入札説明書
令和元年５月３１日付大牟田市告示第５６号に基づく条件付き一般競争入札（以下「入札」
という。）については、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）及び
その他関係法令に定める事項のほか、この入札説明書によるものとする。
記
１ 入札に付する事項
（１）調達物品
契約番号

調 達 物 品

4314001

大牟田市立みなと小学校外２７校及び大牟田市中学校給食センターで使用
する電力

4314002

大牟田市生涯学習支援センター等複合施設外１９施設で使用する電力

4314003

大牟田市本庁舎等及び本庁舎南別館で使用する電力

（２）電力の仕様等
（３）使用期間

別添仕様書のとおり
令和元年１０月１日０時から令和２年９月３０日２４時まで
（地方自治法第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約）
（４）需要場所
別添仕様書のとおり
（５）入札方法
持参又は郵送による
（６）入札保証金及び契約保証金
免除

２ 入札参加資格
（１） 政令第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者でない者
（２） 政令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者で、３年を限度とし
て市長が定める期間を経過していないもの及びこれらの者を代理人、支配人その他の使
用人として使用する者又は入札代理人として使用する者に該当しない者
（３） 法人税、消費税及び地方消費税、事業税並びに本市の市税の滞納がない者
（４） 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録
を受けている者
（５） 公告の日から６（２）に規定する入札の日までの間に、大牟田市指名停止等措置要綱
（平成８年３月１日施行）に基づく指名停止の措置を受けていない者
（６） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生
法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者
（７） 次のいずれかに該当する者(政令第１６７条の４第１項第３号に掲げる者を除く。)でない
者
ア 事業主、法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴
力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に
規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である者
イ 暴力団員が実質的に運営している者
ウ 暴力団員であることを知りながら当該暴力団員を雇用し、又は使用している者

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団（以
下「暴力団」という。）又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者
（８） １（３）に定める期間の初日から送電を行うことができる者
（９） 平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に国、地方公共団体、独立行政法
人、地方独立行政法人その他これらに準じる者として市長が特に認める法人と種類及び
規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行し
た者であり、この入札に係る契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者
（１０） 大牟田市電力の調達に係る環境配慮実施要綱（平成２１年１月１９日施行。以下「要
綱」という。）第４条第３項の規定による環境配慮に係る入札参加資格を有する者
３ 入札説明書及び競争入札参加資格申請の交付等
（１） 交付期間 令和元年５月３１日（金）から同年６月１９日（水）まで
（２） 交付場所 本市ホームページ（http://www.city.omuta.lg.jp/）からダウンロードすること。
４ 入札参加資格の確認申請
（１） 提出書類
この入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出し、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。
ア 競争入札参加資格申請書（様式第１号）
イ 商業・法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（申請日前３か月以内、写し可）
ウ 使用印鑑届（様式第２号）
エ 委任状（様式第３－１号、入札及び見積の権限を委任する場合のみ）
オ 申請の直近における決算に係る貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類
カ 納税証明書（法人税並びに消費税及び地方消費税については本社における滞納がない
こと、事業税については申請する本社又は支社若しくは営業所の所在地における滞納が
ないこと、市税については本市に滞納がないことを証するもの）（申請日前３か月以内、
写し可）
キ ２（９）に該当することを証明する同種及び類似規模の実績調書（様式第４号）
ク 小売電気事業の登録を受けたことを証する通知の写し
ケ 要綱第４条第１項に規定する大牟田市電力の調達に係る環境配慮評価項目報告書
コ 役員等名簿及び照会承諾書（様式第５号）
（２） 申請書類の受付
ア 提出期間 令和元年５月３１日（金）から同年６月１９日（水）（日曜日及び土曜日を除
く。） までとする。なお、提出時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までと
する。
イ 提出場所
〒８３６－８６６６ 大牟田市有明町２丁目３番地
大牟田市企画総務部契約検査室（企業局庁舎３階）
ウ 提出方法
持参又は郵送とする。ただし、郵送による場合は書留郵便とし、期限までに必着のこ

と。 また、封筒に「電力入札参加資格確認申請書類在中」と朱書すること。
（３） 入札参加資格結果通知
入札参加の申請を行った者が、２に定める入札参加資格に必要な資格を有するか審
査し、当該審査の結果を令和元年７月１６日（火）までに資格審査結果通知書により当
該申請を行った者に通知する。
（４） その他
ア 申請書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。
イ 提出された申請書類は、返却しないものとする。
また、提出された申請書類は入札参加確認以外には使用しないものとする。
５ 質問及び回答
入札参加資格者は、仕様書等に質問がある場合は、書面（様式任意）に質問事項を記載
し、電話連絡の上、６月７日（金）までに持参又は FAX により提出すること。（提出先４（２）イ
に同じ。） なお、質問に対する回答は、６月１３日（木）までに本市ホームページに掲載す
る。
６ 入札の日時等
（１） 入札の場所
大牟田市有明町２丁目３番地
大牟田市企業局庁舎入札室（企業局庁舎３階）
（２） 入札の日時
契約番号

