
件　名　公立大学法人前橋工科大学で使用する電気

下記のとおり、回答します。

No 質　　問 回　　答

1
　現在の契約での計量日を教えてください。 　毎月１５日です。

2
　自家発電補給契約をしていれば、その内容を教え
てください。

　自家発電補給契約はしていません。

3

　入札内訳書に記入する基本料金単価、従量料金単
価は税抜きでしょうか。

　入札内訳書（様式第７号）の基本料金単価（b
欄）、従量料金単価（f欄）は税込価格を記入して
ください。
　非課税事業者の場合は税額相当分を加算した金額
を記入してください。

4

　入札内訳書に記入する基本料金単価、従量料金単
価の端数処理の方法を教えてください。

　小数点以下第２位まで記入してください。基本料
金単価、従量料金単価の税込価格の算定に際し生じ
る小数点第３位以下の端数処理（四捨五入、切り捨
て、等）は各事業者の判断で行ってください。
　なお契約は入札内訳書記載の基本料金単価、従量
料金単価（小数点第２位まで）で行います。

5

　入札内訳書は、基本料金と電力量料金の欄で構成
されていますが、この他に別途割引料金を適用し
て、電気料金を請求したいと考えています。入札内
訳書に割引額の欄を追加することは可能でしょう
か。
　また、契約書上も基本料金、電力量料金と別に割
引単価を設定することは可能でしょうか。

　入札内訳書への割引料金欄の追加は不可としま
す。割引額相当分については、基本料金単価、従量
料金単価へ反映をしてください。
　なお基本料金単価、従量料金単価に割引額相当分
が反映されている場合でも、契約は入札内訳書記載
の基本料金単価、従量料金単価（小数点第２位ま
で）で行います。
　契約書への割引に関する条項の追加については、
双方協議の上で可能とします。

6

　実際の料金算定にあたっては、各月の実測力率に
より基本料金を算定することとし、電力量料金につ
いては当該月の燃料費調整単価による調整を行うこ
とでよろしいでしょうか。

　問題ありません。

7

　支払期限日および遅延利息について、それぞれ｢
乙への料金の支払期限は乙の定める約款等の規定に
よるものとする。｣｢支払期日までに支払われない場
合には電気需給約款に定める延滞利息を申し受け
る｣といった、契約条項にさせていただくことは可
能でしょうか。

　双方協議の上決定します。

8
　契約単価および電気料金請求時は税込み単価で問
題ないでしょうか。

　税込単価で問題ありません。

質 問 回 答 書

●現在の契約に関する質問

●入札内訳書及び電気料金の計算方法に関する質問

参考資料

平成２９年度実施時質問回答
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9
　入札書、委任状に記載する日付を教えてくださ
い。

　入札執行日をご記入ください。

10

　請求時の電気料金の計算方法は基本料金、電力量
料金、燃料費調整額それぞれ銭未満四捨五入とし、
それらの合計した金額を円未満切り捨てとします
が、よろしいでしょうか。

　請求時の電気料金の計算方法も入札内訳書（様式
第７号）記載の計算方法としてください。
　基本料金及び電力量料金は掛け放しとし、月料金
は小数点以下を切り捨てとしてください。

11

　入札用封筒に指定の記載事項があれば教えてくだ
さい。

　指定の記載事項はありませんが、下記をご記入く
ださい。
　　①件名
　　②入札実施日
　　③入札者名（商号又は名称）
　　④「入札書在中」（朱書き）

12

　封筒の大きさや封印方法等の指定があれば教えて
ください。

　封筒の大きさ及び封印方法の指定はありません。
　提出前の入札書の内容確認を可能とするため、封
かんは要しません。

13

　２回目の入札を辞退する場合の申出方法を教えて
ください。

　２回目の入札を辞退する旨が確認できれば問題あ
りません。
　２回目の入札書提出時に入札書（様式第６号）入
札金額欄に「入札辞退」とご記入ください。

14
　開札に代理人が立会う場合、委任状は必要でしょ
うか。

　代理人が入札しようとする場合は、委任状（様式
第４号）の提出が必要です。

15

　開札に代理人が立会う場合、入札書および内訳書
への押印は、代表者印と代理人印、両方が必要で
しょうか。

　代理人が入札しようとする場合は、入札書（様式
第６号）及び入札内訳書（様式第７号）に代表者印
と代理人印の両方を押印が必要となります。

16

　入札書と入札内訳書は、ホッチキス留め、割印等
が必要でしょうか。

　ホッチキス留め、割印等は不要です。入札書提出
時に計算の根拠となる入札内訳書を同封してしてく
ださい。

17

　契約実績等は守秘義務契約の関係から、ご要望に
対しすべてを開示することが出来ない場合がありま
すが、最低限必要な項目はどの部分になりますで
しょうか。

　最低限必要な事項は下記のとおりとなります。
　　・契約の相手方
　　・契約期間
　　・規模（契約電力及び（想定）使用電力量）

18

　みなし小売り電気事業者（旧一般電気事業者）で
あっても、供給能力等を証明する書類の提出は必要
でしょうか。

　提出をお願いします。

19

　計量日は使用期間末日の翌日午前０時００分とな
りますが、よろしいでしょうか。
　例：使用期間が３月１０日から４月９日の場合、
計量日は４月１０日午前０時００分となります。

