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入  札 

 

入 札 公 告 

 

                  平成２８年３月１７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 調達サービス及び数量 

   三原市大和町大字篠ほか１町保管物処理業務（セメント

化）〔単価契約〕  

   処理予定数量 ４，８９０トン 

 ⑵ 履行の内容等 

   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２９年２月２８日まで 

 ⑷ 予定価格 

   落札決定後に公表 

 ⑸ 調査基準価格 

   落札決定後に公表 

 ⑹ 履行場所 

  ア 三原市大和町大字篠１５２２番地外 

    イ 世羅郡世羅町大字寺町字池田５７番４４ 

 ⑺ 入札方法 

  ア 入札金額は，保管物１トン当たりの処理単価を記載する

こと。 

  イ 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該

金額の１００分の８に相当する額を加算した金額をもっ

て落札価格とするので，入札者は，消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，

見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 

 ⑻ 入札区分 

   本件業務は，広島市電子入札システム（以下「電子入札シ

ステム」という。）を利用して行う電子入札対象案件である。

ただし，電子入札システムにより難い場合は，入札説明書に

定める方法により，所定の入札書を持参又は郵送（配達証明

付書留郵便）し，入札することができる。 

   なお，電子入札システムに関する手続については，広島市

電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準

に従うものとし，これらに反する入札は無効とする。 

２ 競争入札参加資格 

  入札に参加できる者の形態は，単体企業又は共同企業体と

し，次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。た

だし，共同企業体の場合は，全ての構成員が次の⑴から⑸まで

に掲げる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「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「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」

の登録種目「３０－１２ 廃棄物の収集・運搬・処理，浄化

槽の清掃・保守点検」に登録され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，添付書類を添えて提出すること。詳細は，入札

説明書による。 

 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 当該調達の入札に参加する者は，他の共同企業体の構成員

でないこと。 
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  ⑹ 次に掲げる事項を証明した者であること。 

  ア 単体企業の場合 

   (ア) 有機性汚泥をセメント原料の一部に用いることに必

要となる廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条

第６項に基づく産業廃棄物処分業（中間処理）の許可

を受けている者で，かつ，当該中間処理に係る施設の

処理能力が４５トン／日以上の者であること。 

   (イ) 有機性汚泥を収集しセメント原料として中間処理を

行う施設まで運搬することに必要となる廃棄物の処理

及び清掃に関する法律第１４条第１項に基づく産業廃

棄物収集運搬業の許可を受けている者であること。 

   (ウ) 平成１２年４月１日以降に元請として履行が完了し

た年間の有機性汚泥のセメント化処理量が２，５００

トン以上の業務の履行実績を有する者であること。 

  イ 共同企業体の場合 

   (ア) 共同企業体は，収集運搬業務を分担する構成員１社

と処分業務を分担する構成員１社から構成されるこ

と。 

   (イ) 処分業務を分担する構成員は，有機性汚泥をセメン

ト原料の一部に用いることに必要となる廃棄物の処理

及び清掃に関する法律第１４条第６項に基づく産業廃

棄物処分業（中間処理）の許可を受けている者で，か

つ，当該中間処理に係る施設の処理能力が４５トン／

日以上の者であること。 

   (ウ) 収集運搬業務を分担する構成員は，有機性汚泥を収

集しセメント原料として中間処理を行う施設まで運搬

することに必要となる廃棄物の処理及び清掃に関する

法律第１４条第１項に基づく産業廃棄物収集運搬業の

許可を受けている者であること。 

   (エ) 処分業務を分担する構成員は，平成１２年４月１日

以降に元請として履行が完了した年間の有機性汚泥の

セメント化処理量が２，５００トン以上の業務の履行

実績を有する者であること。 

 ⑺ その他は，入札説明書による。 

３ 契約条項を示す場所等 

 ⑴ 契約条項を示す場所 

   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」

→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」

→「カテゴリー検索 入札・見積り情報」→「委託 一般競

争入札［ＷＴＯ］」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，次により交付する。 

  ア 交付期間 

    入札公告の日から平成２８年４月２６日（火）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 交付場所 

    〒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管理課 

 

 

