
番号         質問         回答 掲載日 

１ 入札説明書「10-(2)の契約保証金について」免除

を求める場合、提出する書類として、弊社の「平

成 28 年度株主総会資料」は該当するでしょうか。 
弊社の財務状況に加えて自治体が出資している

ことが記載されています。 

該当しません。  
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２ （質問１が該当しないと判断された場合）  調

達手続特例規則第 18 条-(3)内の「その者が過去 2
年間に国、地方公共団体その他の法人と同種で同

程度の規模であると認められる契約を締結して

これを誠実に履行したと認められ、かつ、当該締

結する契約を履行しないおそれがないと認めら

れるとき。」とあります。 
弊社は平成 27 年 12 月 21 日設立、平成 28 年 4
月 1 日より電気事業を開始しています。 
この場合でも契約保証金の免除は認められます

か。 

ここで言う過去２年間とは、２年間電気事業を継

続しているかという意味ではありません。過去２

年の間に調達手続特例規則第１８条（３）に該当

する契約実績がある場合に契約保証金の免除の

対象となります。 

３ （質問２が認められた場合） 
調達手続特例規則第 18 条-(3)内で提出すべき書

類は「相対契約書の写し」が適当でしょうか。 
すべてのページや項目を写したものでなければ

なりませんか。例えば、契約単価など公表を控え

たい箇所をマスキングしたものでもよいでしょ

うか。 

適当です。 
契約書の写しを提出の際には、全てのページ及び

項目の写しが必要です。 
契約書の写しは、調達手続特例規則第１８条（３）

の該当性を確認するためのものです。契約単価は

塗りつぶしが可能ですが、その他の契約電力や使

用電力量などの契約の規模等が確認できる項目

は塗りつぶし不可とします。 
４ 結果の公表は総額のみで、単価公表はなしという お見込みのとおりです。 

全公告共通 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

認識でよろしいですか。 

５ 仮に弊社が落札した場合、契約締結に伴う協議は

可能ですか。 
また入札参加資格者名簿に登録されている受任

者で入札までの権限を委任し、契約締結に際して

は、入札参加資格者名簿に登録している別の受任

者に委任することは可能ですか。 

契約締結に伴う協議は可能です。 
競争入札参加資格者名簿において、契約に係る受

任者として登録されている者であれば、可能で

す。 

６ 内訳計算書の基本料金Ｅと電力量料金Ｈの端数

処理は、小数点以下第３位を四捨五入して、小数

点以下第２位まで保持した金額を記入でよろし

いですか。 

小数点以下第２位まで記載してください。 

７ 見積もった契約金額の１０８分の１００に相当

する額を入札金額に記載するようになりますが、

その金額に８％を割り戻した場合の金額に誤差

が生じる場合がありますが、端数処理はどのよう

にすればよろしいでしょうか。 

様式第５号に示すとおり、「入札書記入金額」欄

の金額に８％に相当する額を加算した額（１円未

満の端数切り捨て）が「総合計金額」欄の金額と

合致する処理を行ってください。 

８ 入札説明書７（２）事前提出資料 ウ及びエにつ

いては、具体的にどのような書類が必要でしょう

か。 
また、様式は任意で問題ありませんか。 

事前提出資料ウについては、仕様書に示す供給条

件等を満たすことが分かる書類（例：供給体制の

図など）が必要です。 
事前提出資料エについては、調達手続特例規則第

１８条の規定を満たすことが分かる書類（例：契

約書の写しなど）が必要です。 
様式は任意で問題ありません。 

９ 入札書及び入札参加資格確認申請書類等の日付

は、作成日を記入という認識で相違ありません

か。 

お見込みのとおりです。 



 鳥取県庁舎で使用する電気の供給に係る質問 

番号         質問         回答 掲載日 

１０ 
 

「仕様書 3(2)エ予定長期契約電力 1,000キロワッ

ト」について、これは次のような理解でよろしい

ですか。 
「契約電力のうち、1,000 キロワット相当部分を

保証電力とし、その保証電力分の基本料金を３年

の契約期間に数％割り引く。契約期間中の解約に

対しては、割引累積額の返金と契約残月数分の保

証電力分基本料金の一定率を解約金として課

す。」 
また、現在そのような長期契約を締結していると

いうことでしょうか。 
また、この「長期契約」は入札参加に必須の事項

でしょうか。 

予定長期契約電力は「供給仕様書６契約電力の変

更」に記載のとおり、契約期間中の最低契約電力

を表します。 
現供給事業者との契約内容に関する事項となる

ため、長期契約割引の有無やその内容については

公表できません。 
長期契約は「供給仕様書９③受注者固有の割引

額」に相当するものであり、入札参加の為の必須

事項ではありません。 
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「仕様書 3(4)電力量の検針」について「毎月末日

