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令和４年１２月１５日 

次のとおり一般競争入札に付します。 

広島市長 松 井 一 實 

１ 調達内容 

⑴ 調達等件名及び数量

広島市中工場ほか１施設で発生する余剰電力の売却及び広島

市中工場ほか４施設で使用する電力の調達の一括契約 

  ア 広島市中工場ほか１施設で発生する余剰電力 

(ア) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置

法（平成２３年法律第１０８号）第１７条第１項第２号に定

める方法による再生可能エネルギー電気の供給（以下「卸供

給制度」という。）を希望する場合 

予定余剰電力量 ６４，４６７，３２６ｋＷｈ（１年間） 

非再生可能エネルギー余剰電

力量 

２４，３９９，３６４

ｋＷｈ 

卸供給制度に係る再生可能エ

ネルギー余剰電力量 

４０，０６７，９６２

ｋＷｈ 

   (イ) 卸供給制度の利用を希望しない場合 

予定余剰電力量 ２４，３９９，３６４ｋＷｈ（１年間） 

非再生可能エネルギー余剰電

力量 

２４，３９９，３６４

ｋＷｈ 

  イ 広島市中工場ほか４施設で使用する電力 

予定使用電力量 ４，７７１，８４０ｋＷｈ（１年間） 

⑵ 調達件名の特質等

入札説明書及び仕様書による。

⑶ 契約期間

契約締結の日から令和６年３月３１日まで

⑷ 履行期間

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

⑸ 履行場所

広島市環境局施設部中工場ほか４施設（仕様書のとおり。）

⑹ 入札方法

入札書には、予定余剰電力量に対する契約希望単価等並びに契

約電力及び予定使用電力量に対する契約希望単価等を記載する

こと。なお、落札の決定は、予定余剰電力量に対して、入札書に

記載された契約希望単価に従って計算した金額から契約電力及

び予定使用電力量に対して、入札書に記載された契約希望単価に

従って計算した金額を差し引いた総価で行う。 

   本件契約に当たっては、前記１⑴アについて卸供給制度の利用

が可能である。卸供給制度の利用の希望の有無により、対応する

入札附属書を使用すること。なお、卸供給制度の利用の有無につ
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いては、提出された入札附属書をもって判断することとし、開札

後においても、その変更は認めない。 

 ⑺ 入札区分 

   本件業務に係る入札は、広島市電子入札システムを利用しない

紙による入札とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以下

「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売

買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサルティ

ングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類「物品

の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「１６－０１ 電力供

給」に登録している者であること。 

   なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札

に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載の

上、添付書類を添えて次のとおり提出すること。詳細は、入札説

明書による。 

  ア 申請期間 

    入札公告の日から令和５年１月１２日（木）までの日（広島

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 提出場所 

    〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

    広島市財政局契約部物品契約課 

    電話 ０８２－５０４－２０８３ 

 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営

業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格

の取消しを受けていないこと。 

 ⑸ 平成２９年４月１日から開札日までの間のいずれの日におい

ても、地方公共団体に対する金銭債務の履行遅滞がない者である

こと。 

 ⑹ 次に掲げる事項を証明した者であること。 

   平成２９年４月１日以降に履行を開始した、１つの履行期間が

１年以上であり、１２，０００，０００ｋＷｈ以上の余剰電力売

電契約の履行実績を有している者であること。 

 ⑺ その他は、入札説明書による。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付

場所及び問合せ先 

   〒７３０－０８２６ 

   広島市中区南吉島一丁目５番１号 

   広島市環境局施設部中工場 

   電話 ０８２－２４９－８５１７ 

 ⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）の

トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入

札発注情報 トップページ」→「調達情報公開システムに公開さ

れない入札・見積情報」→「令和５年度案件（市長部局）」から

ダウンロードできる。ただし、これにより難い場合（ダウンロー

ドできない場合の書類を含む。）は、上記⑴の交付場所において

交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和５年１月２５日（水）午後５時 

   なお、郵送する場合は、配達証明付書留郵便とし、令和５年１

月２５日（水）午後５時までに必着のこと。 

 ⑷ 入札回数 

   入札回数は、３回を限度とする。 

 ⑸ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 令和５年１月２６日（木）午前１０時 

  イ 場所 広島市中区南吉島一丁目５番１号 

       広島市環境局施設部中工場 ６階会議室 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した売却及び調達内容等を履行できると本市が判

断した入札者であって、規則第１５条及び第１６条の規定に基づい

て作成された予定価格以上で最高価格をもって有効な入札を行っ

た者を落札者とする。ただし、入札附属書（余剰電力の売却及び電

力の調達の合計）における電力の調達に係る予定総額が電力の調達

に係る予定価格以下の場合に限る。 

５ その他 

 ⑴ 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。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど

契約を締結しないときは、規則第２条の規定により競争入札参加

資格の取消しを行う。また、入札附属書（余剰電力の売却及び電

力の調達の合計）における、余剰電力の売却に係る予定総額に消

費税及び地方消費税相当額を加えた額と電力の調達に係る予定

総額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額の合計額に対す

る入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を請求する。 

 ⑶ 入札者に求められる義務 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事項

について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）を

令和５年１月１９日（木）までに前記３⑴の場所に提出しなけれ

ばならない。また、開札日の前日までの間において、本市から資

格確認申請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなけ

ればならない。詳細は、入札説明書による。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記２

⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置

を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなっ

た者がした入札 

  イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

  エ 再度入札等を実施する場合において、直前の入札（無効とな

った入札を除く。）の最高価格以下の価格でした入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外国事業

https://www.city.hiroshima.lg.jp/
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 者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

  カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７

年広島市規則第１３２号）第７条第５項の規定に基づき入札書

を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時まで

に終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められ

なかったときにおける入札 

 ⑸ 契約保証金 

   要。ただし、規則第３１条第１号に該当する場合は、免除する。

詳細は、入札説明書による。 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 入札の中止等 

   本件入札に関して、天災地変があった場合、事故の発生等によ

り郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や

不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行すること

ができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止する

ことがある。 

   また、開札後においても発注者の入札手続の誤りなどにより入

札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止するこ

とがある。 

 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参

加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑼ その他 

  ア 本件公告に示した契約のうち広島市中工場ほか４施設で使

用する電力の調達は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期

継続契約である。次年度以降の歳出予算が減額又は削除された

場合は、契約の変更又は解除をすることがある。また、本市は、

当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを

負わないものとする。 

  イ 燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価

格調整額並びに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関す

る特別措置法に基づく賦課金については、入札金額に含まない

ものとして入札すること。 

  ウ 詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of service to be procured: 

   Package deal contract including the sale of surplus  

   electric power (64,467,326 kWh or 24,399,364 kWh)  

   generated at Hiroshima City Naka Incineration Plant  

   and one other facility and the provision of electric power  

   used at Hiroshima City Naka Incineration Plant  

   and four other facilities (4,771,840 kWh)   

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2023 through March 31, 2024 

 ⑶ Fulfillment locations: 

   Naka Incineration Plant, Facilities Department,  

   Environment Bureau, City of Hiroshima  

   (1-5-1 Minami-yoshijima, Naka-ku, Hiroshima)  

   and four other facilities 

 ⑷ Tender submission deadline: 

   5:00 PM, Wednesday, January 25, 2023 

 ⑸ Contact point: 

   Naka Incineration Plant 

   Facilities Department 

   Environment Bureau 

   The City of Hiroshima 

   1-5-1 Minami-yoshijima, Naka-ku, Hiroshima  

   730-0826 Japan 

   TEL 082-249-8517 

 

入 札 公 告 

 

