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○ 入札公告（小中学校で使用する電力の供給（その５））ほか１件の一部変更 
 

 

相模原市契約第４７号 

 

令和元年１０月２１日に相模原市契約公報令和元年度第１４号で公告した「入札番号４０３９ 小中

学校で使用する電力の供給（その５）」及び「４０４０ 小中学校（その４）及び学校給食センターで

使用する電力の供給」について公告の一部を変更する。 

 

令和元年１１月７日 

 

相模原市長 本村 賢太郎 

 

１ 変更箇所及び内容 

  相模原市契約公報「１３ Summary」、入札番号４０３９、入札番号４０４０における入札説明
書「６ 入札・開札の日時に関する事項 （１）入札期間、（２）開札日時」及び別紙「入札案件

概要書」内の日時を以下のとおり変更する。  

 

○ 相模原市契約公報「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：4,632,500kWh 

The nature and quantity of the services to be purchased: 
Supply of Electricity to Sagamihara City's public elementary and junior high schools ,and 

center of school meals. 
Quantity：4,101,100kWh（Commercial power） 
      516,400 kWh（High-voltage power A） 

(2) Time limit of tender (by hand or by e-mail): 5 p.m. December 2, 2019 
    (3) Time limit of tender (by mail): November 29, 2019 
    (4) Contract point for the notice 
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○ 入札説明書 ６ 入札・開札の日時に関する事項 

（１）入札期間 

   令和元年１１月２９日（金）午前９時から令和元年１２月２日（月）午後５時まで 

（２）開札日時 

令和元年１２月３日（火）午前９時００分 

 

○ 「入札案件概要書」は別紙のとおり。 

 

２ 変更の理由 

  入札執行の適正を期すため。 



1 / 1 ページ

 入札案件概要書 公告日 令和元年10月21日

 需給内容 4,632,500キロワットアワー

公告別案件Ｎｏ 1/2

 入札番号 4039

 契約件名 小中学校で使用する電力の供給（その5）

 需給期間

 需給場所 別紙仕様書のとおり

参
　
加
　
条
　
件

　認定済
　営業種目
　（入札日の前日まで）

参加資格がないと認めた理
由の説明請求に係る回答期
限

令和元年11月25日 (月) 午後５時 まで

 質問期限 令和元年11月12日

営業種目 細目

その他の物品
他に属さない品目

（展示品、模型、ごみ焼却炉、ガラス等）

　資格等

午後０時 まで(金)
競争参加資格確認申請書受
付期間

令和元年10月21日 (月) 午前９時 から 令和元年11月1日

(金)

(火)

から

 回答期限 令和元年11月27日

参加資格がないと認めた理
由の説明請求期限

競争参加資格確認通知書発
行期間

令和元年11月8日 令和元年11月8日午後１時

 備考
・この調達は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
・地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３に基づく長期継続契約による調達である。
・落札者は、落札決定の翌日までに内訳書を提出すること。

 開札予定日時 令和元年12月3日 (火)

令和元年12月2日(金) 午前９時 (月) 午後５時 まで
 入札書受付期間

(金)までに必着　＊郵便の場合 令和元年11月29日

令和元年11月29日 から

令和2年1月1日 から 令和2年12月31日 まで

・公告日現在、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第３号に規定する
小売電気事業の登録を受けていること。
・入札に参加しようとする需要施設に要する予定使用電力量の供給に十分な電源を
確保していること。
・事故発生時に緊急対応可能な体制が整備されていること。

令和元年11月18日 (月) 午後５時 まで

午前９時

(水)

まで(金) 午後５時
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 入札案件概要書 公告日 令和元年10月21日

 需給内容
４，１０１，１００キロワットアワー（業務用電力）
　　５１６，４００キロワットアワー（高圧電力Ａ）

公告別案件Ｎｏ 2/2

 入札番号 4040

 契約件名 小中学校（その４）及び学校給食センターで使用する電力の供給

 需給期間

 需給場所 別紙仕様書のとおり

参
　
加
　
条
　
件

　認定済
　営業種目
　（入札日の前日まで）

参加資格がないと認めた理
由の説明請求に係る回答期
限

令和元年11月25日 (月) 午後５時 まで

 質問期限 令和元年11月12日

営業種目 細目

その他の物品
他に属さない品目

（展示品、模型、ごみ焼却炉、ガラス等）

　資格等

午後０時 まで(金)
競争参加資格確認申請書受
付期間

令和元年10月21日 (月) 午前９時 から 令和元年11月1日

(金)

(火)

から

 回答期限 令和元年11月27日

参加資格がないと認めた理
由の説明請求期限

競争参加資格確認通知書発
行期間

令和元年11月8日 令和元年11月8日午後１時

 備考
・この調達は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
・地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３に基づく長期継続契約による調達である。
・落札者は、落札決定の翌日までに内訳書を提出すること。

 開札予定日時 令和元年12月3日 (火)

令和元年12月2日(金) 午前９時 (月) 午後５時 まで
 入札書受付期間

(金)までに必着　＊郵便の場合 令和元年11月29日

令和元年11月29日 から

令和2年1月1日 から 令和2年12月31日 まで

・公告日現在、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第３号に規定する
小売電気事業の登録を受けていること。
・入札に参加しようとする需要施設に要する予定使用電力量の供給に十分な電源を
確保していること。
・事故発生時に緊急対応可能な体制が整備されていること。

令和元年11月18日 (月) 午後５時 まで

午前９時

(水)

まで(金) 午後５時


