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   イ 燃料調整費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。なお，

これらの取扱いについては，本市の区域を管轄する一般電

気事業者が定める電気契約要綱及び標準料金表又は特定

規模需要の標準（託送）供給条件によるものとする。 

  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 Asaminami Ward General Welfare 

   Center 1,225,662kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2016 through March 31, 2019 

 ⑶ Fulfillment place: 

   Asaminami Ward General Welfare Center 

   38-13 Nakasu 1-chome, Asaminami-ku, 

   Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, January 28, 2016 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Family and Health Services Division, 

   Public Welfare Department, 

   Asaminami Ward Office 

   The City of Hiroshima 

   38-13 Nakasu 1-chome, Asaminami-ku, 

   Hiroshima City 731-0194 Japan 

   TEL 082-831-4939 

 

入 札 公 告 

 

                 平成２７年１２月１８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 

   広島市安佐北区役所本館で使用する電気 

   予定使用電力量 １，３８３，１２０ｋＷｈ（３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 

   契約締結の日から平成３１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 

   平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

   広島市安佐北区役所本館 

   広島市安佐北区可部四丁目１３番１３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電力及

び予定使用電力量の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１０８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

ない紙面による入札とする。 

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。 

 ⑶ 広島市競争入札参加資格の「平成２６・２７・２８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 

    入札公告の日から平成２８年１月８日（金）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 申請書の提出場所 

    〒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 

 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 

   〒７３１－０２９２ 

   広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号 

   広島市安佐北区役所市民部区政調整課 

   電話 ０８２－８１９－３９０３ 

 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（http://www.city.hiroshima.lg.jp/）

のトップページの「産業・雇用・ビジネス」→「入札・契約」

→「入札，見積情報」→「調達情報公開システムに掲載され

ない入札・見積り情報」→「平成２８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 
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   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 

   平成２８年１月２８日（木）午後５時 

   なお，郵送する場合は，配達証明付書留郵便とし，平成２

８年１月２８日（木）午後５時までに必着させること。 

 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 

   平成２８年１月２９日（金）午前１０時 

   広島市安佐北区役所３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 契約保証金 

   免除 

 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２⑶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 一般競争入札参加資格確認申請書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 再度入札を実施する場合において，初度入札（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 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑹ 入札の中止等 

   本件入札に関して，天災地変があった場合，郵便による事

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。 

 ⑺ 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 燃料調整費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。なお，これ

らの取扱いについては，本市の区域を管轄する一般電気事

業者が定める電気契約要綱及び標準料金表又は特定規模需

要の標準（託送）供給条件によるものとする。 

  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 Main building of Asakita Ward Office 

   1,383,120kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2016 through march 31, 2019 
 ⑶ Fulfillment place: 

   Main building of Asakita Ward Office 

   13-13 Kabe 4-chome, Asakita-ku, 

   Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, January 28, 2016 
 ⑸ Contact point for the notice: 

   Community Coordination Division, 

   Citizens’ Affairs Department, 

   Asakita Ward Office 

   The City of Hiroshima 

   13-13 Kabe 4-chome, Asakita-ku, 
   Hiroshima City 731-0292 Japan 

   TEL 082-819-3903 

 

入 札 公 告 

 

                 平成２７年１２月１８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 

   広島市安佐北区総合福祉センターで使用する電気 

   予定使用電力量 １，５１１，０５５ｋＷｈ（３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 
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    契約締結の日から平成３１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 

   平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

   広島市安佐北区総合福祉センター 

   広島市安佐北区可部三丁目１９番２２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電力及

び予定使用電力量の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１０８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

ない紙面による入札とする。 

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。 

 ⑶ 広島市競争入札参加資格の「平成２６・２７・２８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 

    入札公告の日から平成２８年１月８日（金）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 申請書の提出場所 

    〒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 

 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 

   〒７３１－０２２１ 

   広島市安佐北区可部三丁目１９番２２号 

      広島市安佐北区役所厚生部生活課 

   電話 ０８２－８１９－０５７５ 

 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（http://www.city.hiroshima.lg.jp/）

