
　調達件名：高圧電気の調達（地区別　計８地区）

令和２年１月７日現在

番号 質問等の内容 質問等に対する回答 備　　考

1

中央水産研究所横浜庁舎の契約電力が変更となります
が、トランス等設備変更を伴う場合は一般送配電事業者
（東京電力パワーグリッド株式会社）の管轄事業所と事
前協議を必ず実施していただくようお願いいたします。
（事前協議の結果、一般送配電事業者の供給設備増強工
事が必要な場合や手続きの期間が短く協議が調わない場
合は、契約開始日に間に合わない場合がありますので、
ご了承ください。また、設備変更が無い場合は一般送配
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、申込契約電力の算出根拠が
必要となりますので、弊社が落札した場合は、算出根拠
資料の提出をお願いいたします。

中央水産研究所横浜庁舎において、トランス等設備変更
を伴うため、現在、一般送配電事業者（東京電力パワー
グリッド株式会社）と事前協議中です。

１２月２０日回答

2

他施設で契約期間中に、受電設備（トランス・変圧器容
量等）の増加工事を予定している施設はありますでしょ
うか。
該当する施設がある場合、今回弊社が落札し、仮に次回
他社が供給することになった際は、増加工事後に契約電
力が増加し、１年を満たないで弊社との需給契約が廃止
される時（または契約電力等を１年に満たないで減少さ
れる時）は、増加された日に遡って、臨時電力の料金が
適用されます。現時点においては次回の入札結果はわか
らないため、今回の入札では１年以上弊社との契約が継
続するものとして応札価格を算定させていただきます
が、上記の事例となった場合は、後日料金を精算させて
いただくことになりますのでご了承願います。

他施設で契約期間中に、受電設備（トランス・変圧器容
量等）の増加工事を予定している施設は現在のところあ
りません。

１２月２０日回答

3
入札書に記載する日付は入札日以前の日付でよろしいで
しょうか。

郵送の場合は、入札日以前の作成日の日付で構いませ
ん。直接持参の場合は、入札日を記載下さい。

１２月２０日回答

4

弊社が落札した場合、契約書や覚書について協議させて
いただくことは可能でしょうか。また、可能な場合、電
気需給契約の内容は多岐にわたるため，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
依拠する形で締結させていただくことは可能でしょう
か。

どちらも可能です。ただし、契約書にない細目的事項に
関しては御社の電気需給約款に依拠する形を想定してお
ります。なお、文面が残るメール等で協議下さい。

１２月２０日回答

5

弊社が落札した場合、支払期限日および遅延利息に関し
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。

協議のうえ、可能です。 １２月２０日回答

6

弊社が落札した場合，計量日はこれまでどおり地区の検
針日が基準となりますがよろしいでしょうか。その場
合，今回の入札による契約開始日および契約終了日前後
での，請求書の分割は行えず，場合により年間の請求が
１３回になることがありますがよろしいでしょうか。

構いません。 １２月２０日回答

7

開札の結果により，供給する小売電気事業者が変更とな
る場合は，供給者変更（スイッチング）の申込手続きを
小売電気事業者が行う必要があります。一般送配電事業
者の取り決めにより，スイッチングの申込期日が厳格に
定められているため，開札以降すみやかに，小売電気事
業者宛に廃止申込および使用申込手続きを行っていただ
きますようよろしくお願いいたします。

落札業者が決定次第、速やかに手続きを行います。 １２月２０日回答

8
質問書の回答内容を確認するために担当者さま宛てに電
話することは可能でしょうか。

文面が残るメール等で確認下さい。 １２月２０日回答

9
弊社が落札した場合，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。

4の回答を参照下さい。 １２月２０日回答

10
需給契約書の条文に記載が無い事項を補完するため、当
社の基本契約要綱を添付した協議書を締結させていただ
くことは可能でしょうか。

4の回答を参照下さい。 １２月２０日回答

11

電気料金をお支払いいただく際、納付書による入金また
は銀行口座からの引き落としでも対応いただけますで
しょうか。
予め、電気料金のお支払で使用する金融機関を教えてい
ただくことはできますでしょうか。
また、分割入金の予定はありますでしょうか。

電気料金の支払いについては、銀行口座振替（自動引
落）を予定しておりますが、銀行口座振替の手続きが完
了するまでは納付書による入金も対応可能です。
金融機関については、落札後、お知らせ致します。
また、分割入金の予定はありません。

１２月２０日回答



番号 質問等の内容 質問等に対する回答 備　　考

12
入札金額の算定にあたり、燃料費調整額および再生可能
エネルギー発電促進賦課金は加味しなくてよろしいで
しょうか。

入札公告「１　調達内容」に記載のとおり、『入札書に
記載する金額の算定に当たっては、力率割引又は割増、
発電費用等に係る燃料価格変動の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
法に基づく賦課金は考慮しないこと』としております。

１２月２０日回答

13

⑤関西地区様について、ご質問します。現在の検針日が
01日程以外の場合、計量日付での供給者変更しかできな
い旨が関西電力殿のHPで掲載されておりますが、問題あ
りませんでしょうか。現在の検針日が01日程以外の場合
は、関西電力ネットワークサービスセンター（06-7501-
0695）へ確認をお願いいたします。

