
全公告共通 

番号 質 問 回 答 掲載日 
１ 入札説明書「１６ 入札保証金及び契約保証金」について、入

札保証金には「調達手続特例規則第 14 条の規定により、入札保
証金の全部又は一部を免除する場合がある。」、契約保証金には
「調達手続特例規則第 18 条の規定により、契約保証金の全部又
は一部を免除する場合がある。」とありますが、どの時点で保証
金が必要か判断いただけますでしょうか。 

入札保証金については、入札説明書の 13 の事前提出資料で入
札保証金の免除に該当するかを審査し、入札説明書 14 の入札参
加資格の結果の通知時に、免除の有無を併せて通知します。 
契約保証金の免除については、入札説明書 21 の（５）による

契約保証金免除申請書（様式第６号）の提出をいただいた後、契
約保証金の免除に該当するかを審査し、契約書中に免除の有無を
記載します。 

 
１月 28 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 入札書を郵送する際は、二重封筒が必要でしょうか。 
また、入札書に記載する日付に指定があればご教示くださいま

せ。 

二重封筒とする必要はありませんが、入札説明書８の（５）及
び 15 の（２）のアのとおり提出ください。 
入札書に記載する日付は、入札書の作成日としてください。 

３  入札書に記載する日付を教えてください。 質問２に対する回答のとおりです。 

４ 
 

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。 

現時点では、工事予定施設はありませんが、今後の情勢の変化
により工事予定が発生した場合、受注者と事前に協議するものと
します。 

５ 
 

 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 

燃料費調整額については、仕様書の８の(２)のとおり、一般電
気事業供給約款料金算定規則（平成 11 年通商産業省令第 105 号）
に定める燃料費調整制度に準じた燃料費調整を行う場合は、受注
者からの文書による通知をもって単価を定めることができるこ
ととしているため、現時点では判断できません。 

６ 予備送電がある場合、種類は「予備線」、「予備電源」のどちら
ですか。契約電力（kW）を教えてください。 

対象となる契約はありません。 

７ 「自家発補給電力」の契約がある場合、以下の内容を教えてく
ださい。 
・契約電力（kW）を教えてください。 
・使用月、未使用月とその使用電力量（kWh） 

対象となる契約はありません。 

８  一般送配電事業者が値上げの際、契約単価見直し協議に応じて
頂けますか。 

仕様書の８の（１）から（３）のとおり協議可能です。 

９ 
 

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。 

 

供給開始日は、仕様書の２のとおり令和２年６月１日となりま
す。地域の一般送配電電気事業者（中国電力（株））へ協議し、
切替手続きが供給開始日までに間に合うことを確認しておりま
すが、書面の取り交わしまでは行っておりません。 
なお、万が一、契約締結後に供給開始が間に合わないなど、仕

様書に定める供給業務の実施について県に損害を与えたときは、
受注者は損害を賠償しなければならない旨を、契約書中で規定す
る予定です。 



10 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。 

可能です。 

11 
 

工事が必要な場合、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。 

供給開始日は、令和２年６月１日となりますので、メーター交
換等の工事が必要な場合は、供給開始日までに行うことなりま
す。 
 

12 請求書はＷＥＢからのダウンロードにてご対応いただけます
か。 

通常、受注者が使用している請求書であることを確認できれば
対応可能です。 
 

13 検針結果は請求書の内訳をもって検針票に変えさせていただ
いております。その旨ご了承頂けますか。 

可能です。 

14 契約書の作成および契約締結期限はございますか。期限につい
て協議可能でしょうか。 

鳥取県会計規則第 132 条第 2 項の規定により、落札者が落札
の決定の通知を受けた日の翌日から起算して 14 日以内（県の休
日は参入しない。）に契約を締結する必要があります。ただし、
落札者が書面によりその日までに契約を締結できない理由を申
し出た場合において契約権者がやむを得ないと認めたとき及び
４月１日から同月 15 日までの間の日を契約日としなければなら
ないときは、この限りではないため、個別に協議可能です。 

15 入札保証金免除について、規則によると、過去 2 年間に同規模
の電気の入札をしていた場合免除とあるが、規模とは何を指しま
すか。予定使用電力でしょうか。 
上記証明の為に追加提出物はありますか。 

入札保証金の免除については、入札説明書16の(１)のとおり、 
調達手続特例規則第14条の規定により「保険会社との間で鳥取県
を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。」又は「一
般競争入札参加資格又は指名競争入札参加資格を有する者であ
って、落札後契約を締結しないおそれがないと認められるとき。」
のいずれかに該当する場合、一部または全部を免除することとな
ります。 
入札保証金免除の審査については、質問１に対する回答のとお

り、事前提出物で行いますので追加提出物は不要です。 

16 （質問１５で追加提出物がある場合に）提出物が契約書の写し
の場合、機密保持の為一部黒塗りは可能でしょうか。 

(単価部分や単価が計算できる契約電力、使用電力量、契約総
額のうちどれか一つを黒塗り等） 
また、提出はいつ、どのような形で提出しますか。 

 質問 15 の回答のとおり追加提出物は不要です。 

17 契約保証金免除について、落札した場合免除申請書の提出で実
績を証明する必要があるが、そちらに添付する契約書の写しに、
機密保持の為一部黒塗りさせていただく事は可能でしょうか。
（単価部分や単価が計算できる契約電力、使用電力量、契約総額
のうちどちらか一つを黒塗り等） 

