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第 15 号 

横浜市報調達公告版

 

横浜市中区港町１丁目１番地 

発 行 所 

        横 浜 市 役 所 

 

【調達公告】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

  (横浜市庁舎で使用する電力 約3,015,062キロワットアワーの供給)････････････････････････････２ 
△ 同（横浜市港湾局出田町ふ頭で使用する電力約 3,900,000 キロワットアワーの供給）･････････････４ 
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横浜市調達公告第74号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
 次のとおり一般競争入札を行う。 
    平成20年３月14日 

契約事務受任者 
横浜市行政運営調整局長 大場 茂美 

１ 競争入札に付する事項 
 (1) 件名及び数量 
    横浜市庁舎で使用する電力 約3,015,062キロワットアワーの供給 
 (2) 供給内容 

入札説明書による。 
 (3) 供給期間 

平成20年４月１日から平成21年３月31日まで 
 (4) 供給場所 
   中区港町１丁目１番地 
   横浜市庁舎 
 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 
２ 入札参加資格    

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。 
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２

項の規定により定めた資格を有する者であること。 
(2) 平成19・20年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・ガス」に登

録が認められている者であること。 
(3) 平成20年３月21日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 
  (4) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得

ている者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者
であること。 

 (5) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行が可能な者であ
ること。 

 (6) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出
している者であること。 

３ 入札参加の手続 
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登

載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。   
(1) 提出書類及び提出部課 
  入札説明書による。 
(2) 提出期限 

平成20年３月21日午後５時まで 
(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 
横浜市行政運営調整局総務部総務課管理係（横浜市庁舎３階） 
岩瀬 電話 045(671)2083（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 
入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 
(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 
(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 
当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 
６ 入札説明書等の交付 
(1) 交付期間 

平成20年３月14日から平成20年３月24日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正
午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 交付場所 
〒231-0017 中区港町１丁目１番地 
横浜市行政運営調整局総務部総務課管理係（横浜市庁舎３階） 
電話 045(671)2083（直通） 

(3) 交付方法 
有償（500円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、第３項第３号に掲げる部課で配

付する納付書で、本市指定の金融機関等に納付後、前号の部課において領収書の確認を受けた上で交
付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 
平成20年３月26日午前９時30分 横浜市行政運営調整局会議室 
ただし、郵送による入札については、平成20年３月25日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

調 達 公 告 
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必着のこと。 
８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 
(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 
(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 
(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札  

９ 落札者の決定 
横浜市契約規則第13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。 
10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 
11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 
行わない。 

(2) 契約金の支払方法 
    １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 
12 その他 
(1) 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。 
(2) 契約書作成の要否 

要する。 
(3) 契約の条件 

この契約は、平成20年度横浜市各会計予算が平成20年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 
13 Summary  
(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 

3,015,062kwh of electricity consumed by Yokohama City Hall 
  (2) Date of tender: 9：30a.m.,26 March,2008 

(3) Contact point for the notice: General affairs Division， Administrative Management and 
Coordination Bureau, City of Yokohama,1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL 
045(671)2083 
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横浜市調達公告第 75 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
 次のとおり一般競争入札を行う。 
    平成 20 年 3 月 14 日 

契約事務受任者 
横浜市港湾局長 中 根  忠 

１ 競争入札に付する事項 
 (1) 件名及び数量 
    横浜市港湾局出田町ふ頭で使用する電力約 3,900,000 キロワットアワーの供給 
 (2) 供給内容 

入札説明書による。 
 (3) 供給期間 

平成 20 年４月 1 日から平成 21 年３月 31 日まで 
 (4) 供給場所 
   横浜市神奈川区出田町３ 
   横浜市港湾局出田町ふ頭受電所 
 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 
２ 入札参加資格    

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。 
(1) 横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 
(2) 平成 19・20 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・ガス」に

登録が認められている者であること。 
(3) 平成 20 年３月 21 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 
  (4) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得

ている者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者
であること。 

 (5) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行が可能な者であ
ること。 

 (6) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出
している者であること。 

３ 入札参加の手続 
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登

載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。   
(1) 提出書類及び提出部課 
  入札説明書による。 
(2) 提出期限 

平成 20 年３月 21 日午後５時まで 
(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0023 中区山下町２番地 
横浜市港湾局総務部経理課（産業貿易センタービル５階） 
板東 電話 （671）2882（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 
入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 
(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 
(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 
当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 
６ 入札説明書等の交付 
(1) 交付期間 

平成 20 年３月 14 日から平成 20 年３月 21 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か
ら正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 交付場所 
〒231-0023 中区山下町２番地 
横浜市港湾局総務部経理課（産業貿易センタービル５階） 
電話 （671）2882（直通） 

 (3) 交付方法 
有償（500 円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、第３項第３号に掲げる部課で配

付する納付書で、本市指定の金融機関等に納付後、前号の部課において領収書の確認を受けた上で交
付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 
平成 20 年 3 月 26 日午前 10 時 産業貿易センタービル５階横浜市港湾局入札室 
ただし、郵送による入札については、平成 20 年３月 25 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 
８ 入札の無効 
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次の入札は、無効とする。 
(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 
(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 
(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札  

９ 落札者の決定 
横浜市契約規則第13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。 
10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 
11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 
行わない。 

(2) 契約金の支払方法 
    １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 
12 その他 
(1) 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。 
(2) 契約書作成の要否 

要する。 
(3) 契約の条件 

この契約は、平成 20 年度横浜市各会計予算が平成 20 年３月 31 日までに横浜市議会において可決さ
れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 
13 Summary  
(1) Subject matter of the contract:  

Provision of approx. 3,900,000kwh of electricity consumed by Yokohama City Detamachi 
Pier 

(2) Date of tender: 10:00a.m 26 March 2008 
(3) Contact point for the notice: Accounting and Finance Division，Port and Harbor Bureau, 

City of Yokohama,2 Yamashita-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0023, TEL (671)2882 

 