関西地区２箇所について、現在の検針日（計量日）は１
日です。

１２月２０日回答

14

「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」について，みなし小売電気事業者の場合，資源
エネルギー庁のホームページ（登録小売電気事業者一
覧）の写しを提出することでよろしいでしょうか。

構いません。 １２月２０日回答

15

「契約電力に対する単価」および「使用電力量に対する
単価」以外に「割引単価」を設定することは可能でしょ
うか。また，契約書（案）の別紙単価表に割引単価を記
載することは可能でしょうか。

構いません。 １２月２０日回答

16
開札に立ち会い出来ない場合，全ての応札者名および，
応札価格等の開札結果について，問合せにより教えてい
ただけますでしょうか。

入札当日ご連絡を頂ければ、入札参加者には全ての入札
者及び入札金額をお伝え致します。入札に参加いただい
ていない者には、落札金額及び落札者名をお伝え致しま
す。

１２月２０日回答

17

【東北地区】
使用期間中に，受電設備（トランス）の増設・減設の工
事を予定している施設はございますでしょうか。
仮に工事予定がある場合，電気料金の精算について，協
議することは可能でしょうか

受電設備の増設・減設の工事を予定している施設は現在
のところありません。

１２月２０日回答

18

落札決定の日から７日以内に契約書（案）を提出しなけ
ればならないと定められているが，弊社事務手続き上，
期日を経過する場合がございます。弊社が落札した場
合，協議を行わせていただくことは可能でしょうか。

協議は可能です。 １２月２０日回答

19
弊社が落札した場合，弊社契約書様式を基に協議のうえ
締結することは可能でしょうか。

4の回答を参照下さい。 １２月２０日回答

20

上記19．が不可の場合，契約書（案）に弊社の供給条件
等を添付し，契約書に定めなき事項について，弊社供給
条件に基づき協議することは可能でしょうか。
また，契約書に記載なき事項について，弊社供給条件に
基づき協議する旨を追記することは可能でしょうか。

4の回答を参照下さい。 １２月２０日回答

21

契約期間中に弊社との契約を解約した場合，また，契約
期間中に契約を消滅・変更した場合の基本料金および電
力量料金の料金単価および料金率を契約書に定めること
は可能でしょうか。また，協議することは可能でしょう
か。

協議のうえ、可能です。 １２月２０日回答

22

請求書を受理した日から起算して３０日以内に支払うと
ありますが，地域を管轄する一般送配電事業者が検針し
た日の翌日から起算して３０日までとすることは可能で
しょうか。また，協議することは可能でしょうか。

不可。 １２月２０日回答

23
約定期間内に支払われなかった場合の遅延利息率につい
て，弊社が規定する利息率に変更することは可能でしょ
うか。また，協議することは可能でしょうか。

5の回答を参照下さい。 １２月２０日回答

24
昨年度入札時の質問等に対する回答について，今年度も
全て同様の回答であるという認識でよろしいでしょう
か。

消費税率の部分を除き、基本的には今年度も同様の回答
となりますが、再確認されたい項目についてはご質問下
さい。

１２月２０日回答

25
落札結果の公表は総額のみで、単価公表はなしという認
識でよろしいですか。

質問のとおりです。落札結果で公表するのは総額のみで
す。

１２月２０日回答

26
仮に当社が落札した場合、契約書（案）の内容について
落札後に協議いただくことは可能でしょうか。

4の回答を参照下さい。 １２月２０日回答



番号 質問等の内容 質問等に対する回答 備　　考

27

委任状について以下の詳細を確認させてください。
①代理人に当該入札案件の全てを委任する場合、委任状
は証明書等に併せて提出し、適合証明書等の提出書類の
代表者氏名欄は、受任者名としてよろしいですか。
②上記により受任者名での応札参加の場合、入札書の代
表者は記名のみとし、押印は受任者印のみとして問題あ
りませんか。

①入札書の投函だけでなく、本入札にかかる全てを委任
されるのであれば、適合証明書等の提出から受任者で構
いません。
②問題ありません。受任者による入札の場合、代表者の
押印は不要です。

１２月２０日回答

28

よくある質問と回答 ２積算について①月合計時の端数処
理方法について
基本料金は小数点第３位以下切捨てし、電気使用料金の
端数処理をせず、合計金額の端数を切り捨てた額が月の
電気料金となると記載されています。弊社は要網に基づ
き、基本料金及び電力量料金の各小計においては、小数
点以下第２位まで保持（小数点以下第３位を四捨五入）
しての計算します。①に記載の端数処理方法は、あくま
でも入札金額を積算するための端数処理と考えてよろし
いですか。

質問のとおりです。 １２月２０日回答

29

予定使用電力量が季節別時間帯別で記載されている需要
場所について、「夏季」「その他季」のみの単価を用い
ての応札は可能でしょうか。仮に当社が落札し、入札内
訳書を提出する場合、入札金額内訳書の時間帯別単価に
は、同一単価を記載する対応としてよろしいですか。