の 24 時での自動検針(通信機能付き)」とあります

が、これは「すでにスマートメーター(通信機能付

きメーター)が設備されており、交換工事の必要が

ない」という理解でよろしいですか。 
それとも現在はアナログのメーターであり、契約

後に交換が必要ということでしょうか。 

通信機能付きメーターが設置されており、メータ

ー等の交換工事は必要ありません。 

１２ 
 

（質問１１でアナログメーターである場合） 
入札が平成 30 年 2 月 27 日、供給開始日が４月１

日ということで、中国電力のメーター交換工事に

よっては供給開始に間に合わない可能性も考え

られます。 
その場合に供給開始日が遅れることには問題が

質問１１に対する回答のとおりです。 



ありますか。 

１３ 現在の供給者を教えていただけますでしょうか。 中国電力株式会社です。 

１４ 
 

電気使用場所の旧一般電気事業者名と契約時の

契約種別を教えていただけますでしょうか。 
旧一般電気事業者は中国電力株式会社です。 
契約種別については現供給事業者との契約内容

に関する事項となるため公表できません。 
１５ 
 

現在の契約電力および直近一年間の最大需要電

力を提示していただけますでしょうか。 
今回の契約電力が現在の契約電力を上回る場合，

または過去一年間の実績を下回る場合，一般送配

電事業者への託送申込み手続きにおいて，理由書

等が必要となるため，あらかじめご準備をお願い

いたします。 

契約電力、最大需要電力については供給仕様書別

紙１のとおりです。 
一般送配電事業者への理由書の提出については、

落札決定後に落札者と協議し準備することとし

ます。 

１６ 
 

予備電力の契約はありますでしょうか。契約があ

る場合「予備線」，「予備電源」のどちらでしょう

か。 

対象となる契約はありません。 

１７ 入札書に記載する日付に指定はありますでしょ

うか。 
ありません。質問９に対する回答のとおりです。 

１８ 内訳書は事業者の任意様式にて提出することは

可能でしょうか。 
入札説明書９（３）イのとおり様式第５号で提出

してください。 
１９ 総額の 108 分の 100 に相当する金額（入札価格）

を算定する場合の端数処理について、以下の例示

の算定方法でよろしいでしょうか。 
＜例＞税込み金額が９８０円の場合、 
・９８０×１００÷１０８＝９０７．４０円≒９

０８円（少数点以下切り上げ：入札価格） 
９０８×０．０８＝７２円（消費税等相当額） 
９０８円＋７２円＝９８０円（落札価格） 

お見込みのとおりです。 



２０ 入札価格の低減に資するため書類作成の省力化

によるコストダウンを目指しております。各種提

出用紙をエクセル，ワード版等の電子データでご

提供いただけますでしょうか 

入札に係る各種提出様式の電子データは入札説

明書と共にインターネットのホームページで公

開しています。 

２１ 請求書の送付はひとつの需給契約に一通となり

ますが，施設内のテナント等に対し個別に請求書

を送付（分割請求）する対応はありますでしょう

か。また、ある場合は応札必須条件でしょうか。 

請求書は一件の需給契約につき一通でかまいま

せん。ただし、仕様書１１のとおり、供給施設毎

の電気使用量及び支払額が分かる内訳書の提出

が必要です。 
２２ 契約書(案)がありましたらご提示いただけますで

しょうか。 
別添のとおりです。 
昨年度契約の際に利用した契約書を参考として

いるため、変更・修正する可能性がありますので

ご了承ください。 
２３ 弊社が落札した場合，契約保証金は免除となりま

すでしょうか。 
入札説明書１０（２）の調達手続特例規則第１８

条の規定を満たす場合、契約保証金の免除の対象

となります。 
２４ 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，契約書にない細目的事項に関しては弊

社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。 

契約書については、落札後に発注者が案を作成

し、受注者と協議の上、作成します。 
契約書にない細目的事項に関しては、必要に応じ

て発注者と受注者が協議して定めます。御社の電

気供給約款に依拠する形で締結できるかどうか

の可否は現時点では判断できません。 
２５ 弊社は電力量料金等の単価を内税方式にて設定

しておりますが，今後，消費税率が変更となった

場合，単価見直し等の協議は可能でしょうか。 

 
 