のトップページの「産業・雇用・ビジネス」→「入札・契約」

→「入札，見積情報」→「調達情報公開システムに掲載され

ない入札・見積り情報」→「平成２８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 

   平成２８年１月２８日（木）午後５時 

   なお，郵送する場合は，配達証明付書留郵便とし，平成２

８年１月２８日（木）午後５時までに必着させること。 

 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 

   平成２８年１月２９日（金）午前１０時３０分 

   広島市安佐北区役所３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 契約保証金 

   免除 

 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２⑶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 一般競争入札参加資格確認申請書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 再度入札を実施する場合において，初度入札（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 
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    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 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑹ 入札の中止等 

   本件入札に関して，天災地変があった場合，郵便による事

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。 

 ⑺ 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 燃料調整費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。なお，

これらの取扱いについては，本市の区域を管轄する一般電

気事業者が定める電気契約要綱及び標準料金表又は特定

規模需要の標準（託送）供給条件によるものとする。 

  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 Asakita Ward General Welfare 

   Center 1,511,055kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2016 through march 31, 2019 

 ⑶ Fulfillment place: 

   Asakita Ward General Welfare Center 

   19-22 Kabe 3-chome, Asakita-ku, 

   Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, January 28, 2016 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Family and Health Services Division, 

   Public Welfare Department, 

   Asakita Ward Office 

   The City of Hiroshima 

   19-22 Kabe 3-chome, Asakita-ku, 

   Hiroshima City 731-0221 Japan 

   TEL 082-819-0575 

 

入 札 公 告 

 

                 平成２７年１２月１８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 

   広島市安芸区民文化センター等合築施設で使用する電気 

   予定使用電力量 ３，８５９，７７６ｋＷｈ（３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 

   契約締結の日から平成３１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 

   平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

   広島市安芸区船越南三丁目２番１６号 

   広島市安芸区民文化センター等合築施設 

 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電力及

び予定使用電力量の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１０８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

ない紙面による入札とする。 

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。 

 ⑶ 広島市競争入札参加資格の「平成２６・２７・２８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 

    入札公告の日から平成２８年１月８日（金）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 申請書の提出場所 

    〒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 

 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 
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   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 

   〒７３６－８５０１ 

   広島市安芸区船越南三丁目４番３６号 

   広島市安芸区役所市民部区政調整課 

   電話 ０８２－８２１－４９０３ 

 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（http://www.city.hiroshima.lg.jp/）

のトップページの「産業・雇用・ビジネス」→「入札・契約」

→「入札，見積情報」→「調達情報公開システムに掲載され

ない入札・見積り情報」→「平成２８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 

   平成２８年１月２８日（木）午後５時 

   なお，郵送する場合は，配達証明付書留郵便とし，平成２

８年１月２８日（木）午後５時までに必着させること。 

 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 

   平成２８年１月２９日（金）午後２時３０分 

   広島市安芸区役所３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 契約保証金 
   免除 

 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２⑶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 一般競争入札参加資格確認申請書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 再度入札を実施する場合において，初度入札（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 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑹ 入札の中止等 

   本件入札に関して，天災地変があった場合，郵便による事

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。 

 ⑺ 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 燃料調整費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。なお，これ

らの取扱いについては，本市の区域を管轄する一般電気事

業者が定める電気契約要綱及び標準料金表又は特定規模需

要の標準（託送）供給条件によるものとする。 

  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 Aki Ward Community Cultural 

   Center Complex  3,859,776kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2016 through March 31, 2019 

 ⑶ Fulfillment place: 

   Aki Ward Community Cultural Center Complex 

   2-16 Funakoshiminami 3-chome, Aki-ku, 

   Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, January 28, 2016 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Community Coordination Division, 

   Citizens’ Affairs Department, 

   Aki Ward Office 

   TheCity of Hiroshima 

   4-36 Funakoshiminami 3-chome, Aki-ku, 

   Hiroshima City 736-8501 Japan 

   TEL 082-821-4903 

 

http://www.city.hiroshima.lg.jp/
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入 札 公 告 

 

                 平成２７年１２月１８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 

   広島市佐伯区役所本館で使用する電気 

   予定使用電力量 １，７９５，４９７ｋＷｈ（３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 

   契約締結の日から平成３１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 

   平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

   広島市佐伯区役所本館 

   広島市佐伯区海老園二丁目５番２８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電力及

び予定使用電力量の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１０８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