     電話 ０８２－２４１－８２５９（直通） 

 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（前記⑴に記載のとおり。）からダ

ウンロードできる。ただし，これにより難い場合は，前記⑴

ア及びイにより交付する。 

 ⑶ 契約条項，入札説明書，仕様書等に関する問合せ先 

   前記⑴イに同じ。 

 ⑷ 共同企業体登録番号交付申請書の提出 

   入札に参加を希望する共同企業体は，次により，共同企業

体登録番号交付申請書を提出すること。 

   なお，申請に基づき交付された共同企業体登録番号（業者

コード）を用いて，入札参加申請及び入札の手続を行うこと。 

  ア 提出期間 

    入札公告の日から平成２８年４月１４日（木）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 ０８２－５０４－２６２０（直通） 

  ウ 提出方法 

    申請書は，前記イの場所に持参又は郵送（配達証明付書

留郵便）により提出すること。 

 ⑸ 入札書の提出方法 

  ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出

すること。ただし，電子入札システムにより難い場合は，

紙による入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）す

ることができる。 

  イ 入札書の提出期間等 

   (ア) 電子入札システムによる場合の提出期間 

    ａ 初度入札 

      平成２８年４月２５日（月）の午前８時３０分から

午後５時まで及び同月２６日（火）の午前８時３０分

から午後３時まで 

    ｂ 再度入札を実施する場合 

      初度入札に係る開札の終了時から平成２８年４月

２８日（木）正午まで 

   (イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所 

    ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。 

    ｂ 提出場所 前記⑴イに同じ。 

   (ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期間及

び提出先 

    ａ 提出期間 入札公告の日から平成２８年４月２６

日（火）午後３時まで（必着） 

    ｂ 提出先  前記⑴イに同じ。 

 ⑹ 入札金額内訳書の提出方法 

   入札参加者は，入札書に記載する金額の算定根拠となった

入札金額内訳書を作成し，初度入札のみ入札書と同時に提出

しなければならない。なお，入札金額内訳書の提出がない場

合は，落札者となることができない。 

 ⑺ 入札回数 

   入札回数は，２回限りとする。 
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  ⑻ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 

    平成２８年４月２７日（水）午前１０時（再度入札を実

施する場合は，電子入札システムによる再入札通知書（初

度入札において，持参又は郵送により入札書を提出した者

については，ファクシミリによる再入札通知書）により，

再度入札に係る開札の日時を通知する。） 

  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階大会議室 

４ 落札者の決定 

 ⑴ 落札者の決定方法 

   本件公告に示した調達サービス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。 

   ただし，本件は，低入札価格調査の対象であるため，当該

落札者となるべき者の入札価格によっては，その者により本

件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると

認めるとき，又はその者と契約を締結することが公正な取引

の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であ

ると認めるときは，その者を落札者とせず，予定価格の制限

の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち，最低の

価格をもって申込みをした者を落札者とする。 

 ⑵ 調査基準価格の有無 

   有 

 ⑶ 報告書等の提出 

   落札者となるべき者で，調査基準価格を下回る価格で入札

したものは，委託業務低入札価格報告書，従事者支払賃金計

画書及び従事者配置計画（以下「報告書等」という。）を作

成し，入札説明書に定める提出期間，場所及び方法により報

告書等を提出しなければならない。報告書等の全部又は一部

の提出がない場合は，その者のした入札を無効とする。 

   なお，落札者となるべき者の入札が，調査基準価格を下回

る価格の入札であるかどうかについては，原則として電子入

札システムによる保留通知書（初度入札において，持参又は

郵送により入札書を提出した者については，原則としてファ

クシミリによる保留通知書）により通知する。 

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 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。）を平成２８年４月２０日（水）までに前記３⑴イの場

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２⑵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 契約保証金 

   要。ただし，規則第３１条第１号又は第３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，電子入札シス

テムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合，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。 

   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 予算の成立 

   本契約については，本件に係る予算の成立を条件とする。 

 ⑼ 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に掲げる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。 

 ⑽ その他 

   詳細は，入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the service to be procured: 

   Processing service of stocks into cement material in 

   Oaza Shino, Daiwa-cho, Mihara City and another town 

 



－４－ 調達号外第４７０号 広   島   市   報          平成２８年３月１７日 

    (Unit-price contract): 4,890 tons 
 ⑵ Contract period: 
   From the day of the contract conclusion through 
   February 28, 2017 
 ⑶ Fulfillment place: 
  a. 1522 Oaza Shino, Daiwa-cho, Mihara City 
    and other locations 
  b. 57-44 Aza Ikeda, Oaza Tera-machi, Sera-cho, 
    Sera-gun 
 ⑷ Time limit for tender submission:  
   3:00 PM, Tuesday, April 26, 2016 
 ⑸ Contact information for the notice: 
   Management Division, 
   Management Department, 
   Sewerage Bureau, 
   The City of Hiroshima 
   7-1 Minami-senda-higashi-machi, Naka-ku, 
   Hiroshima City 730-0054 Japan 
   TEL 082-241-8259 
 

