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次のとおり一般競争入札に付します。
令和２年９月１日
独立行政法人家畜改良センター
理事長 入江 正和
◎調達機関番号 526 所在地番号 07
１ 調達内容
（１）品目分類番号 26
（２）調達件名
①独立行政法人家畜改良センター新冠牧場で使用する電気
②独立行政法人家畜改良センター十勝牧場で使用する電気
③独立行政法人家畜改良センター奥羽牧場で使用する電気
④独立行政法人家畜改良センター岩手牧場で使用する電気
⑤独立行政法人家畜改良センター本所で使用する電気
⑥独立行政法人家畜改良センター茨城牧場で使用する電気
⑦独立行政法人家畜改良センター茨城牧場長野支場で使用する電気
⑧独立行政法人家畜改良センター岡崎牧場で使用する電気
⑨独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場で使用する電気
⑩独立行政法人家畜改良センター鳥取牧場で使用する電気
⑪独立行政法人家畜改良センター熊本牧場で使用する電気
⑫独立行政法人家畜改良センター宮崎牧場で使用する電気
（３）調達案件の数量特質等 入札説明書による。
（４）供給期間 令和３年３月１日から令和４年２月２８日
（５）需要場所 入札説明書による。
（６）入札方法 上記（２）①から⑫の区分ごとの入札とする。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（小数点以下を含むことができる）とし、あらかじめ当センターが別
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年間
総価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に当該金額の１０％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。
※ 入札金額の算定に当たっては、力率は１００％とする。なお、発電費用等に係る燃料価格
変動の調整額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。
２ 競争参加資格
（１）独立行政法人家畜改良センター契約事務取扱規程第８条及び第９条の規定に該当しない者
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、特別の事由がある場合に該当する。
（２）令和元・２・３年度国の競争参加資格（全省庁統一資格）又は独立行政法人家畜改良セン

ターの競争参加資格のいずれかにおいて、「物品の販売」のＡ、Ｂ又はＣの等級に格付けさ
れ１（２）①から⑫の応札する地域の競争参加資格を有している者、又は、当該競争参加資
格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者
名簿に登録され、当該等級に格付けされた者であること。
（３）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行
が確保される者であること。
（４）電気事業法第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。
（５）環境配慮への取組状況等に関し入札説明書において示す入札適合条件を満たすこと。
３ 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問い合わせ先等
（１）契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
〒961-8511 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原１番地
独立行政法人家畜改良センター総務部管財課契約第２係 須藤 寛史
電話 0248-25-2233
ファクシミリ 0248-25-3990
E-mail tyoutatu@nlbc.go.jp
（２）入札説明書の交付期間等
入札公告の日から令和２年１０月９日（金）までの土曜、日曜、祝祭日を除く、９時００
分から１７時００分（１２時００分から１３時００分を除く。）までに上記（１）で交付す
る。ファクシミリ又は E-mail による交付を希望する場合は、住所、会社名、担当者名及び電
話番号等を連絡すること。
入札説明書の交付を受けるときは２（２）の競争参加資格結果通知書の写しを提出するこ
と。
（３）入札書の受領期限、開札の日時 令和２年１１月１２日（木） １０時００分
（４）開札場所
〒961-8511 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原１番地
独立行政法人家畜改良センター第１会議室
４ その他
（１）入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 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、入札説明書で示した必要な書類を令和２年１０月２
３日（金）１７時００分までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間
において、理事長から当該書類に際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、入札者に求められ
る義務を履行しなかっ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 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）その他 詳細は入札説明書による。
５ Summary
（１）Contracting entity:Masakazu Irie,President,National Livestock Breeding Center.
（２）Classification of the products to be procured:26
（３）Nature of the products to be procured:

①Electricity to be used in NiikappuStation contract
②Electricity to be used in TokachiStation contract
③Electricity to be used in Oh-uStation contract
④Electricity to be used in IwateStation contract
⑤Electricity to be used in Head QuartersStation contract
⑥Electricity to be used in IbarakiStation contract
⑦Electricity to be used in NaganoStation contract
⑧Electricity to be used in OkazakiStation contract
⑨Electricity to be used in HyogoStation contract
⑩Electricity to be used in TottoriStation contract
⑪Electricity to be used in KumamotoStation contract
⑫Electricity to be used in MiyazakiStation contract
（４）Delivery period:From March 1,2021 to February 28,2022
（５）Delivery place:As shown in the explanatory paper for the tender.
（６）Qualification for participating in the tendering procedures:Suppliers
eligible for participating in the proposed tender are those who shall:
Ａ not come under Article 8 and 9 of the Regulation concerning the Contract for
National Livestock Breeding Center.Furthermore,minors,Person under Conservatorship
of Person under Assistance that obtained the consent necessary for concluding a
contract may be applicable under cases of special reasons within the said clause.
Ｂ have Grade A,B or C in "Sales of products"in terms of the qualification
for participating in tenders by single qualification for every and agency.Or in
tenders by National Livestock Breeding Center in the fiscal
year 2019,2020,and2021.
（７）Time limit for distribution of the manual:October 9,2020
（８）Time limit of tender:10:00 November 12,2020.
（９）Contact point for the notice:Hirofumi suto,Contract 2nd Section,Property
Management Division,General Affairs Department, National Livestock Breeding
Center,1
Odakurahara,Odakura,Nishigoumura,Nishishirakawagun,Fukushima-ken 961-8511 Japan.
TEL0248-25-2233
FAX0248-25-3990 E-mail tyoutatu@nlbc.go.jp