ない紙面による入札とする。 

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。 

 ⑶ 広島市競争入札参加資格の「平成２６・２７・２８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 

    入札公告の日から平成２８年１月８日（金）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 申請書の提出場所 

    〒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 

 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 

   〒７３１－５１９５ 

   広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号 

   広島市佐伯区役所市民部区政調整課 

   電話 ０８２－９４３－９７０３ 

 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（http://www.city.hiroshima.lg.jp/）

のトップページの「産業・雇用・ビジネス」→「入札・契約」

→「入札，見積情報」→「調達情報公開システムに掲載され

ない入札・見積り情報」→「平成２８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 

   平成２８年１月２８日（木）午後５時 

   なお，郵送する場合は，配達証明付書留郵便とし，平成２

８年１月２８日（木）午後５時までに必着させること。 

 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 

   平成２８年１月２９日（金）午後１時３０分 

   広島市佐伯区役所本館６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 契約保証金 

   免除 

 ⑷ 入札の無効 

 



平成２７年１２月１８日 広   島   市   報 調達号外第４６４号  －２７－ 

    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２⑶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 一般競争入札参加資格確認申請書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 再度入札を実施する場合において，初度入札（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 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑹ 入札の中止等 

   本件入札に関して，天災地変があった場合，郵便による事

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。 

 ⑺ 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 燃料調整費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。なお，

これらの取扱いについては，本市の区域を管轄する一般電

気事業者が定める電気契約要綱及び標準料金表又は特定

規模需要の標準（託送）供給条件によるものとする。 

  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 Main building of Saeki Word Office 

   1,795,497kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2016 through March 31, 2019 
 ⑶ Fulfillment place: 

   Main building of Saeki Word Office 

   5-28 Kairouen 2-chome, saeki-ku,  

   Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, January 28, 2016 

    ⑸ Contact point for the notice: 

   Community Coordination Division, 

   Citizens’ Affairs Department, 

   Saeki Word Office 

   The City of Hiroshima 

   5-28 Kairouen 2-chome, saeki-ku, 

   Hiroshima City 731-5195 Japan 

   TEL 082-943-9703 

 

入 札 公 告 

 

                 平成２７年１２月１８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（２９施設）で使用する電気 

   予定使用電力量 １５，６５６，９６１ｋＷｈ（３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 

   契約締結の日から平成３１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 

   平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

   広島市立小・中学校２９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電力及

び予定使用電力量の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１０８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

ない紙面による入札とする。 

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。 

 ⑶ 広島市競争入札参加資格の「平成２６・２７・２８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 
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   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 

    入札公告の日から平成２８年１月８日（金）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 申請書の提出場所 

    〒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 

 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（http://www.city.hiroshima.lg.jp/）

のトップページの「産業・雇用・ビジネス」→「入札・契約」

→「入札，見積情報」→「調達情報公開システムに掲載され

ない入札・見積り情報」→「平成２８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 

   平成２８年１月２８日（木）午後５時 

   なお，郵送する場合は，配達証明付書留郵便とし，平成２

８年１月２８日（木）午後５時までに必着させること。 

 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 

   平成２８年１月２９日（金）午前１０時 

   広島市役所北庁舎６階教育委員室 

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 契約保証金 

   免除 

 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２⑶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 一般競争入札参加資格確認申請書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 再度入札を実施する場合において，初度入札（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 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑹ 入札の中止等 

   本件入札に関して，天災地変があった場合，郵便による事

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。 

 ⑺ 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 燃料調整費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。なお，これ

らの取扱いについては，本市の区域を管轄する一般電気事

業者が定める電気契約要綱及び標準料金表又は特定規模需

要の標準（託送）供給条件によるものとする。 

  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 elementary / junior 

   high schools (29 facilities) 15,656,961kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 
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    From April 1, 2016 through March 31, 2019 

 ⑶ Fulfillment place: 

   Hiroshima City elementary / junior high schools (29  

   facilities) 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, January 28, 2016 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Facilities Division, 

   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 

 