入 札 公 告 

 

                  平成２８年３月１７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 調達サービス及び数量 

   三原市大和町大字篠ほか１町保管物積込みその他業務〔単

価契約〕 

 ⑵ 履行の内容等 

   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２９年２月２８日まで 

 ⑷ 予定価格 

   落札決定後に公表 

 ⑸ 調査基準価格 

   落札決定後に公表 

 ⑹ 履行場所 

  ア 三原市大和町大字篠１５２２番地外 

  イ 世羅郡世羅町大字寺町字池田５７番４４ 

 ⑺ 入札方法 

  ア 入札金額は，単価及び予定総額（各単価にそれぞれの予

定数量を乗じて得た額の合計）を記載すること。 

  イ 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額（単価）

に当該金額の１００分の８に相当する額を加算した金額

（単価）をもって落札価格とするので，入札者は，消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず，見積もった契約金額（単価）の１０８分

分の１００に相当する金額（単価）を入札書に記載するこ

と。 

   ⑻ 入札区分 
   本件業務は，広島市電子入札システム（以下「電子入札シ

ステム」という。）を利用して行う電子入札対象案件である。

ただし，電子入札システムにより難い場合は，入札説明書に

定める方法により，所定の入札書を持参又は郵送（配達証明

付書留郵便）し，入札することができる。 
   なお，電子入札システムに関する手続については，広島市

電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準

に従うものとし，これらに反する入札は無効とする。 
２ 競争入札参加資格 
  入札に参加できる者の形態は，単体企業又は共同企業体と

し，次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。た

だし，共同企業体の場合は，保管物積込業務を分担する構成員

及び廃プラスチック類処分業務を分担する構成員が次の⑴，

⑵，⑷，⑸及び⑹に掲げる資格を，建物解体業務を分担する構

成員が次の⑴，⑶，⑷，⑸及び⑹に掲げる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「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「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」

の登録種目「３０－１２ 廃棄物の収集・運搬・処理，浄化

槽の清掃・保守点検」に登録され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，添付書類を添えて提出すること。詳細は，入札

説明書による。 
 ⑶ 広島市競争入札参加資格の「平成２７・２８年度建設工事

競争入札参加資格者名簿」の工種として「とび・土工・コン

クリート工事」に登録され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，添付書類を添えて提出すること。詳細は，入札

説明書による。 
 ⑷ 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。 
 ⑸ 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。 
 ⑹ 当該調達の入札に参加する者は，他の共同企業体の構成員

でないこと。 
 ⑺ 次に掲げる事項を証明した者であること。 
  ア 単体企業の場合 
   (ア)  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第１項

に基づく産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けて

いる者であること。 
   (イ)  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第６項

に基づく産業廃棄物処分業（中間処理：焼却，産業廃棄

物の種類：廃プラスチック類）の許可を受けている者で，

かつ，当該中間処理に係る施設の処理能力が２トン／日

以上の者であること。 
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    ( ウ ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第１項

に基づく産業廃棄物収集運搬業（廃プラスチック類）の

許可を受けている者であること。 
  イ 共同企業体の場合 
   (ア) 共同企業体は，次のいずれかの構成であること。 
    ① 保管物積込業務及び廃プラスチック類処分業務を

分担する構成員１社と建物解体業務を分担する構成

員１社 
    ② 保管物積込業務及び建物解体業務を分担する構成

員１社と廃プラスチック類処分業務を分担する構成

員１社 
    ③ 保管物積込業務を分担する構成員１社と建物解体

業務及び廃プラスチック類処分業務を分担する構成

員１社 
   (イ) 保管物積込業務を分担する構成員は，廃棄物の処理及

び清掃に関する法律第１４条第１項に基づく産業廃棄

物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者であること。 
   (ウ) 廃プラスチック類処分業務を分担する構成員は，廃棄

