
葛城市告示第 ８７ 号 

一般競争入札公告 

①葛城市役所庁舎・福祉施設等、②葛城市立学校施設等、③葛城市文化・体育施設等で使用する電力

の調達について、次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１６７条の６の規定により公告します。 

 

令和４年７月７日 

 

葛城市長 阿古 和彦    

 

第１ 競争入札に付する調達の内容 

１ 入札物件名 

① 葛城市役所庁舎・福祉施設等電力調達 

② 葛城市立学校施設等電力調達 

③ 葛城市文化・体育施設等電力調達 

 

２ 年間予定使用電力量 

① 葛城市役所庁舎・福祉施設等 

内訳 

葛城市役所新庄庁舎 ５６８，０００ｋｗｈ 

葛城市いきいきセンター ７４，０００ｋｗｈ 

葛城市立磐城第２保育所 １１７，０００ｋｗｈ 

葛城市福祉総合ステーション ６４２，０００ｋｗｈ 

葛城市新庄健康福祉センター １１２，０００ｋｗｈ 

計 １，７０３，０００ｋｗｈ 

 

 

② 葛城市立学校施設等 

内訳 

葛城市立磐城小学校 １２０，０００ｋｗｈ 

葛城市立忍海小学校 １４０，０００ｋｗｈ 

葛城市立新庄小学校附属幼稚園 ４３，０００ｋｗｈ 

葛城市立新庄小学校 １６０，０００ｋｗｈ 

葛城市立新庄中学校 ２６８，０００ｋｗｈ 

葛城市立新庄北小学校・附属幼稚園 １３１，０００ｋｗｈ 

葛城市立當麻小学校 ７２，０００ｋｗｈ 

葛城市立白鳳中学校 １９４，０００ｋｗｈ 

計 １，１２８，０００ｋｗｈ 

 



 

③ 葛城市文化・体育施設等 

内訳 

二上山ふるさと公園 ４５，０００ｋｗｈ 

奈良県新庄第１健民運動場 １４，０００ｋｗｈ 

葛城市當麻スポーツセンター １０３，０００ｋｗｈ 

葛城市コミュニティセンター ４０，０００ｋｗｈ 

葛城市歴史博物館 １５９，０００ｋｗｈ 

葛城市中央公民館 １５８，０００ｋｗｈ 

葛城市新庄文化会館 ２７９，０００ｋｗｈ 

葛城市當麻文化会館 １６６，０００ｋｗｈ 

計 ９６４，０００ｋｗｈ 

 

３ 供給期間 

令和４年１０月１日から令和５年９月３０日まで 

（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 

４ 調達場所 

① 葛城市役所庁舎・福祉施設等 

葛城市役所新庄庁舎 葛城市柿本１６６番地 

葛城市いきいきセンター 葛城市林堂１２３番地 

葛城市立磐城第２保育所 葛城市八川７０番地２ 

葛城市福祉総合ステーション 葛城市染野７８９番地１ 

葛城市新庄健康福祉センター 葛城市北花内３４１番地 

 

 

② 葛城市立学校施設等 

葛城市立磐城小学校 葛城市南今市６１番地 

葛城市立忍海小学校 葛城市忍海３３８番地１ 

葛城市立新庄小学校附属幼稚園 葛城市南道穂１４５番地１ 

葛城市立新庄小学校 葛城市南道穂１７６番地１ 

葛城市立新庄中学校 葛城市新庄２４８番地 

葛城市立新庄北小学校・附属幼稚園 葛城市疋田６１２番地 

葛城市立當麻小学校 葛城市染野３２番地 

葛城市立白鳳中学校 葛城市長尾１４番地１ 

 

 

 

 



 

③ 葛城市文化・体育施設等 

二上山ふるさと公園 葛城市新在家４９２番地１ 

奈良県新庄第１健民運動場 葛城市新町２９２番地３ 

葛城市當麻スポーツセンター 葛城市竹内６８９番地 

葛城市コミュニティセンター 葛城市新町３３７番地 

葛城市歴史博物館 葛城市忍海２５０番地１ 

葛城市中央公民館 葛城市南藤井１７番地 

葛城市新庄文化会館 葛城市南藤井７０番地１ 

葛城市當麻文化会館 葛城市竹内２５６番地９ 

 

５ 入札保証金 免除 

 

６ 契約保証金 免除 

 

７ 契約書の作成 要 

 

 ８ 予定価格（消費税及び地方消費税を除く） 

① 葛城市役所庁舎・福祉施設等 金 ２９，８００，０００ 円 

② 葛城市立学校施設等 金 ２３，７００，０００ 円 

③ 葛城市文化・体育施設等 金 ２５，４００，０００ 円 

 

第２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

この入札には、次に掲げる要件を全て満たす者が参加することができます。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号。以下「新法」といいます。）第１７条の規定による更