                 平成２７年１２月１８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 

   広島市立基町高等学校で使用する電気 

   予定使用電力量 ２，５６５，４８３ｋＷｈ（３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 

   契約締結の日から平成３１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 

   平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

   広島市立基町高等学校 

   広島市中区西白島町２５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電力及

び予定使用電力量の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１０８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

ない紙面による入札とする。 

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。 

 ⑶ 広島市競争入札参加資格の「平成２６・２７・２８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 

    入札公告の日から平成２８年１月８日（金）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 申請書の提出場所 

    〒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 

 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 

   〒７３０－０００５ 

   広島市中区西白島町２５番１号 

   広島市立基町高等学校 

   電話 ０８２－２２１－１５１０ 

 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（http://www.city.hiroshima.lg.jp/）

のトップページの「産業・雇用・ビジネス」→「入札・契約」

→「入札，見積情報」→「調達情報公開システムに掲載され

ない入札・見積り情報」→「平成２８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 

   平成２８年１月２８日（木）午後５時 

   なお，郵送する場合は，配達証明付書留郵便とし，平成２

８年１月２８日（木）午後５時までに必着させること。 

 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 

   平成２８年１月２９日（金）午前１０時 

   広島市立基町高等学校南棟１階会議・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 
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   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 契約保証金 

   免除 

 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２⑶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 一般競争入札参加資格確認申請書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 再度入札を実施する場合において，初度入札（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 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑹ 入札の中止等 

   本件入札に関して，天災地変があった場合，郵便による事

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。 

 ⑺ 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 燃料調整費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。なお，

これらの取扱いについては，本市の区域を管轄する一般電

 

 

 

    気事業者が定める電気契約要綱及び標準料金表又は特定規

模需要の標準（託送）供給条件によるものとする。 

  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 Motomachi 

   Senior High School 2,565,483kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2016 through March 31, 2019 

 ⑶ Fulfillment place: 

   Hiroshima Municipal Motomachi Senior High School 

   25-1 Nishi-hakushima-cho, Naka-ku, 

   Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, January 28, 2016 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Hiroshima Municipal Motomachi Senior High School 

   25-1 Nishi-hakushima-cho, Naka-ku, 

   Hiroshima City 730-0005 Japan 

   TEL 082-221-1510 

 

入 札 公 告 

 

                 平成２７年１２月１８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 １，９１２，１４６ｋＷｈ（３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 

   契約締結の日から平成３１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 

   平成２８年４月１日から平成３１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電力及

び予定使用電力量の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１０８分の１００に相当する金額）で行

う。 

 ⑺ 入札区分 
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    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

ない紙面による入札とする。 

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。 

 ⑶ 広島市競争入札参加資格の「平成２６・２７・２８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 

    入札公告の日から平成２８年１月８日（金）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 申請書の提出場所 

    〒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 

 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（http://www.city.hiroshima.lg.jp/）

のトップページの「産業・雇用・ビジネス」→「入札・契約」

→「入札，見積情報」→「調達情報公開システムに掲載され

ない入札・見積り情報」→「平成２８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 

   平成２８年１月２８日（木）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，平成２

８年１月２８日（木）午後４時３０分までに必着させること。 

 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 

   平成２８年１月２９日（金）午後３時３０分 

   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 契約保証金 

   免除 

 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２⑶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 一般競争入札参加資格確認申請書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 再度入札を実施する場合において，初度入札（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 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑹ 入札の中止等 

   本件入札に関して，天災地変があった場合，郵便による事

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。 

 ⑺ 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 
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    れた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 

  イ 燃料調整費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。なお，

これらの取扱いについては，本市の区域を管轄する一般電

気事業者が定める電気契約要綱及び標準料金表又は特定

規模需要の標準（託送）供給条件によるものとする。 

  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 Scool 1,912,146kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2016 through March 31, 2019 

 ⑶ Fulfillment place: 

   Hiroshima Municipal Funairi Senior High Scool 

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

   Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   4:30 PM, January 28, 2016 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Hiroshima Municipal Funairi Senior High Scool 

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

   Hiroshima City 730-0847 Japan 

   TEL 082-232-1261 

 

入 札 公 告 

 