物の処理及び清掃に関する法律第１４条第６項に基づ

く産業廃棄物処分業（中間処理：焼却，産業廃棄物の種

類：廃プラスチック類）の許可を受けている者で，かつ，

当該中間処理に係る施設の処理能力が２トン／日以上

の者であること。 
     また，当該構成員は，廃棄物の処理及び清掃に関する

法律第１４条第１項に基づく産業廃棄物収集運搬業（廃

プラスチック類）の許可を受けている者であること。 
 ⑻ その他は，入札説明書による。 
３ 契約条項を示す場所等 
 ⑴ 契約条項を示す場所 
   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」

→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」

→「カテゴリー検索 入札・見積り情報」→「委託 一般競

争入札［ＷＴＯ］」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，次により交付する。 

  ア 交付期間 
    入札公告の日から平成２８年４月２６日（火）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 交付場所 
    〒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管理課 
    電話 ０８２－２４１－８２５９（直通） 
 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（前記⑴に記載のとおり。）からダ

ウンロードできる。ただし，これにより難い場合は，前記⑴

ア及びイにより交付する。 
 ⑶ 契約条項，入札説明書，仕様書等に関する問合せ先 
   前記⑴イに同じ。 
 ⑷ 共同企業体登録番号交付申請書の提出 
   入札に参加を希望する共同企業体は，次により，共同企業 

     体登録番号交付申請書を提出すること。 

   なお，申請に基づき交付された共同企業体登録番号（業者

コード）を用いて，入札参加申請及び入札の手続を行うこと。 

  ア 提出期間 

    入札公告の日から平成２８年４月１４日（木）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 ０８２－５０４－２６２０（直通） 
  ウ 提出方法 

    申請書は，前記イの場所に持参又は郵送（配達証明付書

留郵便）により提出すること。 

 ⑸ 入札書の提出方法 

  ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出す

ること。ただし，電子入札システムにより難い場合は，紙

による入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）する

ことができる。 

  イ 入札書の提出期間等 

   (ア) 電子入札システムによる場合の提出期間 

    ａ 初度入札 

      平成２８年４月２５日（月）の午前８時３０分から

午後５時まで及び同月２６日（火）の午前８時３０分

から午後３時まで 

    ｂ 再度入札を実施する場合 

      初度入札に係る開札の終了時から平成２８年４月２

８日（木）正午まで 

   (イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所 

    ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。 

    ｂ 提出場所 前記⑴イに同じ。 

   (ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期間及

び提出先 

    ａ 提出期間 入札公告の日から平成２８年４月２６日

（火）午後３時まで（必着） 

    ｂ 提出先  前記⑴イに同じ。 

 ⑹ 入札金額内訳書の提出方法 

   入札参加者は，入札書に記載する金額の算定根拠となった

入札金額内訳書を作成し，初度入札のみ入札書と同時に提出

しなければならない。なお，入札金額内訳書の提出がない場

合は，落札者となることができない。 

 ⑺ 入札回数 

   入札回数は，２回限りとする。 

 ⑻ 開札の日時及び場所 

  ア 日時 

    平成２８年４月２７日（水）午前１１時（再度入札を実

施する場合は，電子入札システムによる再入札通知書（初

度入札において，持参又は郵送により入札書を提出した者

については，ファクシミリによる再入札通知書）により，

再度入札に係る開札の日時を通知する。） 

  イ 場所 

    広島市中区南千田東町７番１号 
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     広島市千田水資源再生センター別館地下１階大会議室 

４ 落札者の決定 

 ⑴ 落札者の決定方法 

   本件公告に示した調達サービスを履行できると本市が判

断した入札者であって，予定総額（各単価にそれぞれの予定

数量を乗じて得た額の合計）が規則第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。 

   ただし，本件は，低入札価格調査の対象であるため，当該

落札者となるべき者の入札価格によっては，その者により本

件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると

認めるとき，又はその者と契約を締結することが公正な取引

の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であ

ると認めるときは，その者を落札者とせず，予定価格の制限

の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち，最低の

価格をもって申込みをした者を落札者とする。 

 ⑵ 調査基準価格の有無 

   有 

 ⑶ 報告書等の提出 

   落札者となるべき者で，調査基準価格を下回る価格で入札

したものは，委託業務低入札価格報告書，従事者支払賃金計

画書及び従事者配置計画（以下「報告書等」という。）を作

成し，入札説明書に定める提出期間，場所及び方法により報

告書等を提出しなければならない。報告書等の全部又は一部

の提出がない場合は，その者のした入札を無効とする。 

   なお，落札者となるべき者の入札が，調査基準価格を下回

る価格の入札であるかどうかについては，原則として電子入

札システムによる保留通知書（初度入札において，持参又は

郵送により入札書を提出した者については，原則としてファ

クシミリによる保留通知書）により通知する。 

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 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。）を平成２８年４月２０日（水）までに前記３⑴イの場