                    令和４年１２月１５日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 調達等件名及び数量 

   広島市中央市場で使用する電気 

   予定使用電力量 １０，６７８，５５６ｋＷｈ（１年間） 

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 契約期間 

   契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

   （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 ⑷ 履行期間 

   令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

   広島市中央卸売市場中央市場 

   広島市西区草津港一丁目８番１号 

 ⑹ 入札方法 

   入札書には、契約電力及び予定使用電力量に対する契約希望単

価等を記載すること。なお、落札の決定は、契約電力及び予定使

用電力量に対して、入札書に記載された契約希望単価に従って計

算した総価（見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額）で行う。 

 ⑺ 入札区分 

   本件業務に係る入札は、広島市電子入札システムを利用しない

紙による入札とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以下

「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売

買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサルティ

ングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類「物品

の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「１６－０１ 電力供
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給」に登録している者であること。 

   なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札

に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載の

上、添付書類を添えて次のとおり提出すること。詳細は、入札説

明書による。 

  ア 申請期間 

    入札公告の日から令和５年１月１２日（木）までの日（広島

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 提出場所 

    〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

    広島市財政局契約部物品契約課 

    電話 ０８２－５０４－２０８３ 

 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営

業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格

の取消しを受けていないこと。 

 ⑸ その他は、入札説明書による。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付

場所及び問合せ先 

   〒７３３－０８３２ 

   広島市西区草津港一丁目８番１号 

   広島市経済観光局中央卸売市場中央市場 

   電話 ０８２－２７９－２４２０ 

 ⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）の

トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入

札発注情報 トップページ」→「調達情報公開システムに公開さ

れない入札・見積情報」→「令和５年度案件（市長部局）」から

ダウンロードできる。ただし、これにより難い場合（ダウンロー

ドできない場合の書類を含む。）は、上記⑴の交付場所において

交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和５年１月２５日（水）午後５時 

   なお、郵送する場合は、配達証明付書留郵便とし、令和５年１

月２５日（水）午後５時までに必着のこと。 

 ⑷ 入札回数 

   入札回数は、３回を限度とする。 

 ⑸ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 令和５年１月２６日（木）午前１０時 

  イ 場所 広島市西区草津港一丁目８番１号 

       広島市中央卸売市場中央市場管理棟３階会議室 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した調達内容等を履行できると本市が判断した入

札者であって、規則第１５条及び第１６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の価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 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。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど

契約を締結しないときは、規則第２条の規定により競争入札参加

資格の取消しを行う。また、契約予定金額に基づく総支払予定額

に対する入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を請求

する。 

 ⑶ 入札者に求められる義務 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事項

について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）を

令和５年１月１９日（木）までに前記３⑴の場所に提出しなけれ

ばならない。また、開札日の前日までの間において、本市から資

格確認申請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなけ

ればならない。詳細は、入札説明書による。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記２

⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置

を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなっ

た者がした入札 

  イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

  エ 再度入札等を実施する場合において、直前の入札（無効とな

った入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外国事業

者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

  カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７

年広島市規則第１３２号）第７条第５項の規定に基づき入札書

を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時まで

に終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められ

なかったときにおける入札 

 ⑸ 契約保証金 

   免除 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 入札の中止等 

   本件入札に関して、天災地変があった場合、事故の発生等によ

り郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や

不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行すること

ができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止する

ことがある。 

   また、開札後においても発注者の入札手続の誤りなどにより入

札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止するこ

とがある。 

 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参

加資格の認定を受けていなければならない。 
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  ⑼ その他 

  ア 本件公告に示した契約は、地方自治法第２３４条の３に基づ

く長期継続契約である。次年度以降の歳入歳出予算が減額又は

削除された場合は、契約の変更又は解除をすることがある。ま

た、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠

償の責めを負わないものとする。 

  イ 燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価

格調整額並びに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関す

る特別措置法に基づく賦課金については、入札金額に含まない

ものとして入札すること。 

  ウ 詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

   Electricity to use in Central Market, Central Wholesale 

   Market Department, The City of Hiroshima 10,678,556kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2023 through March 31, 2024 

 ⑶ Fulfillment place: 

   Central market, Central Wholesale Market Department, 

   The City of Hiroshima 

   8-1 Kusatsu-ko 1-chome, Nishi-ku, 

   Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, January 25, 2023 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Central market, Central Wholesale Market Department, 

   Economic Affairs and Tourism Bureau, 

   The City of Hiroshima 

   8-1 Kusatsu-ko 1-chome, Nishi-ku, 

   Hiroshima City 733-0832 Japan 

   TEL 082-279-2420 

 

入 札 公 告 

 

                    令和４年１２月１５日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 調達等件名及び数量 

   広島市海老橋ポンプ場ほか３７施設で使用する電気 

   予定使用電力量 ４，６３６，５３３ｋＷｈ（１年間） 

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 契約期間 

   契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

   （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 ⑷ 履行期間 

   令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

   広島市海老橋ポンプ場ほか３７施設（仕様書のとおり。） 

 ⑹ 入札方法 

   入札書には、契約電力及び予定使用電力量に対する契約希望単

価等を記載すること。なお、落札の決定は、契約電力及び予定使

用電力量に対して、入札書に記載された契約希望単価に従って計

算した総価（見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額）で行う。 

 ⑺ 入札区分 

   本件業務に係る入札は、広島市電子入札システムを利用しない

紙による入札とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以下

「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売

買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサルティ

ングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類「物品

の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「１６－０１ 電力供

給」に登録している者であること。 

   なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札

に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載の

上、添付書類を添えて次のとおり提出すること。詳細は、入札説

明書による。 

  ア 申請期間 

    入札公告の日から令和５年１月１２日（木）までの日（広島

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 提出場所 

    〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

    広島市財政局契約部物品契約課 

    電話 ０８２－５０４－２０８３ 

 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営

業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格

の取消しを受けていないこと。 

 ⑸ その他は、入札説明書による。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付

場所及び問合せ先 

   〒７３０－００５４ 

   広島市中区南千田東町７番１号 

   広島市下水道局管理部維持課 

   電話 ０８２－２４１－９２２３ 

 ⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）の

トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入

札発注情報 トップページ」→「調達情報公開システムに公開さ

れない入札・見積情報」→「令和５年度案件（市長部局）」から

https://www.city.hiroshima.lg.jp/
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ダウンロードできる。ただし、これにより難い場合（ダウンロー

ドできない場合の書類を含む。）は、上記⑴の交付場所において

交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和５年１月２５日（水）午後５時 

   なお、郵送する場合は、配達証明付書留郵便とし、令和５年１

月２５日（水）午後５時までに必着のこと。 

 ⑷ 入札回数 

   入札回数は、３回を限度とする。 

 ⑸ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 令和５年１月２６日（木）午前１０時 

  イ 場所 広島市中区南千田東町７番１号 

       広島市千田水資源再生センター別館地下１階会議室 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した調達内容等を履行できると本市が判断した入

札者であって、規則第１５条及び第１６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の価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 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。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど

契約を締結しないときは、規則第２条の規定により競争入札参加

資格の取消しを行う。また、契約予定金額に基づく総支払予定額

に対する入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を請求

する。 

 ⑶ 入札者に求められる義務 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事項

について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）を

令和５年１月１９日（木）までに前記３⑴の場所に提出しなけれ

ばならない。また、開札日の前日までの間において、本市から資

格確認申請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなけ

ればならない。詳細は、入札説明書による。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記２

⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置

を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなっ

た者がした入札 

  イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

  エ 再度入札等を実施する場合において、直前の入札（無効とな

った入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外国事業

者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

  カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７

年広島市規則第１３２号）第７条第５項の規定に基づき入札書

を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時まで

に終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められ

なかったときにおける入札 

 ⑸ 契約保証金 

   免除 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 入札の中止等 

   本件入札に関して、天災地変があった場合、事故の発生等によ

り郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や

不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行すること

ができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止する

ことがある。 

   また、開札後においても発注者の入札手続の誤りなどにより入

札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止するこ

とがある。 

 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参

加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑼ その他 

  ア 本件公告に示した契約は、地方自治法第２３４条の３に基づ

く長期継続契約である。次年度以降の歳入歳出予算が減額又は

削除された場合は、契約の変更又は解除をすることがある。ま

た、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠

償の責めを負わないものとする。 

  イ 燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価

格調整額並びに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関す

る特別措置法に基づく賦課金については、入札金額に含まない

ものとして入札すること。 

  ウ 詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

   Electricity to use in Hiroshima City Kairoubashi Rainwater  

   Pump Station and 37 other facilities 4,636,533kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2023 through March 31, 2024 