　問題ありません。

20
　本業務の計量日について、現在されている契約で
の計量日を基準とすることは可能でしょうか。

　可能です。

●様式等入札に関する質問

●入札資格確認申請書に関する質問

●計量に関する質問
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21

　契約書締結時、契約内容について一部変更したい
場合、協議を行うことは可能でしょうか。契約書変
更が不可能な場合、協定書を別途締結させていただ
くことは可能でしょうか。

　協議可能です。

22

　契約期間中において、地域の旧一般電気事業者が
料金を改定した場合や、市場価格の変動又は経済状
況等の変動があった場合は、協議の上、契約単価等
の変更は可能でしょうか。

　協議の上変更可能です。

23

　地域の旧一般電気事業者において、燃料費調整単
価の算定方法の見直しが行われた場合、本契約にお
いても同様に見直しが行われるものと考えてよろし
いでしょうか。それとも、契約時の燃料費調整単価
の算定方法のまま、契約期間内は変更なしとなりま
すでしょうか。

　本契約においても同様に見直しを行います。

24
　契約書（案）があればご提示いただけますでしょ
うか。

　契約書については双方協議の上作成することとし
ます。

25

　契約書や覚書の内容について協議することは可能
でしょうか。
　また、契約書にない細目的事項に関しては旧一般
電気事業者の電気需給約款に依拠する形で契約等を
締結することは可能でしょうか。

　契約書等の内容については協議可能です。
　契約書にない細目的事項についても旧一般電気事
業者の電気需給約款に依拠する形で契約等を締結す
ることは協議の上で可能です。

26
　契約書は落札業者書式にて締結させていただくこ
とは可能でしょうか。

　双方協議の上決定します。

27
　旧一般電気事業者と同様の付帯契約（蓄熱割等）
の適用ができませんがよろしいでしょうか。

　問題ありません。

28
　契約協議は電話、メール等での対応でよろしいで
しょうか。

　契約協議は電話、メール等でも問題ありません。

29

　請求金額の支払いについて、振込になるのか、引
き落としになるのか、方法を教えてください。

　振込、引き落としどちらも可能です。
　支払い方法については双方協議の上決定すること
とします。

30

　電気料金の支払い方法について、請求月の翌月末
ではなく、別途指定する日付とすることは可能で
しょうか。

　振込の場合は請求月の翌月末払いとします。
　引き落としの場合は、請求月の翌月末以降の指定
の日に限り可能とします。

31

　請求書はＷＥＢページからのダウンロードとなっ
ても問題ないでしょうか。また、検針結果は請求書
の内訳をもって検針票に変えているが問題ないで
しょうか。

　請求書がＷＥＢページからのダウンロードとなっ
ても問題ありません。
　検針結果については、毎月の使用量、最大需要電
力及び請求金額が確認できれば問題ありません。

32

　毎月の受電月報（30分データ）の提供は、ＷＥＢ
ページからのダウンロード（エクセルデータでのご
提供）となるが問題ないでしょうか。

　問題ありません。

33

　１施設に対して１枚の請求書の作成となります。
分割請求には対応できませんが、よろしいでしょう
か。

　問題ありません。
　現時点で分割請求の要望はありません。

●契約に関する質問

●支払い・請求等に関する質問
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34

　分割しての入金の要望がある場合、事前に入金の
内訳を教えて頂く必要がありますが、問題ないで
しょうか。

　問題ありません。
　現時点で分割しての支払いの要望はありません。

35

　検針結果を書類・データにて報告することはでき
ませんがよろしいでしょうか。ＷＥＢにて使用量を
確認することはできます。請求書は紙ベースとな
り、内訳書を添付致します。

　請求書に添付される内訳書に電気使用量の記載が
あれば問題ありません。

36

　入札説明書の17支払い条件の(1)に「落札者は、
毎月定められた日に検針を行い、計量した使用電力
量を大学に通知するものとする。」とありますが、
ＷＥＢの情報が更新されても、ＦＡＸやメールでお
伝えすることはできませんがよろしいでしょうか。