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２⑵若しくは⑶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 契約保証金 

   要。ただし，規則第３１条第１号又は第３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，電子入札シス

テムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合，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。 

   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 予算の成立 

   本契約については，本件に係る予算の成立を条件とする。 

 ⑼ 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又は⑶に掲げる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。 

 ⑽ その他 

   詳細は，入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature of the service to be procured: 

   Loading stocks and other services in Oaza Shino, 

   Daiwa-cho, Mihara City and another town (Unit-price 

   contract) 

 ⑵ Contract period: 

   From the day of the contract conclusion through 

   February 28, 2017 

 ⑶ Fulfillment place: 

  a. 1522 Oaza Shino, Daiwa-cho, Mihara City 

    and other locations 

  b. 57-44 Aza Ikeda, Oaza Tera-machi, Sera-cho, 

    Sera-gun 

 ⑷ Time limit for tender submission:  
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    3:00 PM, Tuesday, April 26, 2016 

 ⑸ Contact information for the notice: 

   Management Division, 

   Management Department, 

   Sewerage Bureau, 

   The City of Hiroshima 

   7-1 Minami-senda-higashi-machi, Naka-ku, 

   Hiroshima City 730-0054 Japan 

   TEL 082-241-8259 

 

入 札 公 告 

 

                  平成２８年３月１７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 購入等件名 

   水道メーター（口径２０ｍｍ）の購入 

 ⑵ 品名及び数量 

   水道メーター（口径２０ｍｍ） ５，０００個 

 ⑶ 調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑷ 納入期限 

   平成２８年７月２５日 

 ⑸ 納入場所 

   広島市安佐北区落合南六丁目１番１号 

   広島市水道局メーター管理所 

   （広島市水道局高陽浄水場内） 

 ⑹ 一連の調達契約に関する事項 

  ア 当初の入札に係る入札公告日 

    平成２８年１月２９日 

  イ 今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

    水道メーター（口径２０ｍｍ）の購入 

    ３，０００個 

    平成２８年６月頃 

 ⑺ 入札方法 

  ア 入札金額は，総価を記載すること。 

  イ 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該

金額の１００分の８に相当する額を加算した金額（当該金

額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので，入札者

は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず，見積もった契約金額の１０８分

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 ⑻ 入札区分 

   本件は，広島市電子入札システム（以下「電子入札システ

ム」という。）を利用して行う電子入札対象案件である。た 

     だし，電子入札システムにより難い場合は，入札説明書に定

める方法により，所定の入札書を持参又は郵送（配達証明付

書留郵便）し，入札することができる。 

   なお，電子入札システムに関する手続については，広島市

電子入札システム等利用規約及び広島市水道局電子入札運

用基準に従うものとし，これらに反する入札は無効とする。 

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「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「０３－０２ 計測・理学機械器具」に登録されている者

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，添付書類を添えて提出すること。詳細は，入札

説明書による。 

 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 次に掲げる事項を証明した者であること。 

  ア 納入しようとする物品が，入札説明書及び仕様書に定め

る特質等を有すること。 

  イ 本局が必要とする物品を確実に納入できること。 

 ⑸ 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。 

 ⑹ その他は，入札説明書による。 

３ 契約条項を示す場所等 

 ⑴ 契約条項を示す場所 

   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」→「電子入

札・登録」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→

「カテゴリー検索 入札・見積り情報」→「水道局物品 一

般競争入札［ＷＴＯ］」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，次の場所で交付する。 

   〒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（直通） 

 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（前記⑴に記載のとおり。）

からダウンロードできる。ただし，これにより難い場合は，

前記⑴において交付する。 

 ⑶ 契約条項及び入札説明書に関する問合せ先 

   前記⑴に同じ。 

 ⑷ 仕様書に関する問合せ先 
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    〒７３９－１７３２ 