仕様書の８（１）から（３）のとおりです。 

２６ みなし小売電気事業者（地元電力会社）が値上げ

をした場合，単価見直し等の協議は可能でしょう

か。 
２７ 弊社が落札した場合，契約先変更の手続き等に必 提示します。 



要な以下の内容についてご提示いただけますで

しょうか。 
・供給地点特定番号※ 
※供給地点特定番号  
電力小売全面自由化にともない電気のご使用地

点を特定するため，全国一律で付番される 22 桁

の識別番号です。 
・現在の供給者とのご契約番号（コード） 
・現在の供給者とのご契約名義 
・現在の供給者 
・現在の電気主任技術者（会社・所属，氏名，電

話番号） 
２８ 
 

購入先の切替や契約電力の増加に伴い，一般送配

電事業者の工事等が必要となる場合がございま

すが，本件名につきまして，契約開始日までの購

入先の切替や契約電力の増加について，一般送配

電事業者へご確認のうえ手続きに問題ないとの

認識でよろしいでしょうか。 

メーター交換等の工事は必要ありませんが、必要

となった場合は、落札決定後に落札者と協議のう

え、手続きすることとします。 

２９ 質問書を提出した場合，書面でご回答をいただけ

ますでしょうか。また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。 

入札説明書６（２）のとおりインターネットのホ

ームページで回答を公開します。 
なお、公平性を保つため、個別での電話対応はで

きません。 
３０ 請求書・計算書・検針票・領収書を PDF データ

により WEB で確認・保存する，もしくは，指定

のメールアドレスに添付して送信することは可

能でしょうか（弊社は，電子請求（請求書および

領収書）の実施に関し，電子署名法に則った対応

をしているため，法的にも，公的な書類として活

可能です。 
ただし、請求書には会社の印影が必要です。 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
鳥取県警察本部庁舎で使用する電気の供給に係る質問 

用いただけるものとなっております）。 

３１ 支払期日は，支払遅延防止法に準じて，３０日以

内にしていただくことは可能でしょうか。 
可能です。 

３２ 請求書の発送は第５営業日以降となりますがよ

ろしいでしょうか。 
かまいません。 

３３ 口座自動引き落としの場合，毎月 23 日（休日等

の場合翌月曜日）となりますのでご了承をお願い

したします。 

口座自動引き落としは、受注者の指定する日付で

行っております。 

３４ 開札結果は開札日にご担当者様より，電話，メー

ル等でご連絡をいただけないでしょうか。 
その場合、全ての応札者名、応札価格、等を教え

ていただくことは可能でしょうか。 

入札参加者の結果については、電話又はメール等

で連絡する予定です。 
また、落札業者名及び落札価格（総額）について

は、後日、インターネットのホームページにて公

表します。 
３５ 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。 
かまいません。 

３６ 公告後に、仕様書等に変更・修正等が生じた場合

は、個別にご連絡いただけますでしょうか。 
仕様書等に変更・修正等が生じた場合は、本公告

を掲載しているインターネットのホームページ

にて公開します。個別に連絡は行いません。 

番号         質問         回答 掲載日 

３７ 
 

「仕様書 3 仕様-エ予定長期契約電力 500 キロワ

ット」について、これは次のような理解でよろし

いですか。 
「契約電力のうち、500 キロワット相当部分を保

証電力とし、その保証電力分の基本料金を３年の

契約期間に数％割り引く。契約期間中の解約に対

予定長期契約電力は「供給仕様書６契約電力の変

更」に記載のとおり、契約期間中の最低契約電力

を表します。 
現供給事業者との契約内容に関する事項となる

ため、長期契約割引の有無やその内容については

公表できません。 
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しては、割引累積額の返金と契約残月数分の保証