                 平成２７年１２月１８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 

   広島市立沼田高等学校で使用する電気 

   予定使用電力量 ２，３０７，４４４ｋＷｈ（３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 

   契約締結の日から平成３１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 

   平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

   広島市立沼田高等学校 

   広島市安佐南区伴東六丁目 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電力及

び予定使用電力量の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１０８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

ない紙面による入札とする。 

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。 

 ⑶ 広島市競争入札参加資格の「平成２６・２７・２８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 

    入札公告の日から平成２８年１月８日（金）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 申請書の提出場所 

    〒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 

 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 

   〒７３１－３１６４ 

   広島市安佐南区伴東六丁目１番１号 

   広島市立沼田高等学校 

   電話 ０８２－８４８－４１６８ 

 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（http://www.city.hiroshima.lg.jp/）

のトップページの「産業・雇用・ビジネス」→「入札・契約」

→「入札，見積情報」→「調達情報公開システムに掲載され

ない入札・見積り情報」→「平成２８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。 
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  ⑶ 入札書の提出期限 

   平成２８年１月２８日（木）午後４時５０分 

   なお，郵送する場合は，配達証明付書留郵便とし，平成２

８年１月２８日（木）午後４時５０分までに必着させること。 

 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 

   平成２８年１月２９日（金）午後２時 

   広島市立沼田高等学校小会議室 

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 契約保証金 

   免除 

 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２⑶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 一般競争入札参加資格確認申請書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 再度入札を実施する場合において，初度入札（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 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑹ 入札の中止等 

   本件入札に関して，天災地変があった場合，郵便による事

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。 

 ⑺ 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 燃料調整費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。なお，これ

らの取扱いについては，本市の区域を管轄する一般電気事

業者が定める電気契約要綱及び標準料金表又は特定規模需

要の標準（託送）供給条件によるものとする。 

  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 

   Numata Senior High School 2,307,444kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

   From April 1, 2016 through March 31, 2019 

 ⑶ Fulfillment place: 

   Hiroshima Municipal Numata Senior High School 

   1-1 Tomohigashi 6-chome, Asaminami-ku, 

   Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   4:50PM, January 28, 2016 

 ⑸ Contact point for the notice:  

   Hiroshima Municipal Numata Senior High School 

   1-1 Tomohigashi 6-chome, Asaminami-ku, 

   Hiroshima City 731-3164 Japan 

   TEL 082-848-4168 

 

入 札 公 告 

 

                 平成２７年１２月１８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 高広 義明 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 調達等件名及び数量 

  ア 広島市水道局基町庁舎で使用する電気 

    予定使用電力量 ４，６０８，０００ｋＷｈ（３年間） 

  イ 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 ５，９１２，６２５ｋＷｈ（１年間） 

  ウ 広島市水道局己斐高地区ポンプ所で使用する電気 

    予定使用電力量 ７，９３１，７５７ｋＷｈ（３年間） 

  エ 広島市水道局沼田ポンプ所で使用する電気 

    予定使用電力量 ４，１６６，９０２ｋＷｈ（２年間） 

  オ 広島市水道局高陽取水場で使用する電気 
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     予定使用電力量 ８１，００５，３０７ｋＷｈ（３年間） 