 ⑶ Fulfillment place: 

   Hiroshima City Kairoubashi Rainwater Pump Station  

   and 37 other facilities 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, January 25,2023 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Maintenance Division, 

   Sewerage Bureau, 

   The City of Hiroshima 

   7-1 Minamisenda Higashimachi, Naka-ku, 

   Hiroshima City 730-0054 Japan 

   TEL 082-241-9223 

 

入 札 公 告 
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                     令和４年１２月１５日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 調達等件名及び数量 

   広島市千田水資源再生センターで使用する電気 

   予定使用電力量 ９，４１１，３１６ｋＷｈ（１年間） 

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 契約期間 

   契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

   （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 ⑷ 履行期間 

   令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

   広島市千田水資源再生センター 

   広島市中区南千田西町１１番３号 

 ⑹ 入札方法 

   入札書には、契約電力及び予定使用電力量に対する契約希望単

価等を記載すること。なお、落札の決定は、契約電力及び予定使

用電力量に対して、入札書に記載された契約希望単価に従って計

算した総価（見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額）で行う。 

 ⑺ 入札区分 

   本件業務に係る入札は、広島市電子入札システムを利用しない

紙による入札とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以下

「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売

買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサルティ

ングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類「物品

の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「１６－０１ 電力供

給」に登録している者であること。 

   なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札

に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載の

上、添付書類を添えて次のとおり提出すること。詳細は、入札説

明書による。 

  ア 申請期間 

    入札公告の日から令和５年１月１２日（木）までの日（広島

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 提出場所 

    〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

    広島市財政局契約部物品契約課 

    電話 ０８２－５０４－２０８３ 

 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営

業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格

の取消しを受けていないこと。 

 ⑸ その他は、入札説明書による。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付

場所及び問合せ先 

   〒７３０－００５５ 

   広島市中区南千田西町１１番３号 

   広島市下水道局管理部千田水資源再生センター 

   電話 ０８２－２４１－８２５６ 

 ⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）の

トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入

札発注情報 トップページ」→「調達情報公開システムに公開さ

れない入札・見積情報」→「令和５年度案件（市長部局）」から

ダウンロードできる。ただし、これにより難い場合（ダウンロー

ドできない場合の書類を含む。）は、上記⑴の交付場所において

交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和５年１月２５日（水）午後５時 

   なお、郵送する場合は、配達証明付書留郵便とし、令和５年１

月２５日（水）午後５時までに必着のこと。 

 ⑷ 入札回数 

   入札回数は、３回を限度とする。 

 ⑸ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 令和５年１月２６日（木）午前１０時 

  イ 場所 広島市中区南千田西町１１番３号 

       広島市千田水資源再生センター本館２階大会議室 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した調達内容等を履行できると本市が判断した入

札者であって、規則第１５条及び第１６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の価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 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。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど

契約を締結しないときは、規則第２条の規定により競争入札参加

資格の取消しを行う。また、契約予定金額に基づく総支払予定額

に対する入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を請求

する。 

 ⑶ 入札者に求められる義務 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事項

について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）を

令和５年１月１９日（木）までに前記３⑴の場所に提出しなけれ

ばならない。また、開札日の前日までの間において、本市から資

格確認申請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなけ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/
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ればならない。詳細は、入札説明書による。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記２

⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置

を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなっ

た者がした入札 

  イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

  エ 再度入札等を実施する場合において、直前の入札（無効とな

った入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外国事業

者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

  カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７

年広島市規則第１３２号）第７条第５項の規定に基づき入札書

を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時まで

に終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められ

なかったときにおける入札 

 ⑸ 契約保証金 

   免除 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 入札の中止等 

   本件入札に関して、天災地変があった場合、事故の発生等によ

り郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や

不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行すること

ができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止する

ことがある。 

   また、開札後においても発注者の入札手続の誤りなどにより入

札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止するこ

とがある。 

 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参

加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑼ その他 

  ア 本件公告に示した契約は、地方自治法第２３４条の３に基づ

く長期継続契約である。次年度以降の歳入歳出予算が減額又は

削除された場合は、契約の変更又は解除をすることがある。ま

た、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠

償の責めを負わないものとする。 

  イ 燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価

格調整額並びに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関す

る特別措置法に基づく賦課金については、入札金額に含まない

ものとして入札すること。 

  ウ 詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

   Electricity to use in Hiroshima City Senda Water 

   Resources Reclamation Center 9,411,316kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2023 through March 31, 2024 

 ⑶ Fulfillment place: 

   Hiroshima City Senda Water Resources Reclamation 

   Center 

   11-3 Minamisendanishi-machi, Naka-ku,  

   Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, January 25, 2023 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Hiroshima City Senda Water Resources Reclamation Center 

   Management Department, 

   Sewerage Bureau 

   The City of Hiroshima 

   11-3 Minamisendanishi-machi, Naka-ku, 

   Hiroshima City 730-0055 Japan 

   TEL 082-241-8256 

 

入 札 公 告 

 

                    令和４年１２月１５日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 調達等件名及び数量 

   広島市吉島ポンプ場ほか１施設で使用する電気 

   予定使用電力量 ８２６，７９６ｋＷｈ（１年間） 

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 契約期間 

   契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

   （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 ⑷ 履行期間 

   令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

   広島市吉島ポンプ場ほか１施設（仕様書のとおり。） 

 ⑹ 入札方法 

   入札書には、契約電力及び予定使用電力量に対する契約希望単

価等を記載すること。なお、落札の決定は、契約電力及び予定使

用電力量に対して、入札書に記載された契約希望単価に従って計

算した総価（見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額）で行う。 

 ⑺ 入札区分 

   本件業務に係る入札は、広島市電子入札システムを利用しない

紙による入札とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 
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  ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以下

「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売

買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサルティ

ングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類「物品

の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「１６－０１ 電力供

給」に登録している者であること。 

   なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札

に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載の

上、添付書類を添えて次のとおり提出すること。詳細は、入札説

明書による。 

  ア 申請期間 

    入札公告の日から令和５年１月１２日（木）までの日（広島

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 提出場所 

    〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

    広島市財政局契約部物品契約課 

    電話 ０８２－５０４－２０８３ 

 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であ

ること。 

 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業

停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取

消しを受けていないこと。 

 ⑸ その他は、入札説明書による。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付

場所及び問合せ先 

   〒７３０－０８３１ 

   広島市中区江波西一丁目１５番５４号 

   広島市下水道局管理部江波水資源再生センター 

   電話 ０８２－２３２－６８２０ 

 ⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）の

トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入

札発注情報 トップページ」→「調達情報公開システムに公開さ

れない入札・見積情報」→「令和５年度案件（市長部局）」から

ダウンロードできる。ただし、これにより難い場合（ダウンロー

ドできない場合の書類を含む。）は、上記⑴の交付場所において

交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和５年１月２５日（水）午後５時 

   なお、郵送する場合は、配達証明付書留郵便とし、令和５年１

月２５日（水）午後５時までに必着のこと。 

 ⑷ 入札回数 

   入札回数は、３回を限度とする。 

 ⑸ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 令和５年１月２６日（木）午前１０時３０分 

  イ 場所 広島市中区江波西一丁目１５番５４号 

       広島市江波水資源再生センター２階 会議室 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した調達内容等を履行できると本市が判断した入

札者であって、規則第１５条及び第１６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の価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 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。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど契