入札の日時

4314001

令和元年７月２９日（月）午後１時３０分

4314002

令和元年７月２９日（月）午後２時

4314003

令和元年７月２９日（月）午後２時３０分

（３） 開札の日時
入札後、直ちに行う。
７ 入札方法等
（１） 入札は、６（１）の場所及び（２）の日時に入札書を持参又は郵送によることとする。
（２） 入札参加資格者は、代理人をして入札させるときは、委任状（様式第３－２号）を提出す
ること。
（３） 入札参加資格者又はその代理人（以下「入札者」という。）は、調達物品ごとに入札書
（様式第６－１号）に必要な事項を記載し、記名押印のうえ、封筒に入れて、入札執行者
に提出すること。
（４） 郵便入札による場合は、７月１９日（金）から同月２６日（金）までの投かん期間内に入札
書及び８（４）の「電気料金総額内訳書（様式第６－２号）」を送付用封筒（別添「郵便入札
注意事項」参照）に入れ、入札する調達物品ごとに、日本郵便株式会社が取扱う配達日
指定による簡易書留又は一般書留で郵送しなければならない。また、郵送した場合は、
速やかに本市に電話連絡をしなければならない。

なお、郵送先及び電話連絡先は、１３に定める「問い合わせ先」とする。
（５） 開札は、入札資格参加者及び当該入札事務に関係のない本市職員が立会いを行うも
のとし、入札後即時開札する。
（６） 入札回数は２回を限度とし、再入札の場合は入札書の文字に「再」を付記すること。
（７） 入札参加資格者が入札を辞退しようとするときは、入札日時までに入札辞退届（様式第
７号）を上記６(１)に提出すること。
８ 入札における留意点
（１） 入札書に記載する入札金額は、見積った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金
額を記載すること。
（２） 入札金額は、予定契約電力と月別予定使用電力量に従って計算した契約期間中の電
気料金の総額とすること。
（３） 入札金額には、燃料費の変動に伴う発電費用の変動（燃料費調整額）及び電気事業者
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に基づく賦課金を含まない
ものとする。
（４） 入札書には「電気料金総額内訳書」を添付してください。
（５） 入札書と電気料金総額内訳書の割印は不要であるが、内訳書も会社名が分かるように
すること。
９ 落札者の決定
（１） 予定価格の制限の範囲内で、最低金額をもって入札した者を落札者とする。
（２） 落札者が決定したときは、直ちに口頭で発表する。ただし、郵便入札による入札参加資
格者が落札した場合は、別途電話連絡により通知する。
（３） 落札者となるべき金額による入札を行った者が２以上あるときは、直ちに当該入札を行
った者にくじを引かせ、落札者を決定する。ただし、当該入札者が開札に出席していない
場合（郵便入札による）は、当該入札事務に関係のない本市職員が、これに代わってくじ
を引くものとする。
（４） 入札の結果、予定価格の範囲内での価格をもって入札を行った者がないときは、６に定
める入札の場所において、直ちに再度の入札を行うものとする。この場合において、郵
送により入札を行った場合等当該入札を行った者が当該入札の場所にいないときは、再
度の入札に参加できないものとする。
１０ 入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
（１） 競争入札に参加する資格を有しない者の行った入札
（２） 委任状を提出しない代理人の行った入札
（３） 記名押印を欠く入札
（４） 金額を訂正した入札
（５） 誤字、脱字等で意思表示が不明瞭である入札
（６） 明らかに談合によると認められる入札
（７） 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札

（８） ２以上の意思表示をした入札
（９） その他入札条件に違反した入札
１１ 異議の申立て
入札した者は、入札後、入札説明書、仕様書、契約書式等についての不明を理由として
異議を申し立てることはできない。
１２ その他
（１） 入札参加資格者は、仕様書及び入札説明書を熟読のうえ、入札すること。
（２） 令和２年度大牟田市一般会計予算が議決されなかった場合又は減額されて議決された
場合は、本件の契約を変更し、又は解除する場合がある。
（３） 契約締結に当たっては、暴力団排除措置のため、決定業者は、別添「誓約書」を契約案
件ごとに提出すること。なお、提出がない場合は、契約締結ができないものとする。
（４） 要綱第４条第３項第２号に該当する者が落札者となった場合は、契約締結日までにグリ
ーン電力証書を本市に無償譲渡すること。
（５） 当該入札説明書に係る添付書類は、次のとおりとする。
ア 競争入札参加資格申請書（様式第１号）
イ 使用印鑑届（様式第２号）
ウ 委任状（様式第３－１号、第３－２号）
エ 同種及び類似規模の実績調書（様式第４号）
オ 役員名簿及び照会承諾書（様式第５号）
カ 入札書（様式第６－１号）
キ 電気料金総額内訳書（様式第６－２号）
ク 辞退届（様式第７号）
ケ 郵便入札注意事項
コ 大牟田市電力の調達に係る環境配慮実施要綱
サ 誓約書（見本）
（６） 当該入札に係る書式等については、下記のアドレスに掲載しているので、各自で印刷し、
使用すること。
本市ホームページ（http://www.city.omuta.lg.jp/）
１３ 問合わせ先
〒８３６－８６６６ 大牟田市有明町２丁目３番地
大牟田市企画総務部契約検査室（企業局庁舎３階）
TEL ０９４４－４１－２５９０
FAX ０９４４－４１－２５９１

