
高交公告第１号 

制限付一般競争入札を次のとおり執行する。 

令和４年６月１３日 

高槻市自動車運送事業 

 管理者  西岡 博史   

 

令和４年度 

高槻市自動車運送事業電力調達に係る 

制限付一般競争入札要綱（郵便入札） 

（高槻市交通部芝生営業所及び緑が丘営業所） 

 

１． 契約概要 

(１) 契約名称 

高槻市交通部芝生営業所及び緑が丘営業所に係る電力調達契約 

 

(２) 電力需給概要 

別添、仕様書のとおり 

 

(３) 電気需給場所 

別添、仕様書のとおり 

 

(４) 予定使用総電力量 

391,382kWh/年 

 

(５) 契約方法 

単価契約とする 

 

(６) 履行期間 

令和４年１０月検針日から令和５年１０月検針日前日まで 

 

  



２． スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 公告（実施要項（本書）、仕様書等の配布開始） 

令和４年６月１３日（月） 

２ 仕様書等に関する質問受付 

令和４年６月１３日（月） から 

令和４年６月１７日（金） 午後５時 まで 

３ 仕様書等に関する質問に対する回答 

令和４年６月２３日（木） 

４ 入札参加の申し込み（参加する場合、必ず申し込みが必要です） 

令和４年６月１３日（月） から 

令和４年６月３０日（木） まで 【必着】 

５ 高槻市から入札参加可否及び入札必要書類の送付 

令和４年７月８日（金） までに届かない場合は、ご連絡ください。 

６ 入札書の受付（郵便入札） 

令和４年７月２１日（木） まで 【必着】 

７ 開札 

令和４年７月２５日（月） 午後 ２ 時 

８ 契約 

落札者決定後速やかに手続き開始 



３． 入札参加資格 

次の要件をすべて満たすことが必要です。 

 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 本市の令和４年度入札参加資格者名簿（物品・業務委託（施設管理業務委託を除

く））に登録されていること。 

 取引第１希望品目または取引第２希望品目に「電力（１４Ｃ）」を登録しているこ

と。 

 電気事業法第２条の２による小売電気事業の登録を受けている者であること。 

 令和２年４月１日以降に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関

する特別措置法第３４条第４項の規程により経済産業大臣から督促期限までの

納付金未納の公表措置を受けていないこと。 

 高槻市電力の調達に係る環境配慮方針に規定する入札参加資格の要件を満たし

ていること（評価点の合計が加点項目も含め１１０点満点中７０点以上）。 

 高槻市物品売買業者指名停止基準及び高槻市建設工事請負業者指名停止基準（以

下「高槻市指名停止基準」という。）に基づく指名停止期間中でないこと。 

 

４． 仕様書等に関する質問受付及び回答 

(１) 質問方法 

仕様書等に関する質問がある場合は、「質問票（様式第４号）」をＦＡＸにより提

出すること。 

また、ＦＡＸ送付後に必ず電話による到達確認を行うこと。 

ＦＡＸ番号 ：０７２－６７７－３５１６ 

電話番号  ：０７２－６７７－３５０４ 

(２) 質問受付期間 

令和４年６月１３日（月） から 令和４年６月１７日（金） 午後５時まで 

 

(３) 質問への回答方法 

令和４年６月２３日（木）中までに全業者にＦＡＸにて回答します。 

なお、この回答をもって本要綱及び仕様書等の補足・追加とします。 

  



５． 入札参加申し込み 

 入札参加希望者は、入札参加申し込みが必要です。入札参加申し込みを行わず、入

札に参加することはできません。また、申し込み期限までに「入札参加申込書（様式

第１号）」が到着しなかった場合、入札に参加することはできません。 

 

(１) 入札参加申込書等の送付 

「入札参加申込書（様式第１号）」及び「高槻市環境に配慮した電力調達契約評価

項目報告書（様式１）※」に必要事項を記載の上、申し込み期限までに次項に掲げ

る提出書類を書留または簡易書留にて郵送してください。 

※令和４年４月１日以降に既に提出している場合は、提出不要 

  