約を締結しないときは、規則第２条の規定により競争入札参加資格

の取消しを行う。また、契約予定金額に基づく総支払予定額に対す

る入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を請求する。 

 ⑶ 入札者に求められる義務 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事項に

ついて証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）を令和

５年１月１９日（木）までに前記３⑴の場所に提出しなければなら

ない。また、開札日の前日までの間において、本市から資格確認申

請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなければならな

い。詳細は、入札説明書による。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記２

⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置

を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなっ

た者がした入札 

  イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

  エ 再度入札等を実施する場合において、直前の入札（無効とな

った入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外国事業

者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

  カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７

年広島市規則第１３２号）第７条第５項の規定に基づき入札書

を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時まで

に終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められ

なかったときにおける入札 

 ⑸ 契約保証金 

   免除 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 入札の中止等 

   本件入札に関して、天災地変があった場合、事故の発生等によ

り郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や

不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行すること

ができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止する

ことがある。 

   また、開札後においても発注者の入札手続の誤りなどにより入

札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止するこ

とがある。 
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 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参

加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑼ その他 

  ア 本件公告に示した契約は、地方自治法第２３４条の３に基づ

く長期継続契約である。次年度以降の歳入歳出予算が減額又は

削除された場合は、契約の変更又は解除をすることがある。ま

た、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠

償の責めを負わないものとする。 

  イ 燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価

格調整額並びに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関す

る特別措置法に基づく賦課金については、入札金額に含まない

ものとして入札すること。 

  ウ 詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

   Electricity to use in Hiroshima City Yoshijima Pumping  

   Station and other one place 826,796kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2023 through March 31, 2024 

 ⑶ Fulfillment place: 

   Hiroshima City Yoshijima Pumping Station  

   and other one place 

   Yoshijimanishi 3-chome, Naka-ku,  

   Hiroshima City other one town 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, January 25, 2023 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Hiroshima City Eba Water Resources Reclamation Center 

   Sewerage Bureau, 

   The City of Hiroshima 

   15-54 Ebanishi 1-chome, Naka-ku, Hiroshima City 

   730-0831 Japan 

   TEL 082-232-6820 

 

入 札 公 告 

 

                    令和４年１２月１５日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 調達等件名及び数量 

  ア 広島市旭町水資源再生センターで使用する電気 

    予定使用電力量 ５，７２１，９２１ｋＷｈ（１年間） 

  イ 広島市旭町ポンプ場で使用する電気 

    予定使用電力量 １，０１２，３５２ｋＷｈ（１年間） 

  ウ 広島市宇品ポンプ場で使用する電気 

    予定使用電力量 ８７１，１４７ｋＷｈ（１年間） 

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 契約期間 

   契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

   （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 ⑷ 履行期間 

   令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

  ア 前記⑴ア 

    広島市旭町水資源再生センター 

    広島市南区宇品東四丁目２番２７号 

  イ 前記⑴イ 

    広島市旭町ポンプ場 

    広島市南区旭三丁目１３番６号 

  ウ 前記⑴ウ 

    広島市宇品ポンプ場 

    広島市南区宇品神田五丁目２４番３０号 

 ⑹ 入札方法 

   入札書には、契約電力及び予定使用電力量に対する契約希望単

価等を記載すること。なお、落札の決定は、契約電力及び予定使

用電力量に対して、入札書に記載された契約希望単価に従って計

算した総価（見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額）で行う。 

 ⑺ 入札区分 

   本件業務に係る入札は、広島市電子入札システムを利用しない

紙による入札とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以下

「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売

買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサルティ

ングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類「物品

の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「１６－０１ 電力供

給」に登録している者であること。 

   なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札

に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載の

上、添付書類を添えて次のとおり提出すること。詳細は、入札説

明書による。 

  ア 申請期間 

    入札公告の日から令和５年１月１２日（木）までの日（広島

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 提出場所 

    〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

    広島市財政局契約部物品契約課 

    電話 ０８２－５０４－２０８３ 

 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で
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 あること。 

 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営

業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格

の取消しを受けていないこと。 

 ⑸ その他は、入札説明書による。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付

場所及び問合せ先 

   〒７３４－０００３ 

   広島市南区宇品東四丁目２番２７号 

   広島市下水道局管理部旭町水資源再生センター 

   電話 ０８２－２５５－４９４０ 

 ⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）の

トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入

札発注情報 トップページ」→「調達情報公開システムに公開さ

れない入札・見積情報」→「令和５年度案件（市長部局）」から

ダウンロードできる。ただし、これにより難い場合（ダウンロー

ドできない場合の書類を含む。）は、上記⑴の交付場所において

交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和５年１月２５日（水）午後５時 

   なお、郵送する場合は、配達証明付書留郵便とし、令和５年１

月２５日（水）午後５時までに必着のこと。 

 ⑷ 入札回数 

   入札回数は、３回を限度とする。 

 ⑸ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 

   (ア) 前記１⑴ア 

     令和５年１月２６日（木）午前１０時 

   (イ) 前記１⑴イ 

     令和５年１月２６日（木）午前１０時２０分 

   (ウ) 前記１⑴ウ 

     令和５年１月２６日（木）午前１０時４０分 

  イ 場所 広島市南区宇品東四丁目２番２７号 

       広島市旭町水資源再生センター３階 会議室 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した調達内容等を履行できると本市が判断した入

札者であって、規則第１５条及び第１６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の価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 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。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど

契約を締結しないときは、規則第２条の規定により競争入札参加

資格の取消しを行う。また、契約予定金額に基づく総支払予定額

に対する入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を請求

する。 

 ⑶ 入札者に求められる義務 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事項

について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）を

令和５年１月１９日（木）までに前記３⑴の場所に提出しなけれ

ばならない。また、開札日の前日までの間において、本市から資

格確認申請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなけ

ればならない。詳細は、入札説明書による。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記２

⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置

を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなっ

た者がした入札 

  イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

  エ 再度入札等を実施する場合において、直前の入札（無効とな

った入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外国事業

者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

  カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７

年広島市規則第１３２号）第７条第５項の規定に基づき入札書

を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時まで

に終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められ

なかったときにおける入札 

 ⑸ 契約保証金 

   免除 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 入札の中止等 

   本件入札に関して、天災地変があった場合、事故の発生等によ

り郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や

不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行すること

ができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止する

ことがある。 

   また、開札後においても発注者の入札手続の誤りなどにより入

札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止するこ

とがある。 

 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参

加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑼ その他 

  ア 本件公告に示した契約は、地方自治法第２３４条の３に基づ

く長期継続契約である。次年度以降の歳入歳出予算が減額又は

削除された場合は、契約の変更又は解除をすることがある。ま

た、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠

償の責めを負わないものとする。 

  イ 燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価

格調整額並びに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関す

る特別措置法に基づく賦課金については、入札金額に含まない

https://www.city.hiroshima.lg.jp/
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ものとして入札すること。 

  ウ 詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

  a. Electricity to use in Hiroshima City Asahimachi 

    Water Resources Reclamation Center 5,721,921 kWh 

  b. Electricity to use in Hiroshima City Asahimachi 

    Pumping Station 1,012,352 kWh 

  c. Electricity to use in Hiroshima City Ujina Pumping 

    Station 871,147 kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2023 through March 31, 2024 

 ⑶ Fulfillment place: 

  a. Hiroshima City Asahimachi Water Resources  

    Reclamation Center 

    2-27 Ujinahigashi 4-chome, Minami-ku, 

    Hiroshima City 

  b. Hiroshima City Asahimachi Pumping Station  

    13-6 Asahi 3-chome, Minami-ku, 

    Hiroshima City 

  c. Hiroshima City Ujina Pumping Station  

    24-30 Ujinakanda 5-chome, Minami-ku, 

    Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, January 25, 2023 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Hiroshima City Asahimachi Water Resources  

   Reclamation Center, 

   Sewerage Bureau, 

   The City of Hiroshima 

   2-27 Ujinahigashi 4-chome, Minami-ku, 

   Hiroshima City 734-0003 Japan 

   TEL 082-255-4940 

 