　請求書到着時点でＷＥＢの情報が更新されていれ
ば問題ありません。請求書の到着を通知に替えさせ
ていただきます。

37

　旧一般電気事業者から新電力への切り替えは初め
てでしょうか。
　初めての場合、旧一般電気事業者に新電力へ切り
替えができることは確認済みでしょうか。

　初めての切り替えとなります。
　切り替えについては、旧一般電気事業者に確認済
みです。

38
　予備電力があれば、教えてください。 　予備電力はありません。

39

　契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉鎖や移
転等により電力を供給停止する施設がある場合、別
途書面にて申込みを頂かないと対応できませんので
ご容赦ください。

　閉鎖や移転等により電力供給を停止する予定の施
設はありません。

40

　契約期間中に建替えや増築、トランス増量、受変
電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の
契約に影響するような工事が予定されている施設が
ありましたら、対象施設と工事内容を教えてくださ
い。

　現時点では電力の契約に影響するような工事の予
定はありません。
　平成３０年度中に旧実験棟という建物を解体予定
ですが、契約電力には影響はありません。

41

　配布資料に改正前の電気事業法上の「一般電気事
業者」、「特定規模需要」等の表現があります。そ
れぞれ「みなし小売電気事業者（または一般送配電
事業者）」、「特定規模需要⇒削除」と読み替えて
よろしいでしょうか。

　問題ありません。

※ 質問文の一部については大学で改変をしています。
※ 確認内容が同一と考えられる質問については１つにまとめています。

●その他の質問
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件　名　公立大学法人前橋工科大学で使用する電気
公告日　平成３０年１１月５日

下記のとおり、回答します。

No 質　　問 回　　答

1

　入札対象の各需要場所の「供給地点特定番号」を
教えてください。

　供給地点特定番号は以下のとおりです。
１）03-1011-2020-4323-1720-3018
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

2

　仕様書の契約電力が実績最大電力を下回っている
理由を教えてください。
　仕様書の契約電力が過去１年間の実績最大電力を
下回っている場合、一般送配電事業者（東京電力パ
ワーグリッド株式会社）への接続供給サービス申込
みのため、申込電力の根拠が必要となるので、落札
事業者へ、算出根拠資料の提出をしてください。

　超過のタイミングが１回であったことから、恒常
的な使用ではないと判断し、現在の契約電力を予定
契約電力としています。
　算定根拠資料（詳細実績、設備情報等）について
は、落札事業者にお渡しします。
　一般送配電事業者への接続供給サービス申込の際
に、契約電力を変更する必要が生じた場合は、契約
電力の変更を行います。
　なお、契約電力の変更を行った場合であっても、
入札時の基本料金単価及び従量料金単価により契約
を締結するものとします。

3

　電気の契約は１年が単位となっており、新たに電
気の契約を締結した場合には、その契約内容を１年
間継続することを原則としている。
　一方、１年未満の使用の場合は、臨時電力の料金
が適用される。
　契約を締結した後、１年に満たないで契約を廃止
される場合または契約電力等を１年に満たないで減
少される場合は、当該部分について臨時電力を適用
したものとして後日料金を精算することになるが、
問題ないか。

　問題ありません。

4

　落札後の契約条件を確認する必要があるため、入
札前に契約書(案)をご提示いただけますでしょう
か。

　契約条件は入札公告、入札説明書及び仕様書に記
載の内容となります。
　仕様書等に記載のない事項については、双方協議
の上決定することとしています。

5

　契約先変更の手続きに必要な以下の内容を教えて
ください。
・現在の供給者との契約番号（コード）
・現在の供給者との契約名義
・現在の供給者

　落札事業者に提示します。

6

　口座振替（口座自動引き落とし）のお申込み後、
準備が調うまでに１～２カ月時間を要する。その間
は、払込用紙による金融機関等での支払いとなるが
問題ないか。

　問題ありません。

●契約に関する質問

●支払い・請求等に関する質問

質 問 回 答 書

●現在の契約に関する質問

●契約電力に関する質問

参考資料

平成３０年度実施時質問回答



7

　税法の改正により、消費税等の税率が変動した場
合には、改正以降における税率で料金等を算出する
ことになるが良いか。

　問題ありません。
　仕様書の「４．その他注意事項（９）」に左記内
容について記載をしています。



8
 入札説明書および入札仕様書等に変更や修正が生
じた場合は、電話等にて連絡をもらえるか。

　変更があった場合は、大学ＨＰにて周知するとと
もに、担当者届記載の連絡先に連絡します。

9
　電子入札または郵送入札の導入が増加している。
今後、導入する予定はあるか。

　郵送入札の導入については、複数事業者から要望
があったため、次回入札時に検討します。

※ 質問内容については、主旨がわかりやすくなるよう一部表現を修正しています。
※ 確認内容が同一と考えられる質問については１つにまとめています。

●その他の質問


