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相模原市契約第３２号 

 

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（平成７年政令第３７２号）の適

用を受ける調達手続に係る一般競争入札を実施するため、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６、相模原市契約規則（平成４年相模原市規則第９号。以下「契

約規則」という。）第５条及び相模原市の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２

２年相模原市規則第４３号。以下「特例規則」という。）第３条の規定により公告する。 

 

平成３０年７月１７日 

 

相模原市長 加山 俊夫 

１ 入札に付する事項 

（１）入札番号及び件名  

① ４０２８  飛灰処理用薬剤 下期 

② ４０２９  高反応性消石灰 下期 

 

 （２）数量 

    ①   ５５，０００ｋｇ 

    ②  ３３０，０００ｋｇ 

 

 （３）履行期間 

平成３０年１０月１日から平成３１年３月２９日まで 
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特定調達契約に係る入札参加資格及び申請手続 



（４）納入場所 

   相模原市環境経済局資源循環部北清掃工場 

 

２ 入札参加に必要な資格に関する事項 

別紙「入札説明書」の２のとおり 

 

３ 問合せ先及び契約条項を示す場所 

〒252-5277 相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相模原市企画財政局財務部契約課 

電話  ０４２－７６９－８２１７（直通） 

ＦＡＸ ０４２－７６９－５３２５ 

ホームページＵＲＬ http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 
 

４ 入札参加資格確認申請の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の４のとおり 

 

５ 入札参加の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の５のとおり 

 

６ 入札・開札の日時に関する事項 

別紙「入札説明書」の６のとおり 

 

７ 入札参加資格の喪失に関する事項 

別紙「入札説明書」の７のとおり 

 

８ 入札説明書（仕様書等）に関する事項 

入札説明書（仕様書等）は、相模原市ホームページ「ＷＴＯ「政府調達協定」の適用について」の

「入札説明書」からダウンロード可。 
 

９ 入札保証金に関する事項 

別紙「入札説明書」の９のとおり 

 

１０ 入札の無効に関する事項 

別紙「入札説明書」の１１のとおり 

 

１１ 落札者の決定方法に関する事項 

別紙「入札説明書」の１２のとおり 

 

１２ 契約保証金に関する事項 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/


別紙「入札説明書」の１３のとおり 

 
 
１３ Summary 

(1) The nature and quantity of the services to be purchased: 
  (I) Chelating agent 

       Quantity: 55,000kg 
    (ii) Calcium hydroxide with porous and high-specific surface area （slaked lime） 
       Quantity: 330,000kg 

(2) Time limit of tender (by hand or by e-mail): 5 p.m., August 28, 2018 
(3) Time limit of tender (by mail): August 27, 2018 
(4) Contract point for the notice 

Contract Division, Financial Affairs Department, Planning & Finance 
Bureau, Sagamihara City 
2-11-15 Chuo, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa 252-5277 Japan 
Tel +81-42-769-8217 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

相模原市契約第３３号 

 

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（平成７年政令第３７２号）の適

用を受ける調達手続に係る一般競争入札を実施するため、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６、相模原市契約規則（平成４年相模原市規則第９号。以下「契

約規則」という。）第５条及び相模原市の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２

２年相模原市規則第４３号。以下「特例規則」という。）第３条の規定により公告する。 

 

平成３０年７月１７日 

 

相模原市長 加山 俊夫 

１ 入札に付する事項 

（１）入札番号及び件名  

① ４０３０  塩基度調整剤  下期 

② ４０３１  重金属安定化剤 下期 

 

 （２）数量 

    ① 別紙仕様書のとおり 

    ② １２７,０００ｋｇ 

 

 （３）履行期間 

平成３０年１０月１日から平成３１年３月２９日まで 

    

（４）納入場所 

   相模原市環境経済局資源循環部南清掃工場 

 

２ 入札参加に必要な資格に関する事項 

別紙「入札説明書」の２のとおり 

 

３ 問合せ先及び契約条項を示す場所 

〒252-5277 相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相模原市企画財政局財務部契約課 

電話  ０４２－７６９－８２１７（直通） 

ＦＡＸ ０４２－７６９－５３２５ 

ホームページＵＲＬ http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 
 

４ 入札参加資格確認申請の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の４のとおり 

特定調達契約に係る入札参加資格及び申請手続 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/


５ 入札参加の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の５のとおり 

 