  カ 広島市水道局後山第二ポンプ所で使用する電気 

    予定使用電力量 ２，０４９，７９８ｋＷｈ（３年間） 

  キ 広島市水道局高取第一ポンプ所で使用する電気 

    予定使用電力量 ２，１８０，９１０ｋＷｈ（３年間） 

  ク 広島市水道局大塚西ポンプ所で使用する電気 

    予定使用電力量 １，３９４，８６８ｋＷｈ（３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 

  ア 前記⑴イ 

    契約締結の日から平成２９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） 

  イ 前記⑴エ 

    契約締結の日から平成３０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） 

  ウ 前記⑴のア,ウ及びオからクまで 

    契約締結の日から平成３１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 

  ア 前記⑴イ 

    平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

  イ 前記⑴エ 

    平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

  ウ 前記⑴のア,ウ及びオからクまで 

    平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

  ア 前記⑴ア 

    広島市水道局基町庁舎 

    広島市中区基町９番３２号 

  イ 前記⑴イ 

    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 

  ウ 前記⑴ウ 

    広島市水道局己斐高地区ポンプ所 

    広島市西区己斐東一丁目９番１号 

  エ 前記⑴エ 

    広島市水道局沼田ポンプ所 

    広島市安佐南区上安一丁目４番３５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 

  カ 前記⑴カ 

    広島市水道局後山第二ポンプ所 

    広島市安佐南区上安七丁目７４３番地２ 

  キ 前記⑴キ 

    広島市水道局高取第一ポンプ所 

    広島市安佐南区高取南一丁目９番３２号 

  ク 前記⑴ク 

    広島市水道局大塚西ポンプ所 

    広島市安佐南区大塚西六丁目１５番１７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電力及

び予定使用電力量の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１０８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

ない紙面による入札とする。 

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。 

 ⑶ 広島市競争入札参加資格の「平成２６・２７・２８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 

    入札公告の日から平成２８年１月８日（金）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 申請書の提出場所 

    〒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 

 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（http://www.water.city.hiro 

shima.jp/）のトップページ右上の「契約情報」→「発注見通

し・入札公告・入札結果」→「入札公告・入札結果」の「平

成２８年度案件」からダウンロードできる。ただし，これに 
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   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 

   平成２８年１月２９日（金）午後５時 

   なお，郵送する場合は，配達証明付書留郵便とし，平成２

８年１月２９日（金）午後５時までに必着させること。 

 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 

     平成２８年２月１日（月）午前９時４５分 

   (イ) 前記１⑴イ 

     平成２８年２月１日（月）午前１０時 

   (ウ) 前記１⑴ウ 

     平成２８年２月１日（月）午前１０時１５分 

   (エ) 前記１⑴エ 

     平成２８年２月１日（月）午前１０時３０分 

   (オ) 前記１⑴オ 

     平成２８年２月１日（月）午前１０時４５分 

   (カ) 前記１⑴カ 

     平成２８年２月１日（月）午前１１時 

   (キ) 前記１⑴キ 

     平成２８年２月１日（月）午前１１時１５分 

   (ク) 前記１⑴ク 

     平成２８年２月１日（月）午前１１時３０分 

  イ 場所 

    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 契約保証金 

   免除 

 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２⑶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 一般競争入札参加資格確認申請書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 再度入札を実施する場合において，初度入札（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 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑹ 入札の中止等 

   本件入札に関して，天災地変があった場合，郵便による事

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。 

 ⑺ 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 燃料調整費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。なお，これ

らの取扱いについては，本市の区域を管轄する一般電気事

業者が定める電気契約要綱及び標準料金表又は特定規模需

要の標準（託送）供給条件によるものとする。 

  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 Moto-machi building 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    4,608,000kWh 

  b. Electricity to use in Ushita Purification Plant 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    5,912,625kWh 

  c. Electricity to use in Koi-kouchiku Pumping Station 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    7,931,757kWh 

  d. Electricity to use in Numata Pumping Station 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    4,166,902kWh 

  e. Electricity to use in Koyo Intake station 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    81,005,307 kWh 

  f. Electricity to use in Ushiroyama-daini Pumping Station 
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     Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    2,049,798kWh 

  g. Electricity to use in Takatori-daiichi Pumping Station 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    2,180,910kWh 

  h. Electricity to use in Ootukanishi Pumping Station 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    1,394,868kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

  a. As is remarked above (1) b 

    From April 1, 2016 through March 31, 2017 

  b. As is remarked above (1) d 

    From April 1, 2016 through March 31, 2018 

  c. As is remarked above (1) a,c,e,f,g,h 

    From April 1, 2016 through March 31, 2019 

 ⑶ Fulfillment place: 

  a. Moto-machi building 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    9-32 Moto-machi, Naka-ku, 

    Hiroshima City 

  b. Ushita Purification Plant 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

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

    Hiroshima City 

  c. Koi-kouchiku Pumping Station 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    9-1 Koihigashi 1-chome, Nishi-ku, 

    Hiroshima City 

  d. Numata Pumping Station 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    4-35 Kamiyasu 1-chome, Asaminami-ku, 

    Hiroshima City 

  e. Koyo Intake station 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

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

    Hiroshima City 

  f. Ushiroyama-daini Pumping Station 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima  