 

 

 

 

【参加申し込み期限】 

令和４年６月３０日（木）まで 【必着】 

 

【郵送先】 

１．「入札参加申込書（様式第１号）」 

２．電気事業法第２条の２による小売電気事業の登録を受けていることを証明

する書類の写し 

〒５６９－０８２３ 

  高槻市芝生町四丁目３番１号 

  高槻市 交通部 総務企画課 行 

 

３．「高槻市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書（様式１）」 

４．NO.3「高槻市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書（様式１）」の

根拠書類 

〒５６９－００６７ 

高槻市桃園町２番１号 

高槻市役所 市民生活環境部 環境政策課 行 

 

※ 書類によって郵送先が異なるため、ご注意ください。 

※ 参加申し込み期限までに到着しない申し込みは無効となりますので、余

裕をもって発送してください。また、郵送事故等により書類が届かなか

ったことに対する異議申し立ては受けることはできません。 



 

 

 

(２) 提出書類一覧 

No. 書類名 必須 

１ 入札参加申込書（様式第１号） ○ 

２ 
電気事業法第２条の２による小売電気事業の登録を受けているこ

とを証明する書類の写し 
○ 

３ 
高槻市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書（様式１） 

（高槻市電力の調達に係る環境配慮方針関係書類） 
 

４ 

No.3「高槻市環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書（様式

１）」の根拠書類 

（高槻市電力の調達に係る環境配慮方針関係書類） 

 

 

 

(３) 入札参加資格の承認 

申し込み受付を完了し、入札参加資格の適合を確認した後、入札参加可否及び入

札手続きに必要な次の書類を郵送します。令和４年７月８日（金）までに書類が

到着しない場合は、高槻市交通部総務企画課までご連絡ください。 

 入札参加資格承認書または入札参加資格非承認書 

 入札書（様式第２号） 

 積算内訳書（様式第３号） 

 入札書封筒 

 入札立会人通知書（様式第５号）※ 

※ 入札参加資格承認者のうち、高槻市が入札立会人として選定した者のみ。 

 

６． 入札 

 入札は郵送入札方式です。入札参加者は、高槻市から送付する必要書類により、次

のとおり入札してください。なお、入札方法についての詳細は入札参加申し込み後、

入札参加資格承認者に対して送付する「入札の手引き」を参照してください。 

 

(１) 入札保証金 

入札保証金は免除とします。ただし、落札者が契約を締結しないときは、違約金

として入札金額の１００分の３に相当する額以上を徴収します。 

 

(２) 入札書 

1 「入札書（様式第２号）」及び「積算内訳書（様式第３号）」に必要事項を記



載し、使用印鑑として届出している印鑑を押印してください。 

入札書に記載する額は各月の予定使用電力量に契約しようとする単価を乗じ

て得た額の合計額（消費税及び地方消費税額を含む）を記入してください。 

2 「入札書（様式第２号）」及び「積算内訳書（様式第３号）」を「入札書封筒」

に封入封緘し、割り印を押印してください。 

 

 

(３) 入札書類の提出 

「入札書封筒」を、書留または簡易書留にて郵送してください。また、入札書類

の提出後は、入札書の書き換え、引き換えまたは撤回をすることはできません。 

  

 

(４) 入札成立の条件 

入札書提出期限終了時点で、有効な入札書が１あれば入札成立とします。 

 