６ 入札・開札の日時に関する事項 

別紙「入札説明書」の６のとおり 

 

７ 入札参加資格の喪失に関する事項 

別紙「入札説明書」の７のとおり 

 

８ 入札説明書（仕様書等）に関する事項 

入札説明書（仕様書等）は、相模原市ホームページ「ＷＴＯ「政府調達協定」の適用について」の

「入札説明書」からダウンロード可。 
 

９ 入札保証金に関する事項 

別紙「入札説明書」の９のとおり 

 

１０ 入札の無効に関する事項 

別紙「入札説明書」の１１のとおり 

 

１１ 落札者の決定方法に関する事項 

別紙「入札説明書」の１２のとおり 

 

１２ 契約保証金に関する事項 

別紙「入札説明書」の１３のとおり 

 
１３ Summary 

(1) The nature and quantity of the services to be purchased: 
  (I) Basicity control material 

       Quantity: 351,000 kg (2 types in total) 
    (ii) Heavy metal immobilizing agent 
       Quantity: 127,000 kg 

(2) Time limit of tender (by hand or by e-mail): 5 p.m., August 28, 2018 
(3) Time limit of tender (by mail): August 27, 2018 
(4) Contract point for the notice 

Contract Division, Financial Affairs Department, Planning & Finance 
Bureau, Sagamihara City 
2-11-15 Chuo, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa 252-5277 Japan 
Tel +81-42-769-8217 
 



 

 

相模原市契約第３４号 

 

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（平成７年政令第３７２号）の適

用を受ける調達手続に係る一般競争入札を実施するため、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６、相模原市契約規則（平成４年相模原市規則第９号。以下「契

約規則」という。）第５条及び相模原市の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２

２年相模原市規則第４３号。以下「特例規則」という。）第３条の規定により公告する。 

 

平成３０年７月１７日 

 

相模原市長 加山 俊夫 

１ 入札に付する事項 

（１）入札番号及び件名  

４０３２ 小中学校で使用する電力の供給（その３） 

 （２）需給内容 

    ２，８９３，１００キロワットアワー 

（３）需給期間 

    平成３０年１０月１日から平成３１年９月３０日まで 

（４）需給場所 

   別紙仕様書のとおり 

 

２ 入札参加に必要な資格に関する事項 

別紙「入札説明書」の２のとおり 

 

３ 問合せ先及び契約条項を示す場所 

〒252-5277 相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相模原市企画財政局財務部契約課 

電話  ０４２－７６９－８２１７（直通） 

ＦＡＸ ０４２－７６９－５３２５ 

ホームページＵＲＬ http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 
 

４ 入札参加資格確認申請の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の４のとおり 

 

５ 入札参加の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の５のとおり 

 

特定調達契約に係る入札参加資格及び申請手続 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/


６ 入札・開札の日時に関する事項 

別紙「入札説明書」の６のとおり 

 

７ 入札参加資格の喪失に関する事項 

別紙「入札説明書」の７のとおり 

 

８ 入札説明書（仕様書等）に関する事項 

入札説明書（仕様書等）は、相模原市ホームページ「ＷＴＯ「政府調達協定」の適用について」の

「入札説明書」からダウンロード可。 
 

９ 入札保証金に関する事項 

別紙「入札説明書」の９のとおり 

 

１０ 入札の無効に関する事項 

別紙「入札説明書」の１２のとおり 

 

１１ 落札者の決定方法に関する事項 

別紙「入札説明書」の１３のとおり 

 

１２ 契約保証金に関する事項 

別紙「入札説明書」の１４のとおり 

 
１３ Summary 
  (1) The nature and quantity of the services to be purchased: 

Supply of Electricity to Sagamihara City's public elementary and junior high schools 
Quantity：2,893,100 kWh 

   (2) Time limit of tender (by hand or by e-mail): 5 p.m., August 28, 2018 
   (3) Time limit of tender (by mail): August 27, 2018 
   (4) Contract point for the notice 
     Contract Division, Financial Affairs Department, Planning & finance  

Bureau, Sagamihara City 
     2-11-15 Chuo, Chuo, Sagamihara, Kanagawa 252-5277 Japan 
     Tel +81-42-769-8217 
 

 