    743-2 Kamiyasu 7-chome, Asaminami-ku, 

    Hiroshima City 

  g. Takatori-daiichi Pumping Station 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    9-32 Takatoriminami 1-chome, Asaminami-ku, 

    Hiroshima City 

  h. Ootukanishi Pumping Station 

    Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

    15-17 Ootukanishi 6-chome, Asaminami-ku, 

    Hiroshima City 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, January 29, 2016 

 ⑸ Contact point for the notice: 

 

 

    Finance Division, 

   Waterworks Bureau,  

   The City of Hiroshima 

   9-32 Moto-machi, Naka-ku, 

   Hiroshima City 730-0011 Japan 

   TEL 082-511-6826 

 

入 札 公 告 

 

                 平成２７年１２月１８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 高広 義明 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 調達等件名及び数量 

   広島市水道局後山第三ポンプ所ほか９か所で使用する電気 

   予定使用電力量 ５，０４６，２５２ｋＷｈ（３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 

   契約締結の日から平成３１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 

   平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 ⑸ 履行場所 

   広島市水道局後山第三ポンプ所ほか９か所（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電力及

び予定使用電力量の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１０８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

ない紙面による入札とする。 

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。 

 ⑶ 広島市競争入札参加資格の「平成２６・２７・２８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。 

 



平成２７年１２月１８日 広   島   市   報 調達号外第４６４号  －３７－ 

    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 

    入札公告の日から平成２８年１月８日（金）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 申請書の提出場所 

    〒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 

 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（http：//www.water.city.hiro 

  shima.jp/）のトップページ右上の「契約情報」→「発注見通

し・入札公告・入札結果」→「入札公告・入札結果」の「平

成２８年度案件」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 

   平成２８年１月２９日（金）午後５時 

   なお，郵送する場合は，配達証明付書留郵便とし，平成２

８年１月２９日（金）午後５時までに必着させること。 

 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 

   平成２８年２月１日（月）午後１時３０分 

   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 契約保証金 

   免除 

 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２⑶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 一般競争入札参加資格確認申請書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 再度入札を実施する場合において，初度入札（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 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑹ 入札の中止等 

   本件入札に関して，天災地変があった場合，郵便による事

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。 

 ⑺ 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 燃料調整費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。なお，これ

らの取扱いについては，本市の区域を管轄する一般電気事

業者が定める電気契約要綱及び標準料金表又は特定規模需

要の標準（託送）供給条件によるものとする。 

  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 Ushiroyama-daisan Pumping Station 

   Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

   and 9 other places 5,046,252kWh 

 ⑵ Fulfillment period: 

 

 



－３８－ 調達号外第４６４号 広   島   市   報         平成２７年１２月１８日 

    From April 1, 2016 through March 31, 2019 

 ⑶ Fulfillment place: 

   Ushiroyama-daisan Pumping Station 

   Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

   (4-2 Asahigaoka 5-chome, Asakita-ku, Hiroshima City) 

   and 9 other places 

 ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, January 29, 2016 

 ⑸ Contact point for the notice: 

   Finance 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 

 

                 平成２７年１２月１８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広島市企画総務局総務課（広島市中区国泰寺町一丁目６番

３４号） ②証明書発行システムの構築に伴う戸籍事務処理

システムの機能追加及び運用保守業務 ③購入等 ④随意 

   ⑤２７．１１．１８ ⑥富士ゼロックスシステムサービス

㈱営業本部公共システム営業事業部西日本支店（福岡市博多

区博多駅東二丁目１４番１号） ⑦３１，６６６，０３２円 

   ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令第１０条第１項第１号 

 

○ ①広島市こども未来局こども・家庭支援課（広島市中区国泰

寺町一丁目６番３４号） ②広島市福祉情報システムの改修

（小児慢性特定疾病・指定難病管理システムの構築及び運

用・保守）業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤２７．１１．

２４ ⑥株式会社アイネス中国支社（広島市東区若草町９番

７号） ⑦７０，８６０，８３７円 ⑧２７．１０．９ ⑪ 

 

 

   最低価格 ⑫８７，３６９，０００円 ⑬５８，２００，５

６８円 

 

 


