FAX 0294-39-7306
(2) 入 札 説 明 書 の 交 付 方 法
本公告の日から上記３(1)の交付場所にて、
令和３年２月１１日（木）まで交付する。
(3) 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所
入札説明書の交付をもって説明会に代える。
(4) 提出書類（証明書類）の受領期限
令和３年２月１２日（金）１５時
(5) 郵便等による場合の入札書の提出期限
令和３年２月１２日（金）１５時
(6) 入 札 、 開 札 の 日 時 及 び 場 所
令和３年２月１５日（月）１４時
当センター小会議室
４ その他
(1) 入札書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
(2) 入札保証金及び契約保証金
免除
(3) 入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示した調
達内容を完全に履行できることを証明する書類を作成し、受領期限までに提出しなければな
らない。なお、入札者は開札日の前日までの間において、所長から当該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。
(4) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、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。
(5) 契約書作成の要否
要
(6) 落札者の決定方法
本公告に示した物件を納入できると所長が判断した資料及び入札書
を提出した入札者であって、国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱規程第２９
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
った者を落札者とする。
(7) 契約情報の公表
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成２２年１２月
７日閣議決定）」に基づき、当研究所と一定の関係を有する法人等と契約をする場合には、
当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームページで公表する。
なお、本件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって、所要の情報の当方への提供及
び情報の公表に同意されたものとみなすこととする。
(8) 手続きにおける交渉の有無
無し
(9) その他
詳細は入札説明書による。
５ Summary
(1) 0fficial in charge of disbursement of the procuring entity : Renzou Kami Vice-President(For
est Tree Breeding) of Forestry and Forest Products Research Institute.
(2) Classification of the products to be procured : 26
(3) Nature and quantity of the services to be required : Electricity used in Forest Tree Breeding Center, Forestry and Forest
Products Research Institute : 1,375,000kWh
(4) Delivery period : From 1 April 2021 through 31 March 2022
(5) Delivery place : Forest Tree Breeding Center, Forestry and Forest Products Research Institute.
(6) Qualifications for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :
① not come under Article 7 and 8 of the Cabinet Order concerning the Contract for FFPRI.
② have Grade A, B, C or D in "Manufacturing of products" or "Sales of products" in terms of
the qualification for participating in tenders by Forestry and Forest Products Research Institute (Single qualification for every ministry and agency) by the Kanto Koshinetsu Area, in

the fiscal year, 2019，2020 and 2021.
③ have permission to be a general electric enterprise in accordance with Article 3, Section
1 of the Electricity Utilities Industry Law, or have registered as a specified scale electric enterprise in accordance with Article 16-2,Section 1 of the same law.
④ meet conditions written in the tendering procedure instructions regarding the CO2 emission
coefficient, new application of the unutilized energy, introduction of the renewable energy,
and match of dissemination concerning energy saving and power saving to customer.
⑤ not being suspended from transactions by the request of the officials in charge of contract.
(7) Time limit for proposal and certification required：15:00 12 February 2021
(8) Time limit for tender : 14:00 15 February 2021
(9) Contact point for the notice : Eiji Saito, The second accounting charge, Administ ration Division, Forest Tree Breeding Center, Forestry and Forest Products Research Institute, 3809-1
Ishi, Jyuou, Hitachi City, Ibaraki 319-1301, Japan. TEL 0294-33-7182