   広島市安佐北区落合南六丁目１番１号 

   広島市水道局技術部給水課量水器係 

   電話 ０８２－８４３－９３５５（直通） 

 ⑸ 入札書の提出方法 

  ア 電子入札システムを使用した入札書の送信により提出

すること。ただし，電子入札システムにより難い場合は，

紙による入札書を持参又は郵送（配達証明付書留郵便）す

ることができる。 

  イ 入札書の提出期間等 

   (ア) 電子入札システムによる場合の提出期間 

    ａ 初度入札 

      平成２８年５月１８日（水）の午前８時３０分から

午後５時１５分まで及び同月１９日（木）の午前８時

３０分から午後５時まで 

    ｂ 再度入札を実施する場合 

      平成２８年５月２０日（金）の午後１時から午後５

時１５分まで及び同月２３日（月）の午前８時３０分

から午前１１時まで 

   (イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所 

    ａ 提出期間 前記(ア)に同じ。 

    ｂ 提出場所 前記⑴に同じ。 

   (ウ) 郵送（配達証明付書留郵便）による場合の提出期間及

び提出先 

    ａ 提出期間 入札公告の日から平成２８年５月１９

日（木）午後５時まで（必着） 

    ｂ 提出先  前記⑴に同じ。 

 ⑹ 入札回数 

   入札回数は，２回限りとする。 

 ⑺ 開札の日時及び場所 

  ア 初度入札 

   (ア) 日時 平成２８年５月２０日（金）午前９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 

  イ 再度入札を実施する場合 

   (ア) 日時 平成２８年５月２３日（月）午後１時 

   (イ) 場所 前記ア(イ)に同じ。 

４ 落札者の決定 

  本件公告に示した調達物品を納入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 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２⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは本局

の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。)の最低金額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 

 ⑷ 契約保証金 

   要。ただし，規程第３４条第１号又は第３号に該当する場

合は，免除する。詳細は，入札説明書による。 

 ⑸ 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を平成２８年５月１２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，本局から当該書類に関し説明を

求められた場合は，これに応じなければならない。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，電子入札シス

テムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合，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。 

 ⑻ 本件調達は、本件調達に係る予算の成立を条件とする。 

 ⑼ その他 

   詳細は，入札説明書による。 

６ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: 

   Water meters (20mm) Unit: 5000 

 ⑵ Time limit for Delivery: 

   By July 25, 2016 

 ⑶ Delivery place: 

   Meters depository, 

   Waterworks Bureau, The City of Hiroshima 

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

   Hiroshima City 
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  ⑷ Time limit for tender: 

   5:00 PM, Thursday, May 19, 2016 

 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 

 

                  平成２８年３月１７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広島市役所本庁舎で使用する電気 予定使用電

力量 １３，４０３，８８０ｋＷｈ（３年間） ③購入等 ④

一般 ⑤２８．１．２９ ⑥伊藤忠エネクス㈱電力・ユーテ

ィリティ事業本部（東京都港区虎ノ門二丁目１０番１号）  

  ⑦２０２，３６５，５９４円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低

価格 

 

○ ①広島市健康福祉局保健部保健医療課（広島市中区国泰寺

町一丁目６番３４号） ②広島市立看護専門学校等施設で

使用する電気 予定使用電力量 ２，４３８，０８８ｋＷ

ｈ（３年間） ③購入等 ④一般 ⑤２８．１．２９ ⑥

丸紅㈱（東京都千代田区大手町一丁目４番２号） ⑦４４，

０４５，９９６円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市環境局施設部中工場（広島市中区南吉島一丁目５

番１号） ②広島市中工場で使用する電気 予定使用電力

量 ３，３０１，７４０ｋＷｈ（３年間） ③購入等 ④

一般 ⑤２８．１．２９ ⑥丸紅㈱（東京都千代田区大手

町一丁目４番２号） ⑦６６，４４４，３５５円 ⑧２７．

１２．１８ ⑪最低価格 

    
○ ①広島市経済観光局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） ②広島市中央市場で使用する電気 

  予定使用電力量 ３０，４８４，６８０ｋＷｈ（３年間） 

   ③購入等 ④一般 ⑤２８．１．２９ ⑥丸紅㈱（東京都

千代田区大手町一丁目４番２号） ⑦４０７，４６４，６５

２円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市経済観光局中央卸売市場東部市場（広島市安芸区船

越南五丁目１番１号） ②広島市東部市場で使用する電気

（冷蔵庫棟で使用する電気を除く。） 予定使用電力量 ４，

６２７，６２０ｋＷｈ（３年間） ③購入等 ④一般 ⑤２

８．１．２９ ⑥伊藤忠エネクス㈱電力・ユーティリティ事

業本部（東京都港区虎ノ門二丁目１０番１号） ⑦７５，１

５６，７６８円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市経済観光局中央卸売市場食肉市場（広島市西区草津