生手続開始の申立て（新法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件

（以下「旧更生事件」といいます。）に係る新法による改正前の会社更生法（昭和２７年法律第

１７２号。以下「旧法」といいます。）第３０条に規定する更生手続開始の申立てを含みます。）

をしていない者又は申立てをされていない者であること。ただし、新法に基づく更生手続き開

始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。）を受けた者につい

ては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

（３）電気事業法（昭和39 年法律第170 条）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

いる者であること。 

（４）調達物件を所定の場所に納品することができる者であること。また、事故発生時、緊急対応が

必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。 

（５）奈良県又は当市の工事等請負契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止期間中でないこと。



また、一般競争入札参加申請書の提出期限から入札執行の日までの期間に指名停止を受けてい

ないこと。 

（６）葛城市建設工事等暴力団排除措置要綱（平成２４年葛城市告示第１２５号）別表に掲げる措置

要件の１から５までのいずれかに該当する者でないこと。 

（７）その他入札説明書に記載している要件を満たしていること。 

 

第３ 入札日程 手続等 

手続等 期間 場所等 

入札説明書・申請書類・ 

仕様書の交付 

（葛城市ホームページか

らダウンロードしてくだ

さい） 

令和４年７月７日（木）から 

令和４年８月５日（金）まで 

ホームページアドレス 

https://www.city.katsuragi.nara.

jp/ 

一般競争入札参加申請書 

等の提出期間 

令和４年７月７日（木）から 

令和４年８月５日（金）までの 

土曜日、日曜日、祝日を除く、毎日

午前９時から午後４時まで。 

ただし、正午から午後１時を除く。

（持参又は書留郵便に限る） 

〒６３９－２１９５ 

奈良県葛城市柿本１６６番地 

葛城市総務部管財課 

（新庄庁舎４階） 

郵送の場合は 

令和４年８月５日（金）必着 

仕様書等に関する質問 

受付期限 

令和４年８月５日（金）の 

正午まで。（電子メールに限る） 

奈良県葛城市柿本１６６番地 

総務部 管財課 

E-Mail:kanzai@city.katsuragi.lg.

jp 

一般競争入札参加資格の

確認 

令和４年８月１０日（水） 

午後１時以降に通知する。 

電子メール及び郵送による。 

仕様書等に関する質問に

対する回答 

令和４年８月１２日（金） 市ホームページに掲載する。 

入札書到着期限 令和４年８月２５日（木） 

郵便入札については別紙「郵便入札

の手引き」を参照すること。 

左記期日までに「大和高田郵便局留 

葛城市役所総務部 

管財課宛」で郵送すること。 

開札 令和４年８月２６日（金） 

午後２時から随時 

葛城市役所 新庄庁舎 

４階会議室 

 

  



第４ 入札の方法等  

1. 本入札は郵便入札により実施しますので、別紙「郵便入札の手引き」により入札書等を作成のうえ、

郵送してください。 

2. 入札者は、その提出した入札書を引き換え、変更し、又は取り消すことはできません。  

3. 入札執行回数は、１回とします。 

4. 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、葛城市契約規則（平成

１６年葛城市規則第３４号）その他関係法令等を遵守してください。  

 

第５ 競争入札参加資格の確認  

この入札に参加を希望する場合は、入札説明書に定めるところにより一般競争入札参加申請書ととも

に競争入札参加資格確認資料を提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければなりません。 

 

第６ その他 

1. 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 免除 

(2) 契約保証金 免除 

2. 入札の無効 葛城市入札者心得又は入札条件に違反した者の入札は、無効とします。  

3. 入札金額内訳書の提出 

(1) 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した入札金額内訳書の提出を求めます。 

(2) 入札金額内訳書は、本調達にかかる物品等の金額を明らかにし、記名押印が必要です。 

(3) 入札金額内訳書は、参考として提出を求めるもので、契約上の権利義務を生じさせるものではありま

せんが、記載内容等に不備がある場合は、失格となることがありますので十分 ご注意ください。 

4. 申請書等に関する書類の作成に要する経費は、提出者の負担とします。 

5. 提出された申請書等は返却しません。また、提出期限の日以降における当該書類の差し替え 及び再

提出は認めません。 

6. 契約書の作成等を要します。 

葛城市契約規則第１９条の規定により契約書を作成し、落札決定後速やかに契約を締結します。た

だし、落札（候補者）者が契約締結までの間に、入札参加資格の喪失又は葛城市の指名停止措置を

受けた場合は契約を締結しません。  

 

第７ 入札手続きを担当する課 

〒６３９－２１９５ 

奈良県葛城市柿本１６６番地（新庄庁舎） 

葛城市 総務部 管財課 

電話０７４５－４４－８２１７（直通） 

  



 

葛城市建設工事等暴力団排除措置要綱抜粋 

別表（第３条、第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（措置要件） 

１ 役員等が暴力団員であるとき。 

２ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。 

３ 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な

利益を図る目的で、又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用してい

るとき。 

４ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若

しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。 

５ 上記３及び４に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される

べき関係を有しているとき。 