仕様書における予定使用電力量はあくまで平成31(令和
元)年度の料金体系に沿った内訳であり、他プランの料金
体系での応札は可能です。なお、希望者へ配付しており
ます入札内訳書の様式は平成31(令和元)年度の料金体系
に沿って作成した参考様式であり、他プランの料金体系
で応札される場合はそれに応じた入札内訳書を作成下さ
い。（入札内訳書は必ずしも当機構が配付している様式
でなければならないということはありません。）

１２月２０日回答

30 入札書に記載する日付を教えてください。 3の回答を参照下さい。

31
内訳書は様式指定、様式任意のどちらですか。指定の場
合エクセルデータの入手を希望します。

内訳書は任意様式です。

32

複数施設ございますが、入札時の積算を行う場合以下の
どちらで作成しますか。
　A.同一料金メニューの施設をまとめた（複数施設の合
計）内訳書を作成
　B.施設毎に内訳書を作成

B.施設毎に内訳書を作成下さい。

33

上記回答がBで内訳書で使用する単価が税込の場合、入札
金額は以下のどちらで算出しますか。
　A.施設ごとに税抜金額を算出して合計する。
　B.全施設の税込金額の合計から税抜金額を算出する。

B.全施設の税込金額の合計から税抜金額を算出下さい。

34

契約期間中に建替や増築、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
るような工事予定がある場合、対象施設と工事内容を教
えてください。

契約期間中に電力の契約に影響するような工事予定は現
在のところありません。

35
各月の請求における燃料費調整額は、その請求月に適用
されている管轄の一般送配電事業者の約款に定める算定
と同額となりますが、よろしいでしょうか。

構いません。

36

供給開始時に契約電力の変更を行なう施設がある場合、
現在の契約電力を教えてください。
※協議制の施設においての変更、協議制⇒実量制への変
更、実量制⇒協議制への変更

協議制の施設において変更を行う施設：中央水産研究所
横浜庁舎（現在の契約電力：１，０００ｋＷ）
協議制⇒実量制への変更、実量制⇒協議制への変更を行
う施設はありません。

37
現在の計量日を教えてください。【関東地区】【関西地
区】

【関東地区】中央水産研究所横浜庁舎：１日、中央水産
研究所船舶（蒼鷹丸）陸電設備：１８日、中央水産研究
所横須賀庁舎：３日、中央水産研究所日光庁舎：２日、
増養殖研究所南伊豆庁舎：２日、水産工学研究所神栖庁
舎：６日

【関西地区】日本海区水産研究所小浜庁舎：１日、日本
海区水産研究所宮津庁舎：１日

38
計量日が1日以外の実量制施設は、計量日からの供給開始
となりますがよろしいですか。【関西地区】

37の回答のとおり関西地区の計量日は１日となります。

39

毎月の計量日は一般送配電事業者が定めるため、年間の
請求が13回となることがあります。また料金の算定期間
も計量日から計量日の前日となりますが、その旨ご了承
いただけますか。【関東地区】

構いません。契約書（案）第１０条においても、「前月
の計量日から当月の計量日の前日までの期間」としてお
ります。

40

請求書は合計請求(複数施設を1枚にまとめる)、個別請求
(施設ごと)どちらになりますか。分散検針の合計請求の
場合は、請求書が2通になる場合がございますが、ご了承
いただけますでしょうか。【関東地区】

個別請求（施設ごと）に請求書を発行下さい。



番号 質問等の内容 質問等に対する回答 備　　考

41

現供給者が地域の一般送配電電気事業者の場合、一般送
配電事業者（ネットワークサービスセンター）から開札
以降に切替手続きをしても間に合うことの確約を書面で
いただいておりますか。
万が一供給開始が間に合わない場合、ペナルティ等はご
ざいますか。【関西地区】【九州地区】

一般送配電事業者から書面による確約はいただいており
ません。
電気供給に必要となる切替手続き等の準備期間（概ね
２ヶ月程度）を考慮しての入札時期となりますので、供
給開始が間に合わないことは想定しておりません。
落札後、万が一供給開始が間に合わない場合、ペナル
ティ等がございます。

42
弊社が落札した場合、切り替え手続きに必要な資料の提
示を、切り替えに間に合うよう早急にご協力いただく事
は可能でしょうか。【九州地区】

落札業者が決定次第、速やかに手続きを行います。

43

切替に必要な日数が不足していますが、切替が間に合わ
ない、もしくは切替は間に合うが、同時同量のデータ
（30分値）が取れない期間が発生する場合がございます
がご了承いただけますか。【九州地区】

41の回答を参照下さい。

44

請求書は合計請求(複数施設を1枚にまとめる)、個別請求
(施設ごと)どちらになりますか。分散検針の合計請求の
場合は、請求書が2通になる場合がございますが、ご了承
いただけますでしょうか。【関東地区】【関西地区】

40の回答を参照下さい。

45
契約締結期限は土日、祝日を除く日数でしょうか。期限
について協議可能でしょうか。

土日、祝日を含む日数ですが、期限について協議可能で
す。

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述があ
る場合には、当該箇所を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。