入 札 公 告 

 

                    令和４年１２月１５日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 調達等件名及び数量 

   広島市立小・中学校（８３施設）で使用する電気 

   予定使用電力量 １９，４１８，３２３ｋＷｈ（１年間）   

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 契約期間 

   契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

   （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 ⑷ 履行期間 

   令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

   広島市立小・中学校の８３施設（仕様書のとおり。） 

 ⑹ 入札方法 

   入札書には、契約電力及び予定使用電力量に対する契約希望単

価等を記載すること。なお、落札の決定は、契約電力及び予定使

用電力量に対して、入札書に記載された契約希望単価に従って計

算した総価（見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額）で行う。 

 ⑺ 入札区分 

   本件業務に係る入札は、広島市電子入札システムを利用しない

紙による入札とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以下

「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売

買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサルティ

ングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類「物品

の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「１６－０１ 電力供

給」に登録している者であること。 

   なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札

に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載の

上、添付書類を添えて次のとおり提出すること。詳細は、入札説

明書による。 

  ア 申請期間 

    入札公告の日から令和５年１月１２日（木）までの日（広島

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 提出場所 

    〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

    広島市財政局契約部物品契約課 

    電話 ０８２－５０４－２０８３ 

 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営

業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格

の取消しを受けていないこと。 

 ⑸ その他は、入札説明書による。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付

場所及び問合せ先 

   〒７３０－８５８６ 

   広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号 

   広島市教育委員会事務局総務部施設課 

   電話 ０８２－５０４－２４７５ 

 ⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）の

トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入
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 札発注情報 トップページ」→「調達情報公開システムに公開さ

れない入札・見積情報」→「令和５年度案件（市長部局）」から

ダウンロードできる。ただし、これにより難い場合（ダウンロー

ドできない場合の書類を含む。）は、上記⑴の交付場所において

交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和５年１月２５日（水）午後５時 

   なお、郵送する場合は、配達証明付書留郵便とし、令和５年１

月２５日（水）午後５時までに必着のこと。 

 ⑷ 入札回数 

   入札回数は、３回を限度とする。 

 ⑸ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 令和５年１月２６日（木）午後３時 

  イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号 

       広島市役所北庁舎５階 第一会議室 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した調達内容等を履行できると本市が判断した入

札者であって、規則第１５条及び第１６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の価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 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。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど

契約を締結しないときは、規則第２条の規定により競争入札参加

資格の取消しを行う。また、契約予定金額に基づく総支払予定額

に対する入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を請求

する。 

 ⑶ 入札者に求められる義務 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事項

について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）を

令和５年１月１９日（木）までに前記３⑴の場所に提出しなけれ

ばならない。また、開札日の前日までの間において、本市から資

格確認申請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなけ

ればならない。詳細は、入札説明書による。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記２

⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置

を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなっ

た者がした入札 

  イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

  エ 再度入札等を実施する場合において、直前の入札（無効とな

った入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外国事業

者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

  カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７

年広島市規則第１３２号）第７条第５項の規定に基づき入札書

を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時まで

に終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められ

なかったときにおける入札 

 ⑸ 契約保証金 

   免除 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 入札の中止等 

   本件入札に関して、天災地変があった場合、事故の発生等によ

り郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や

不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行すること

ができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止する

ことがある。 

   また、開札後においても発注者の入札手続の誤りなどにより入

札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止するこ

とがある。 

 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参

加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑼ その他 

  ア 本件公告に示した契約は、地方自治法第２３４条の３に基づ

く長期継続契約である。次年度以降の歳入歳出予算が減額又は

削除された場合は、契約の変更又は解除をすることがある。ま

た、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠

償の責めを負わないものとする。 

  イ 燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価

格調整額並びに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関す

る特別措置法に基づく賦課金については、入札金額に含まない

ものとして入札すること。 

  ウ 詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

   Electricity to use in Hiroshima Municipal Elementary and  

   Junior High Schools (83 facilities) 19,418,323kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2023 through March 31, 2024 

 ⑶ Fulfillment place: 

   Hiroshima Municipal Elementary and Junior High 

   Schools (83 facilities)  

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, January 25, 2023 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Facilities Division,  

   General Affairs Department, 

   Executive Office, 

   Municipal Board of Education, 

   The City of Hiroshima 

   4-21 Kokutaiji-machi 1-chome, Naka-ku, 

   Hiroshima City 730-8586 Japan 
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   TEL 082-504-2475  

 

入 札 公 告 

 

                    令和４年１２月１５日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 調達等件名及び数量 

   広島市立広島特別支援学校で使用する電気 

   予定使用電力量 １，１５１，７３９ｋＷｈ（１年間）   

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 契約期間 

   契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

   （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 ⑷ 履行期間 

   令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

   広島市立広島特別支援学校 

   広島市南区出島四丁目１番１号 

 ⑹ 入札方法 

   入札書には、契約電力及び予定使用電力量に対する契約希望単

価等を記載すること。なお、落札の決定は、契約電力及び予定使

用電力量に対して、入札書に記載された契約希望単価に従って計

算した総価（見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額）で行う。 

 ⑺ 入札区分 

   本件業務に係る入札は、広島市電子入札システムを利用しない

紙による入札とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以下

「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売

買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサルティ

ングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類「物品

の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「１６－０１ 電力供

給」に登録している者であること。 

   なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札

に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載の

上、添付書類を添えて次のとおり提出すること。詳細は、入札説

明書による。 

  ア 申請期間 

    入札公告の日から令和５年１月１２日（木）までの日（広島

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 提出場所 

    〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号  

    広島市財政局契約部物品契約課 

    電話 ０８２－５０４－２０８３ 

 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営

業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格

の取消しを受けていないこと。 

 ⑸ その他は、入札説明書による。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付

場所及び問合せ先 

   〒７３０－８５８６ 

   広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号 

   広島市教育委員会事務局総務部施設課 

   電話 ０８２－５０４－２４７５ 

 ⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）の

トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入

札発注情報 トップページ」→「調達情報公開システムに公開さ

れない入札・見積情報」→「令和５年度案件（市長部局）」から

ダウンロードできる。ただし、これにより難い場合（ダウンロー

ドできない場合の書類を含む。）は、上記⑴の交付場所において

交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和５年１月２５日（水）午後５時 

   なお、郵送する場合は、配達証明付書留郵便とし、令和５年１

月２５日（水）午後５時までに必着のこと。 

 ⑷ 入札回数 

   入札回数は、３回を限度とする。 

 ⑸ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 令和５年１月２６日（木）午後３時３０分 

  イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号 

       広島市役所北庁舎５階 第一会議室 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した調達内容等を履行できると本市が判断した入

札者であって、規則第１５条及び第１６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の価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 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。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど

契約を締結しないときは、規則第２条の規定により競争入札参加

資格の取消しを行う。また、契約予定金額に基づく総支払予定額

に対する入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を請求

する。 

 ⑶ 入札者に求められる義務 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事項
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 について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）を

令和５年１月１９日（木）までに前記３⑴の場所に提出しなけれ

ばならない。また、開札日の前日までの間において、本市から資

格申請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなければ

ならない。詳細は、入札説明書による。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記２

⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置

を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなっ

た者がした入札 

  イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

  エ 再度入札等を実施する場合において、直前の入札（無効とな

った入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外国事業

者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

  カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７

年広島市規則第１３２号）第７条第５項の規定に基づき入札書

を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時まで

に終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められ

なかったときにおける入札 

 ⑸ 契約保証金 

   免除 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 入札の中止等 

   本件入札に関して、天災地変があった場合、事故の発生等によ

り郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や

不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行すること

ができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止する

ことがある。 

   また、開札後においても発注者の入札手続の誤りなどにより入

札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止するこ

とがある。 

 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参

加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑼ その他 

  ア 本件公告に示した契約は、地方自治法第２３４条の３に基づ

く長期継続契約である。次年度以降の歳入歳出予算が減額又は

削除された場合は、契約の変更又は解除をすることがある。ま

た、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠

償の責めを負わないものとする。 

  イ 燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価

格調整額並びに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関す

る特別措置法に基づく賦課金については、入札金額に含まない

ものとして入札すること。 

  ウ 詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

   Electricity to use in Hiroshima City Hiroshima Special  

   Needs School 1,151,739kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2023 through March 31, 2024 