港一丁目１１番１号） ②広島市食肉市場本館棟で使用する

電気 予定使用電力量 １１，１４７，１００ｋＷｈ（３年

間） ③購入等 ④一般 ⑤２８．１．２９ ⑥丸紅㈱（東

京都千代田区大手町一丁目４番２号） ⑦１９１，８１１，

６１４円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市下水道局管理部江波水資源再生センター（広島市中

区江波西一丁目１５番５４号） ②広島市江波水資源再生セ

ンターで使用する電気 予定使用電力量 １８，３８８，３

５０ｋＷｈ（３年間） ③購入等 ④一般 ⑤２８．１．２

９ ⑥丸紅㈱（東京都千代田区大手町一丁目４番２号） ⑦

２７８，２３２，７３４円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低価

格 

 
○ ①広島市下水道局管理部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） ②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 １６，７２７，９０

４ｋＷｈ（３年間） ③購入等 ④一般 ⑤２８．１．２９ 

   ⑥中国電力㈱（広島市中区小町４番３３号） ⑦２２６，

４８５，５７２円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市下水道局管理部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） ②広島市旭町ポンプ場で使用

する電気 予定使用電力量 ２，８０５，３６６ｋＷｈ（３

年間） ③購入等 ④一般 ⑤２８．１．２９ ⑥伊藤忠エ

ネクス㈱電力・ユーティリティ事業本部（東京都港区虎ノ門

二丁目１０番１号） ⑦６５，８１４，５１２円 ⑧２７．

１２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市下水道局管理部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） ②広島市宇品ポンプ場で使用

する電気 予定使用電力量 ２，６２３，１４０ｋＷｈ（３

年間） ③購入等 ④一般 ⑤２８．１．２９ ⑥丸紅㈱（東

京都千代田区大手町一丁目４番２号） ⑦６３，２３３，５ 
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   １９円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市東区役所厚生部生活課（広島市東区東蟹屋町９番

３４号） ②広島市東区役所及び広島市東区総合福祉セン

ターで使用する電気 予定使用電力量 ２，７０７，６１

７ｋＷｈ（３年間） ③購入等 ④一般 ⑤２８．１．２

９ ⑥丸紅㈱（東京都千代田区大手町一丁目４番２号） ⑦

４８，２１０，１５２円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低価

格 

 

○ ①広島市安佐南区役所市民部区政調整課（広島市安佐南区

古市一丁目３３番１４号） ②広島市安佐南区役所本館で

使用する電気 予定使用電力量 １，４３７，３６０ｋＷ

ｈ（３年間） ③購入等 ④一般 ⑤２８．１．２９ ⑥

丸紅㈱（東京都千代田区大手町一丁目４番２号） ⑦２６，

９５６，３６４円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市安佐南区役所厚生部生活課（広島市安佐南区中須

一丁目３８番１３号） ②広島市安佐南区総合福祉センタ

ーで使用する電気 予定使用電力量 １，２２５，６６２

ｋＷｈ（３年間） ③購入等 ④一般 ⑤２８．１．２９ 

   ⑥丸紅㈱（東京都千代田区大手町一丁目４番２号） ⑦

２２，７１０，８５４円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低価

格 

 

○ ①広島市安佐北区役所市民部区政調整課（広島市安佐北区

可部四丁目１３番１３号） ②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 １，３８３，１２０ｋＷ

ｈ（３年間） ③購入等 ④一般 ⑤２８．１．２９ ⑥

伊藤忠エネクス㈱電力・ユーティリティ事業本部（東京都

港区虎ノ門二丁目１０番１号） ⑦２６，０５７，７０８

円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市安佐北区役所厚生部生活課（広島市安佐北区可部三

丁目１９番２２号） ②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） ③購入等 ④一般 ⑤２８．１．２９ ⑥丸紅

㈱（東京都千代田区大手町一丁目４番２号） ⑦２７，２７

５，７６５円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市安芸区役所市民部区政調整課（広島市安芸区船越南

三丁目４番３６号） ②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 ３，８５９，７７６

ｋＷｈ（３年間） ③購入等 ④一般 ⑤２８．１．２９ ⑥

丸紅㈱（東京都千代田区大手町一丁目４番２号） ⑦６９，

５９３，６８８円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市佐伯区役所市民部区政調整課（広島市佐伯区海老園