(５) 無効の入札 

次のいずれかに該当するなど、本要綱の定めにないもしくは定めに反する入札は

無効とします。 

 本要綱に示した入札参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者がした入札、

並びに競争入札心得に示した条件等入札に関する条件に違反した入札 

 指定された様式以外のものを使用した入札 

 入札金額の前に「￥」マークの記載のない入札 

 「入札書」に記名又は押印のない入札 

 「入札書」に押印した印鑑が「使用印鑑届」で届けている印鑑と異なる入札 

 鉛筆、消せるボールペン等、訂正の容易な筆記具により記入された入札（黒

または青のボールペン等により記入してください） 

 金額の訂正された入札（金額の訂正は一切できません。書き損じた場合は必

【入札書提出期限】 

令和４年７月２１日（木）まで 【必着】 

 

【郵送先】 

〒５６９－０８２３ 

  高槻市芝生町四丁目３番１号 

  高槻市 交通部 総務企画課 行 

 

※ 入札書提出期限までに到着しない入札は無効となりますので、余裕をも

って発送してください。また、郵送事故等により書類が届かなかったこ

とに対する異議申し立ては受けることはできません。 



ず新しい入札書を請求して記載してください） 

 同一入札に同一人が複数の入札書を提出したもの 

 入札書封筒以外の封筒で郵送されたもの 

 入札書提出期限日を過ぎて到着したもの 

 入札書封筒に契約名称及び差出人名等が記載されていないもの及び契約名称

が確認できないもの 

 入札書封筒記載の契約名称及び差出人名と同封された入札書の契約名称及び

差出人名が相違するもの 

 入札価格の積算内訳書の提出がないもの 

 入札書封筒を書留または簡易書留以外の方法で郵送したもの 

 入札参加資格を確認された者であっても、入札時点までに高槻市指名停止基

準に該当することになった場合は、その者は入札参加資格を失うものとし、

入札を行った場合は無効とします 

 

７． 開札 

 以下の要領で開札します。なお、入札立会人通知書（様式第５号）を受理した者

は、立会人として指定の日時にご参集下さい。 

また、入札者等関係者は、開札に立ち会うことができますので、希望される方は

事前にご連絡下さい。 

  

(１) 日時 

令和４年７月２５日（月） 午後２時より 

 

(２) 場所 

高槻市芝生町四丁目３番１号 高槻市交通部芝生営業所２階 会議室 

 

(３) 持参物 

 入札参加資格承認書 

 入札立会人通知書（様式第５号）※ 

※ 高槻市が指定した入札立会人のみ必要となります 

 

(４) 落札者の決定方法 

落札者は予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者とします。ただし、

その入札が無効になった場合には、次に低い価格をもって入札した者を落札者と

します。 

落札者となるべき同価の入札をした者が複数あるときは、直ちに当該入札者にく

じを引かせて落札者を決定します。この場合、開札に参加していない者又はくじ



を引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじ

を引かせます。 

 

(５) 結果の発表及び通知 

開札を行い、続けてその場で開札結果（落札者名及び落札金額）を発表します。

また、その旨落札者にのみ通知します。 

 

(６) 入札結果の公開 

開札日の翌日以降に、落札者名、落札金額及び入札参加者全ての入札額をホーム

ページにて公開する予定です。 

 

(７) 入札のとりやめ等 

不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害その他入札の実

施が困難な特別の事情が生じたときは、入札を中止または延期することがありま

す。 

 

(８) 再入札 

入札の結果、落札者となるべき者がないときは、契約内容の見直し等も含め、改

めて入札に付すかどうかを検討します。 

 

８． 契約 

(１) 契約日 

高槻市交通部と落札者の間の電力供給契約の締結日は、双方協議の上決定します。

落札者の責により指定の契約期間内に契約ができなかった場合、権利を失うと同

時に、入札金額の１００分の３に相当する額以上を徴収しますのでご注意くださ

い。 

 

契約保証金 

入札金額の１００分の５に相当する額以上が必要となります（免除規定あり）。契

約保証金は契約の履行確認後、還付します。 

 

(２) 契約に要する費用 

契約に要する費用の一切は落札者が負担するものとします。 

 

９． その他注意事項 

 本要綱及び仕様書等に疑義等がある場合は、必ず高槻市交通部に確認してください。 