電力分基本料金の一定率を解約金として課す。」 
また、現在そのような長期契約を締結していると

いうことでしょうか。 
また、この「長期契約」は入札参加に必須の事項

でしょうか。 

長期契約は「供給仕様書９③受注者固有の割引

額」に相当するものであり、入札参加の為の必須

事項ではありません。 

３８ 
 

「仕様書 3(7)電力量の検針」について「毎月末日

の 24 時での自動検針(通信機能付き)」とあります

が、これは「すでにスマートメーター(通信機能付

きメーター)が設備されており、交換工事の必要が

ない」という理解でよろしいですか。それとも現

在はアナログのメーターであり、契約後に交換が

必要ということでしょうか。 

通信機能付きメーターが設置されており、メータ

ー等の交換工事は必要ありません。 

３９ 
 

（質問事項３８でアナログメーターである場合） 
入札が平成 30 年 2 月 27 日、供給開始日が４月１

日ということで、中国電力のメーター交換工事に

よっては供給開始に間に合わない可能性も考え

られます。その場合に供給開始日が遅れることに

は問題がありますか。 

質問３８に対する回答のとおりです。 

４０ 現在の供給者を教えていただけますでしょうか。 中国電力株式会社です。 

４１ 
 

電気使用場所の旧一般電気事業者名と契約時の

契約種別を教えていただけますでしょうか。 
旧一般電気事業者は中国電力株式会社です。 
契約種別については現供給事業者との契約内容

に関する事項となるため公表できません。 
４２ 
 

現在の契約電力および直近一年間の最大需要電

力を提示していただけますでしょうか。 
今回の契約電力が現在の契約電力を上回る場合，

または過去一年間の実績を下回る場合，一般送配

電事業者への託送申込み手続きにおいて，理由書

契約電力、最大需要電力については供給仕様書別

紙１のとおりです。 
一般送配電事業者への理由書の提出については、

落札決定後に落札者と協議し準備することとし

ます。 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

鳥取県の知事部局及び警察本部の所管施設で使用する電気の供給（東部）に係る質問 

等が必要となるため，あらかじめご準備をお願い

いたします。 
４３ 
 

弊社は蓄熱運転に対する割引メニューの設定は

無く，弊社が落札した場合には，一般送配電事業

者の規定により，蓄熱電力量計を撤去する場合が

ございますので，あらかじめご了承をお願いいた

します。 

落札決定後に落札者と協議することとします。 

 その他の質問に対する回答ついては質問１７～

３６に同じ。 
 

番号         質問         回答 掲載日 

４４ 
 

「仕様書 3(4)電力量の検針」について「毎月末

日の 24 時での自動検針(通信機能付き)の有無」

について、別紙 1 で各施設の有無を確認しまし

た。 

現状自動検針及び通信設備が無い施設の場合、入

札が平成 30 年 2 月 27 日、供給開始日が４月１日

ということで、中国電力のメーター交換工事によ

っては供給開始に間に合わない可能性も考えら

れます。その場合に供給開始日が遅れることには

問題がありますか。 

供給開始日は、供給仕様書２に記載のとおり平成

３０年６月１日となります。 
メーター交換が必要な場合は、供給開始日までに

行うこととします。 
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４５ 
 

各施設の契約種別は何か? 契約種別については現供給事業者との契約内容

に関する事項となるため公表できません。 
４６ 
 

仮に弊社が落札した場合、訪問による検針となり

ますがよろしいですか。 
原則としてメーター自動検針としますが、落札決

定後に落札者と協議し決定するものとします。 
４７ 検針日については、弊社の電気契約要綱 27 検針 原則として検針日は毎月１日としますが、休日等



 
 
 

 
 
 
 
 

鳥取県の知事部局及び警察本部の所管施設で使用する電気の供給（中・西部）に係る質問 
 
 
 
 
 
 
 
 
鳥取県教育委員会所管施設で使用する電気の供給（東部）に係る質問 
 
 
 
 
 
 
 
 
鳥取県教育委員会所管施設で使用する電気の供給（中・西部）に係る質問 

 日（１）にて「お客さまの属する検針区域に応じ

て定めた毎月一定の日」と定めております。現在

弊社が供給していない施設について、仮に弊社が

落札した場合、毎月１日以外の日に 
検針日の変更は可能ですか。 

により検針ができない場合は協議して決定する

ものとします。 

番号         質問         回答 掲載日 

４８ 
 

各施設の契約種別は何か? 契約種別については現供給事業者との契約内容

に関する事項となるため公表できません。 
 
１／24 

 その他の質問に対する回答ついては質問４６～

４７に同じ。 
 

番号         質問         回答 掲載日 

４９ 
 

各施設の契約種別は何か? 契約種別については現供給事業者との契約内容

に関する事項となるため公表できません。 
 
１／24 

 その他の質問に対する回答ついては質問４６～

４７に同じ。 
 

番号         質問         回答 掲載日 



 
 
 
 
 

５０ 
 

各施設の契約種別は何か? 契約種別については現供給事業者との契約内容

に関する事項となるため公表できません。 
 
１／24 

 その他の質問に対する回答ついては質問４６～

４７に同じ。 
 