二丁目５番２８号） ②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） 

   ③購入等 ④一般 ⑤２８．１．２９ ⑥丸紅㈱（東京都 

    千代田区大手町一丁目４番２号） ⑦３５，１３９，８７５

円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市教育委員会事務局施設課（広島市中区国泰寺町一丁

目４番２１号） ②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） ③購入等 ④一般 ⑤２８．１．２９ ⑥㈱Ｆ－Ｐ

ｏｗｅｒ（東京都港区六本木一丁目８番７号） ⑦３１３，

２０８，１９２円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市立基町高等学校（広島市中区西白島町２５番１号） 

   ②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） ③購入等 ④一般 

   ⑤２８．１．２９ ⑥丸紅㈱（東京都千代田区大手町一丁

目４番２号） ⑦４６，３４７，５６３円 ⑧２７．１２．

１８ ⑪最低価格 

 

○ ①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） 

   ②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） ③購入等 ④一般 

   ⑤２８．１．２９ ⑥丸紅㈱（東京都千代田区大手町一丁

目４番２号） ⑦３５，４２０，８４３円 ⑧２７．１２．

１８ ⑪最低価格 

 

○ ①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） ②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） ③購入等 ④

一般 ⑤２８．１．２９ ⑥丸紅㈱（東京都千代田区大手町

一丁目４番２号） ⑦４０，７３５，８３５円 ⑧２７．１

２．１８ ⑪最低価格 

 

落札者等の公告 

 

                  平成２８年３月１７日  

 

 次のとおり落札者等について公告します。 

 

             広島市水道事業管理者 

             広島市水道局長 高 広 義 明  

 

［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） 

 

 



平成２８年３月１７日 広   島   市   報 調達号外第４７０号  －１１－ 

 ○ ①広島市水道局財務課（広島市中区基町９番３２号） ②

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） ③購入等 ④一般 

   ⑤２８．２．１ ⑥㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒ（東京都港区六本

木一丁目８番７号） ⑦７８，４６１，５６８円 ⑧２７．

１２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市水道局財務課（広島市中区基町９番３２号） ②

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） ③購入等 ④一

般 ⑤２８．２．１ ⑥㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒ（東京都港区六

本木一丁目８番７号） ⑦８１，１６５，４８７円 ⑧２

７．１２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市水道局財務課（広島市中区基町９番３２号） ②

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） ③購入

等 ④一般 ⑤２８．２．１ ⑥㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒ（東京

都港区六本木一丁目８番７号） ⑦１２７，３０８，１６

４円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市水道局財務課（広島市中区基町９番３２号） ②

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） ③購入等 ④

一般 ⑤２８．２．１ ⑥中国電力㈱（広島市中区小町４

番３３号） ⑦６２，８９９，３９０円 ⑧２７．１２．

１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市水道局財務課（広島市中区基町９番３２号） ②

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 

   ８１，００５，３０７ｋｗｈ（３年間） ③購入等 ④

一般 ⑤２８．２．１ ⑥中国電力㈱（広島市中区小町４

番３３号） ⑦１，０１７，３０５，８９９円 ⑧２７．

１２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市水道局財務課（広島市中区基町９番３２号） ②

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） ③購入等 

   ④一般 ⑤２８．２．１ ⑥中国電力㈱（広島市中区小

町４番３３号） ⑦３１，１５２，５６１円 ⑧２７．１

２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市水道局財務課（広島市中区基町９番３２号） ②

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） ③購入等 

   ④一般 ⑤２８．２．１ ⑥中国電力㈱（広島市中区小

町４番３３号） ⑦４０，５５５，７４３円 ⑧２７．１

２．１８ ⑪最低価格 

 

○ ①広島市水道局財務課（広島市中区基町９番３２号） ②

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） ③購入等 ④

一般 ⑤２８．２．１ ⑥中国電力㈱（広島市中区小町４番

３３号） ⑦２４，５９６，０５５円 ⑧２７．１２．１８ 

   ⑪最低価格 

 

○ ①広島市水道局財務課（広島市中区基町９番３２号） ②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） ③

購入等 ④一般 ⑤２８．２．１ ⑥㈱Ｆ－Ｐｏｗｅｒ（東

京都港区六本木一丁目８番７号） ⑦８５，３４４，１８８

円 ⑧２７．１２．１８ ⑪最低価格 

 

 

 


