
公告 

次のとおり一般競争入札に付します。 

平成27年７月６日 

                                         長野県諏訪建設事務所長 田 代 幸 雄 

１ 入札に付する事項 

(1) 調達産品等の種類及び数量 

諏訪湖流域下水道豊田終末処理場で使用する電気 

契約電力 3,100kＷ 予定使用電力量 20,201,200kＷh 

(2) 調達産品等の特質等 

入札説明書及び仕様書によります。 

(3) 調達期間 

平成27年10月１日から平成28年９月30日まで（地方自治法（昭和22年法律第67号）第234

条の３に規定する長期継続契約） 

(4) 調達場所 

諏訪市大字豊田字湖畔1866－１ 

諏訪湖流域下水道豊田終末処理場 

(5) 入札方法 

入札金額は、１の(1)の契約電力及び予定使用電力量に基づき、入札者が設定した契約電力

に対する単価及び使用電力量に対する単価（それぞれの単価は、同一月においては単一のも

のとする。）を記載してください。 

落札者の決定は、入札書に記載された入札金額に従って計算した総額により行いますので、

入札金額と併せて電気料金の総額を記載してください。 

なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額の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しますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載し

てください。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

次のいずれにも該当する者であることとします。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項又

は財務規則（昭和42年長野県規則第２号。以下「規則」という。）第120条第１項の規定によ

り入札に参加することができないとされた者でないこと。 

(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格（昭和59年長野県告示第60号）の別表

の「物件の買入れ」の欄の等級区分がＡに格付けされている者であること。 

(3) 長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３

月25日付け22管第285号）に基づく入札参加停止を受けている期間中の者でないこと。 

(4) 長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又

は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

(5) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定により許可を受けている一般電

気事業者又は同法第16条の２第１項の規定により届出を行っている特定規模電気事業者であ

ること。 



(6) 事故発生時等に緊急対応が可能な体制を確保していること。 

３ 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格の申請 

この入札に参加を希望する者で２の(2)に該当しないものは、次のとおり資格を申請すること

ができます。なお、入札の時までに２の(2)に該当していなければ、入札に参加することはでき

ません。 

(1) 申請書の入手先 

次のアドレスからダウンロードすることができるほか、(3)の場所で入手できます。 

http://www.pref.nagano.lg.jp/kensa/kensei/nyusatsu/bukken/shinse.html 

(2) 申請を行う時期 

随時受け付けます。 

(3) 問い合わせ先 

長野市大字南長野字幅下692番地２ 

長野県会計局契約・検査課用品調達係 

電話 026（235）7079 

４ 入札説明書の交付場所、契約条項等を示す場所及び問い合わせ先 

長野県諏訪市上川１丁目1644－10 

長野県諏訪建設事務所 総務課 

電話 0266（57）2933 

５ 入札手続等 

(1) 契約の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 

(2) 入札及び開札の日時及び場所 

ア 日時 平成27年８月20日（木） 午後２時 

イ 場所 諏訪湖流域下水道豊田終末処理場  

     諏訪湖流域下水道事務所 ４階大会議室 

(3) 郵送による場合の入札書の到達期限及び提出場所 

ア 日時 平成27年８月19日（水） 午後５時 

イ 場所 諏訪合同庁舎専用郵便番号 392－8601 

長野県諏訪市上川１丁目1644－10 

長野県諏訪建設事務所 総務課  

(4) 入札者に要求される事項 

この入札に参加を希望する者は、この公告に示した調達産品を安定して供給できることを

証明するための書類及び確認のための資料を平成27年８月11日（火）午後５時までに上記(3)

の場所に提出してください。この場合において、開札日の前日までに提出があった書類等に

関し照会があったときは、入札に参加を希望する者の負担において説明してください。 

(5) 入札保証金 

政令第167条の７第１項に規定する入札保証金を、別に定める期限までに納付してください。

ただし、規則第126条第２項各号に掲げる担保を提供した場合又は規則第127条各号に該当す

る場合は、納付する必要はありません。 

(6) 契約保証金 



政令第167条の16第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。

ただし、規則第126条第２項各号に掲げる担保を提供した場合又は規則第143条各号に該当す

る場合は、納付する必要はありません。 

(7) 入札の無効 

規則第129条各号に該当する入札書は、無効とします。 

(8) 契約書作成の要否 

必要とします。 

(9) 落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定します。 

(10) 契約の締結 

この調達に係る契約は、単価契約とします。 

６ その他 

(1) この入札に係る契約は、地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約です。この契約

を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、

長野県諏訪建設事務所長は、この契約を変更し、又は解除することができるものとします。 

(2) 詳細は、入札説明書及び仕様書によります。 

７ Summary 

(1) Nature and quantity of the products to be purchased: 

Electricity of about 20,201,200kＷh to be consumed in the Suwako Regional Sewerage 

System Toyoda Terminal Wastewater Treatment Plant 

Contract demand: 3,100kＷ 

(2) Contract duration: 

From October 1, 2015 until September 30, 2016 

(3) Place where the product is procured: 

The Suwako Regional Sewerage System Toyoda Terminal Wastewater Treatment Plant 

Address: 1866-1 Aza Kohan, Oaza Toyoda, Suwa City 

(4) Contact point for the tender information; 

description/conditions/and other inquiries: 

Suwa Construction Office, General Affairs Division 

1-1644-10 Kamikawa, Suwa City 

TEL 0266-57-2933 

(5) Time and place for the tender and bid opening: 

Time: 2:00 PM Thursday August 20, 2015 

Place: Main Conference Room, Administration Building 4F, The Suwako Regional Sewerage 

System Toyoda Terminal Wastewater Treatment Plant 

(6) Time limit for the tender by mail and the delivery place: 

Time: 5:00 PM Wednesday August 19, 2015 

Place: General Affairs Division, Nagano Prefecture Suwa Construction Office 

392-8601 (the exclusive zip code) 

 