 ⑶ Fulfillment place: 

   Hiroshima City Hiroshima Special Needs School 

   1-1 Dejima 4-chome, Minami-ku, 

   Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, January 25, 2023 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Facilities Division,  

   General Affairs Department, 

   Executive Office, 

   Municipal Board of Education, 

   The City of Hiroshima 

   4-21 Kokutaiji-machi 1-chome, Naka-ku, 

   Hiroshima City 730-8586 Japan 

   TEL 082-504-2475  

 

入 札 公 告 

 

                    令和４年１２月１５日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 調達等件名及び数量 

   広島市立舟入高等学校で使用する電気 

   予定使用電力量 ８２３，９８１ｋＷｈ（１年間） 

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 契約期間 

   契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

   （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 ⑷ 履行期間 

   令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

   広島市立舟入高等学校 

   広島市中区舟入南一丁目４番４号 

 ⑹ 入札方法 

   入札書には、契約電力及び予定使用電力量に対する契約希望単

価等を記載すること。なお、落札の決定は、契約電力及び予定使

用電力量に対して、入札書に記載された契約希望単価に従って計

算した総価（見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額）で行う。 
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 ⑺ 入札区分 

   本件業務に係る入札は、広島市電子入札システムを利用しない

紙による入札とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以下

「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売

買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサルティ

ングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類「物品

の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「１６－０１ 電力供

給」に登録している者であること。 

   なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札

に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載の

上、添付書類を添えて次のとおり提出すること。詳細は、入札説

明書による。 

  ア 申請期間 

    入札公告の日から令和５年１月１２日（木）までの日（広島

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 提出場所 

    〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

    広島市財政局契約部物品契約課 

    電話 ０８２－５０４－２０８３ 

 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営

業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格

の取消しを受けていないこと。 

 ⑸ その他は、入札説明書による。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付

場所及び問合せ先 

   〒７３０－０８４７ 

   広島市中区舟入南一丁目４番４号 

   広島市立舟入高等学校 

   電話 ０８２－２３２－１２６１ 

 ⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）の

トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入

札発注情報 トップページ」→「調達情報公開システムに公開さ

れない入札・見積情報」→「令和５年度案件（市長部局）」から

ダウンロードできる。ただし、これにより難い場合（ダウンロー

ドできない場合の書類を含む。）は、上記⑴の交付場所において

交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和５年１月２５日（水）午後４時３０分 

   なお、郵送する場合は、配達証明付書留郵便とし、令和５年１

月２５日（水）午後４時３０分までに必着のこと。 

 ⑷ 入札回数 

   入札回数は、３回を限度とする。 

 ⑸ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 令和５年１月２６日（木）午前１０時 

  イ 場所 広島市中区舟入南一丁目４番４号 

       広島市立舟入高等学校応接室 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した調達内容等を履行できると本市が判断した入

札者であって、規則第１５条及び第１６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の価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 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。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど

契約を締結しないときは、規則第２条の規定により競争入札参加

資格の取消しを行う。また、契約予定金額に基づく総支払予定額

に対する入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を請求

する。 

 ⑶ 入札者に求められる義務 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事項

について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）を

令和５年１月１９日（木）までに前記３⑴の場所に提出しなけれ

ばならない。また、開札日の前日までの間において、本市から資

格確認申請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなけ

ればならない。詳細は、入札説明書による。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記２

⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置

を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなっ

た者がした入札 

  イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

  エ 再度入札等を実施する場合において、直前の入札（無効とな

った入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外国事業

者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

  カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７

年広島市規則第１３２号）第７条第５項の規定に基づき入札書

を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時まで

に終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められ

なかったときにおける入札 

 ⑸ 契約保証金 

   免除 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 入札の中止等 

   本件入札に関して、天災地変があった場合、事故の発生等によ

り郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や

https://www.city.hiroshima.lg.jp/
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 不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行すること

ができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止する

ことがある。 

   また、開札後においても発注者の入札手続の誤りなどにより入

札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止するこ

とがある。 

 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参

加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑼ その他 

  ア 本件公告に示した契約は、地方自治法第２３４条の３に基づ

く長期継続契約である。次年度以降の歳入歳出予算が減額又は

削除された場合は、契約の変更又は解除をすることがある。ま

た、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠

償の責めを負わないものとする。 

  イ 燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価

格調整額並びに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関す

る特別措置法に基づく賦課金については、入札金額に含まない

ものとして入札すること。 

  ウ 詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

   Electricity to use in Hiroshima Municipal Funairi Senior  

   High School 823,981kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2023 through March 31, 2024 

 ⑶ Fulfillment place: 

   Hiroshima Municipal Funairi Senior High School 

   4-4 Funairi-minami 1-chome, Naka-ku, 

   Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   4:30 PM, January 25, 2023 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Hiroshima Municipal Funairi Senior High School 

   4-4 Funairi-minami 1-chome, Naka-ku, 

   Hiroshima City 730-0847 Japan 

   TEL 082-232-1261 

 

入 札 公 告 

 

                    令和４年１２月１５日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 調達等件名及び数量 

   広島市立広島みらい創生高等学校で使用する電気 

   予定使用電力量 １，０８８，０８１ｋＷｈ（１年間） 

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 契約期間 

   契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

   （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 ⑷ 履行期間 

   令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

   広島市立広島みらい創生高等学校 

   広島市中区大手町四丁目４番４号 

 ⑹ 入札方法 

   入札書には、契約電力及び予定使用電力量に対する契約希望単

価等を記載すること。なお、落札の決定は、契約電力及び予定使

用電力量に対して、入札書に記載された契約希望単価に従って計

算した総価（見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額）で行う。 

 ⑺ 入札区分 

   本件業務に係る入札は、広島市電子入札システムを利用しない

紙による入札とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市契約規則（以下

「規則」という。）第２条の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売

買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサルティ

ングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類「物品

の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「１６－０１ 電力供

給」に登録している者であること。 

   なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札

に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載の

上、添付書類を添えて次のとおり提出すること。詳細は、入札説

明書による。 

  ア 申請期間 

    入札公告の日から令和５年１月１２日（木）までの日（広島

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 提出場所 

    〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

    広島市財政局契約部物品契約課 

    電話 ０８２－５０４－２０８３ 

 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営

業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格

の取消しを受けていないこと。 

 ⑸ その他は、入札説明書による。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付

場所及び問合せ先 
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   〒７３０－００５１ 

   広島市中区大手町四丁目４番４号 

   広島市立広島みらい創生高等学校 

   電話 ０８２－５４５－１６７１ 

 ⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

   広島市のホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp/）の

トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入

札発注情報 トップページ」→「調達情報公開システムに公開さ

れない入札・見積情報」→「令和５年度案件（市長部局）」から

ダウンロードできる。ただし、これにより難い場合（ダウンロー

ドできない場合の書類を含む。）は、上記⑴の交付場所において

交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和５年１月２５日（水）午後５時 

   なお、郵送する場合は、配達証明付書留郵便とし、令和５年１

月２５日（水）午後５時までに必着のこと。 

 ⑷ 入札回数 

   入札回数は、３回を限度とする。 

 ⑸ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 令和５年１月２６日（木）午後３時 

  イ 場所 広島市中区大手町四丁目４番４号 

       広島市立広島みらい創生高等学校 小会議室 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した調達内容等を履行できると本市が判断した入

札者であって、規則第１５条及び第１６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の価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 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。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど

契約を締結しないときは、規則第２条の規定により競争入札参加

資格の取消しを行う。また、契約予定金額に基づく総支払予定額

に対する入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を請求

する。 

 ⑶ 入札者に求められる義務 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事項

について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）を

令和５年１月１９日（木）までに前記３⑴の場所に提出しなけれ

ばならない。また、開札日の前日までの間において、本市から資

格確認申請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなけ

ればならない。詳細は、入札説明書による。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記２

⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置

を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなっ

た者がした入札 

  イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

  エ 再度入札等を実施する場合において、直前の入札（無効とな

った入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

  オ その他規則第８条各号のいずれかに該当する入札（外国事業

者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

  カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７

年広島市規則第１３２号）第７条第５項の規定に基づき入札書

を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時まで

に終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められ

なかったときにおける入札 

 ⑸ 契約保証金 

   免除 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 入札の中止等 

   本件入札に関して、天災地変があった場合、事故の発生等によ

り郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や

不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行すること

ができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止する

ことがある。 

   また、開札後においても発注者の入札手続の誤りなどにより入

札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止するこ

とがある。 

 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参

加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑼ その他 

  ア 本件公告に示した契約は、地方自治法第２３４条の３に基づ

く長期継続契約である。次年度以降の歳入歳出予算が減額又は

削除された場合は、契約の変更又は解除をすることがある。ま

た、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠

償の責めを負わないものとする。 

  イ 燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価

格調整額並びに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関す

る特別措置法に基づく賦課金については、入札金額に含まない

ものとして入札すること。 

  ウ 詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

   Electricity to use in Hiroshima Municipal Hiroshima Mirai  

   Sousei Senior High School 1,088,081kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1st, 2023 to March 31st, 2024 

 ⑶ Fulfillment place: 

   Hiroshima Municipal Hiroshima Mirai Sousei  

   Senior High School 

   4-4 Otemachi 4-chome, Naka-ku, 

   Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

https://www.city.hiroshima.lg.jp/
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    5:00 PM, January 25th, 2023 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Hiroshima Municipal Hiroshima Mirai Sousei  

   Senior High School 

   4-4 Otemachi 4-chome, Naka-ku, 

   Hiroshima City 730-0051 Japan 

   TEL 082-545-1671 

 

入 札 公 告 

 

                    令和４年１２月１５日 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

                 広島市水道事業管理者 

                 広島市水道局長 村上 裕之 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 調達等件名及び数量 

  ア 広島市水道局牛田浄水場で使用する電気 

    予定使用電力量 ４，６１８，４４６ｋＷｈ（１年間） 

  イ 広島市水道局緑井浄水場で使用する電気 

    予定使用電力量 １，４４２，８６５ｋＷｈ（１年間） 

  ウ 広島市水道局毘沙門台第二ポンプ所ほか７施設で使用する

電気 

    予定使用電力量 １，３７６，４２４ｋＷｈ（１年間） 

  エ 広島市水道局高陽浄水場で使用する電気 

    予定使用電力量 ２，２９４，１８０ｋＷｈ（１年間） 

  オ 広島市水道局高陽取水場で使用する電気 

    予定使用電力量 ２８，７７７，０８５ｋＷｈ（１年間） 

 ⑵ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 契約期間 

   契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

   （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 ⑷ 履行期間 

   令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所   

  ア 前記⑴ア 

    広島市水道局牛田浄水場 

    広島市東区牛田新町一丁目８番１号 

  イ 前記⑴イ 

    広島市水道局緑井浄水場 

    広島市安佐南区緑井町３１１番地 

  ウ 前記⑴ウ 

    広島市水道局毘沙門台第二ポンプ所ほか７施設（仕様書のと

おり。） 

  エ 前記⑴エ 

    広島市水道局高陽浄水場 

    広島市安佐北区落合南六丁目１番１号 

  オ 前記⑴オ 

    広島市水道局高陽取水場 

    広島市安佐北区落合二丁目４５番４８号 

 ⑹ 入札方法 

   入札書には、契約電力及び予定使用電力量に対する契約希望単

価等を記載すること。なお、落札の決定は、契約電力及び予定使

用電力量に対して、入札書に記載された契約希望単価に従って計

算した総価（見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する

金額）で行う。 

 ⑺ 入札区分 

   本件業務に係る入札は、広島市電子入札システムを利用しない

紙による入札とする。 

２ 競争入札参加資格 

  次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 

 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４及び広島市水道局契約規程

（以下「規程」という。）第４条の規定に該当しない者であるこ

と。 

 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和５・６・７年」の「物品の売

買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務（建設コンサルティ

ングサービスに係る役務を除く。）の提供」の契約の種類「物品

の売買、修繕及び製造の請負」の登録種目「１６－０１ 電力供

給」に登録している者であること。 

   なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札

に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載の

上、添付書類を添えて次のとおり提出すること。詳細は、入札説

明書による。 

  ア 申請期間 

    入札公告の日から令和５年１月１２日（木）までの日（広島

市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時まで 

  イ 提出場所 

    〒７３０－８５８６ 

    広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

    広島市財政局契約部物品契約課 

    電話 ０８２－５０４－２０８３ 

 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者で

あること。 

 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営

業停止処分又は本局の指名停止措置若しくは競争入札参加資格

の取消しを受けていないこと。 

 ⑸ その他は、入札説明書による。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付

場所及び問合せ先 

   〒７３０－００１１ 

   広島市中区基町９番３２号 

   広島市水道局財務課契約係 

   電話 ０８２－５１１－６８２６ 

 ⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

   広島市水道局のホームページ（https://www.water.city.hiroshi

ma.lg.jp/）の「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「調達情

報公開システムに公開されない入札・見積情報」→「令和５年度
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案件」からダウンロードできる。ただし、これにより難い場合（ダ

ウンロードできない場合の書類を含む。）は、上記⑴の交付場所

において交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和５年１月３０日（月）午後５時 

   なお、郵送する場合は、配達証明付書留郵便とし、令和５年１

月３０日（月）午後５時までに必着のこと。 

 ⑷ 入札回数 

   入札回数は、３回を限度とする。 

 ⑸ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 

   (ア) 前記１⑴ア 

     令和５年１月３１日（火）午前１０時 

   (イ) 前記１⑴イ 

     令和５年１月３１日（火）午前１０時１５分 

   (ウ) 前記１⑴ウ 

     令和５年１月３１日（火）午前１０時３０分 

   (エ) 前記１⑴エ 

     令和５年１月３１日（火）午前１０時４５分 

   (オ) 前記１⑴オ 

     令和５年１月３１日（火）午前１１時 

  イ 場所 広島市中区基町９番３２号 

       広島市水道局基町庁舎１０階入札室 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した調達内容等を履行できると本局が判断した入

札者であって、規程第１６条及び第１７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の価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。 

５ その他 

 ⑴ 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。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除。ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど

契約を締結しないときは、規程第４条の規定により競争入札参加

資格の取消しを行う。また、契約予定金額に基づく総支払予定額

に対する入札保証金相当額（５パーセント）の損害賠償金を請求

する。 

 ⑶ 入札者に求められる義務 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、前記２に掲げる事項

について証明する書類（以下「資格確認申請書等」という。）を

令和５年１月１９日（木）までに前記３⑴の場所に提出しなけれ

ばならない。また、開札日の前日までの間において、本局から資

格確認申請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなけ

ればならない。詳細は、入札説明書による。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札は、無効とする。 

  ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者

がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記２

⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置

を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなっ

た者がした入札 

  イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札金額を訂正したもの 

  エ 再度入札等を実施する場合において、直前の入札（無効とな

った入札を除く。）の最低価格以上の価格でした入札 

  オ その他規程第１０条各号のいずれかに該当する入札（外国事

業者が同条第１号の押印に代えて署名したものを除く。） 

  カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成７

年広島市水道局規程第１１号）第７条第５項の規定に基づき入

札書を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時

までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認め

られなかったときにおける入札 

 ⑸ 契約保証金 

   免除 

 ⑹ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑺ 入札の中止等 

   本件入札に関して、天災地変があった場合、事故の発生等によ

り郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や

不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行すること

ができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止する

ことがある。 

   また、開札後においても発注者の入札手続の誤りなどにより入

札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止するこ

とがある。 

 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

   前記２⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者

も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、

入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参

加資格の認定を受けていなければならない。 

 ⑼ その他 

  ア 本件公告に示した契約は、地方自治法第２３４条の３に基づ

く長期継続契約である。次年度以降の予算が減額又は削除され

た場合は、契約の変更又は解除をすることがある。また、本局

は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責め

を負わないものとする。 

  イ 燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価

格調整額並びに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関す

る特別措置法に基づく賦課金については、入札金額に含まない

ものとして入札すること。 

  ウ 詳細は、入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

  a. Electricity to use in Ushita Purification Plant 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    4,618,446kWh 

  b. Electricity to use in Midorii Purification Plant 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    1,442,865kWh 

  c. Electricity to use in Bisyamondai-daini Pumping Station 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    and 7 other places   
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     1,376,424kWh 

  d. Electricity to use in Koyo Purification Plant 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    2,294,180kWh 

  e. Electricity to use in Koyo Intake Station 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    28,777,085kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2023 through March 31, 2024 

 ⑶ Fulfillment place: 

  a. Ushita Purification Plant 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    8-1 Ushitashinmachi 1-chome, Higashi-ku, 

    Hiroshima City 

  b. Midorii Purification Plant 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    311 Midoriicho, Asaminami-ku, 

    Hiroshima City 

  c. Bisyamondai-daini Pumping Station 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    33-22 Bisyamondai 2-chome, Asaminami-ku, 

    Hiroshima City and 7 other places 

  d. Koyo Purification Plant 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    1-1 Ochiaiminami 6-chome, Asakita-ku, 

    Hiroshima City 

  e. Koyo Intake Station 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    45-48 Ochiai 2-chome, Asakita-ku, 

    Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, January 30, 2023 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Financial Affairs Division, 

   Waterworks Bureau, 

   The City of Hiroshima 

   9-32 Moto-machi, Naka-ku, 

   Hiroshima City 730-0011 Japan 

   TEL 082-511-6826 

 

落 札 等 

 

落札者等の公告 

 

                    令和４年１２月１５日 

 

 次のとおり落札者等について公告します。 

 

                  広島市長 松 井 一 實 

 

 ［掲載順序］ 

  ①契約担当部局の名称及び所在地 ②調達件名及び数量 ③調

達方法 ④契約方式 ⑤落札決定日（随意契約の場合は契約日） 

   ⑥落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所 ⑦落札

価格（随意契約の場合は契約価格） ⑧入札公告日 ⑨随意契約

の場合はその理由 ⑩指名業者名（指名競争入札の場合） ⑪

落札方式 ⑫予定価格（予定価格を落札決定後に公表する場合） 

   ⑬調査基準価格（調査基準価格を落札決定後に公表する場合） 

 

○ ①広島市財政局税務部市民税課（広島市中区国泰寺町一丁目６番

３４号） ②課税資料の受付業務等の一括外部委託 ③購入等  

  ④一般 ⑤４．１１．１５ ⑥データシステムソリューション㈱

（広島市西区横川新町７番１号） ⑦８６，１２０，８３９円 ⑧

４．９.３０ ⑪最低価格 ⑫８７，５９２，００１円 ⑬５８，

３９５，８３６円 

 

○ ①広島市健康福祉局保健部保険年金課（広島市中区国泰寺町一丁

目６番３４号） ②広島市国民健康保険システム基本設計等業務  

   ③購入等 ④一般 ⑤４．１０．２１ ⑥有限責任監査法人ト

ーマツ 広島事務所（広島市中区八丁堀３番３３号） ⑦３７，

４５５，０００円 ⑪最低価格 ⑫３８，５４４，０００円 ⑬

２５，７６４，８６５円 

 

○ ①広島市教育委員会事務局総務部施設課（広島市中区国泰寺町一

丁目４番２１号） ②袋町小学校仮設教室（２号棟）及び便所棟

賃貸借 ③借入れ ④一般 ⑤４．１０．２６ ⑥オリエントハ

ウス㈱広島支店（広島市西区小河内町一丁目４番４号） ⑦６５，

７８０，０００円 ⑧４．９．１３ ⑪最低価格  

 

○ ①広島市教育委員会事務局総務部施設課（広島市中区国泰寺町一

丁目４番２１号） ②石内北小学校仮設教室の賃貸借 ③借入れ 

   ④一般 ⑤４．１０．２７ ⑥オリエントハウス㈱広島支店（広

島市西区小河内町一丁目４番４号） ⑦５２，３６０，０００円 

   ⑧４．９．１３ ⑪最低価格  

 

○ ①広島市教育委員会事務局総務部施設課（広島市中区国泰寺町一

丁目４番２１号） ②広島市立学校窓ガラス等清掃業務（幼稚

園・特別支援学校） 一式 ③購入等 ④一般 ⑤４．１０．２

６ ⑥㈲エス・ライフ（広島市中区西平塚町７番２５－３０１号）  

   ⑦１，２３２，０００円 ⑧４．９．１３ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市教育委員会事務局中央地区学校事務センター（広島市中

区国泰寺町一丁目４番１５号） ②広島市立学校窓ガラス等清掃

業務（中区（広瀬小学校を除く。）・南区） 一式 ③購入等 ④

一般 ⑤４．１０．２６ ⑥ミヤオ産業㈲（広島市中区西平塚町

７番２５号） ⑦２，９５９，０００円 ⑧４．９．１３ ⑪最

低価格 

 

○ ①広島市教育委員会事務局東部地区学校事務センター（広島市安

芸区船越南三丁目４番３６号） ②広島市立学校窓ガラス等清掃

業務（東区・安芸区） 一式 ③購入等 ④一般 ⑤４．１０．

２６ ⑥都市環境サービス㈱（広島市安佐南区祇園二丁目１７番
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４１号） ⑦３，２９３，４００円 ⑧４．９．１３ ⑪最低価

格 

 

○ ①広島市教育委員会事務局西部地区学校事務センター（広島市佐

伯区海老園二丁目５番２８号） ②広島市立学校窓ガラス等清掃

業務（西区・広瀬小学校） 一式 ③購入等 ④一般 ⑤４．１

０．２６ ⑥都市環境サービス㈱（広島市安佐南区祇園二丁目１

７番４１号） ⑦２，５０８，０００円 ⑧４．９．１３ ⑪最

低価格 

 

○ ①広島市教育委員会事務局西部地区学校事務センター（広島市佐

伯区海老園二丁目５番２８号） ②広島市立学校窓ガラス等清掃

業務（佐伯区（石内北小学校を除く。）） 一式 ③購入等 ④

一般 ⑤４．１０．２６ ⑥都市道路開発㈱（広島市中区本川町

二丁目６番２１号） ⑦２，６８４，０００円 ⑧４．９．１３  

   ⑪最低価格 

 

○ ①広島市教育委員会事務局安佐南地区学校事務センター（広島市

安佐南区古市一丁目３３番１４号） ②広島市立学校窓ガラス等

清掃業務（安佐南区・石内北小学校） 一式 ③購入等 ④一般  

   ⑤４．１０．２６ ⑥㈱広島テクニカルシステム（広島市安佐

北区口田三丁目４番１７号） ⑦３，００３，０００円 ⑧４．

９．１３ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市教育委員会事務局安佐北地区学校事務センター（広島市

安佐北区可部四丁目１３番１３号） ②広島市立学校窓ガラス等

清掃業務（安佐北区） 一式 ③購入等 ④一般 ⑤４．１０．

２６ ⑥㈱広島テクニカルシステム（広島市安佐北区口田三丁目

４番１７号） ⑦１，９６９，４４０円 ⑧４．９．１３ ⑪最

低価格 