契約書の写しは、調達手続特例規則 18 条の（３）の該当性を
確認するためのものであるため、契約単価は黒塗り可能ですが、
その他の契約電力や使用電力量など契約の規模が確認できる項
目は黒塗り不可とします。 



18 電気のご契約は１年を単位としており，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年間継続していただくことを
原則としております。一方，１年未満のご使用の場合は，臨時電
力の料金が適用されます。 
現時点においては，電気の需給契約の廃止日（または 契約電

力の減少日）がわからないため，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，新たに電
気の契約を締結した後,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
させていただくことになりますがよろしいでしょうか。 

契約期間は、仕様書の２に示す供給期間を想定しています。 
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、作成することとしており、料金の算出方法を含め、詳細
についても発注者と受注者が協議して定めることとしています
ので、何らかの理由により契約締結から１年に満たないで契約を
廃止する場合（または契約電力等を１年に満たないで減少される
場合）の臨時電力を適用した料金の精算の可否については、現時
点で判断できません。 

19 内訳書の提出が必要の際，入札書との割印が必要等の指定があ
ればご教示いただけますでしょうか。 

入札説明書の 15 の（２）のウのとおり、内訳計算書（様式第
５号）は、入札書に同封して提出してください。なお、割印は必
要ありません。 

20 封筒の大きさや封印方法等に指定はありますでしょうか。 
 

指定はありません。 

21 入札書の提出は書留郵便と同等の機能（対面届，受領印有，追
跡サービス有）を有する日本郵便が提供する「レターパックプラ
ス」による郵送でも，よろしいでしょうか。 

可能です。 

22 電気料金の計算は需要場所単位に行います。需要場所に会計主
体の異なるテナント等があっても，電気料金を分割して計算，ご
請求することはできませんが，よろしいでしょうか。 
上記の質問に関連して，電気料金のご請求は需要場所単位の一

通の請求書で良いが，電気料金の支払（振込）を複数の事業者か
ら行われるということはありますでしょうか。 

各需要場所に会計主体の異なるテナント等はありません。 
また、電気料金の支払（振込）を複数の事業者から行うことも

ありません。 

23 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。 
直近年度の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。 
24 入札保証金免除に必要な書類等を教えていただけますでしょ

うか。 
質問 15 の回答のとおりです。 

25 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。 

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。 

仕様書の８（１）から（３）のとおりです。 

27 弊社が落札した場合，契約先変更の手続き等に必要な以下の内
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※ 

提示します。 



 ※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 質問書のご回答は書面で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 11（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。 
29 電気料金のご請求は，各施設の内訳を記載したひとつの請求書

でよろしいでしょうか。 
ひとつの請求書で可能です。 

30 弊社では，請求書・計算書・検針票・領収書を PDF データによ
り WEB で確認・取得する方法でお願いしておりますが，ご対応は
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用いただけるものとなっております）。 
上記の質問に関連し，請求書（エビデンスとして計算書含む）

は紙で郵送の場合，請求書に契約書調印印と同じ印を押印する必
要はありますでしょうか。 
※郵送する請求書等は，WEB に掲載されているものと同じもの

です。 

請求書等を WEB で確認・取得する場合、通常、受注者が使用
している請求書等であることを確認できれば対応可能です。 

なお、請求書を紙で郵送される場合、請求書には契約書に押印
した印鑑を押印することが原則ですが、通常、受注者が請求行為
に使用している印鑑であることを確認できれば、同じ印とする必
要はありません。 

31 支払い方法は口座自動引き落としまたは弊社金融機関口座へ
の振込のどちらになるでしょうか。 
なお，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。 
また，振込の場合，振込票はございません。請求書に記載の弊

社金融機関口座に振り込んでいただくこととなります。 
口座への振込の場合，振込手数料は発注者様のご負担でよろし

いでしょうか。 

支払い方法は、受注者の指定する日付での自動口座引き落とし
で行っております。 

32 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 

33 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。 

電話、メール等の対応で可能です。 
 

34 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。 

35 落札公告の公表は総額のみで、単価公表はなしという認識でよ
ろしいでしょうか。 

お見込のとおりです。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

36 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、計量方法、計量日等についても協議をいただくことは可

能でしょうか。 

契約締結に伴う協議は可能です。 
また原則として、計量方法はメーター自動検針、計量日は毎月

末日の 24 時としますが、落札決定後に落札者と協議し、決定す
るものとします。 

37 入札参加資格者名簿に登録されている受任者で入札に参加し、
仮に当社が落札した場合、入札参加資格者名簿に登録されている
別の受任者にて契約締結することは可能ですか。 
可能な場合、委任状提出の要否、及び提出時期をご教示くださ

い。 

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。 

その場合、委任状の提出は不要です。 

38 「入札回数は、初回を含め３回までとする。」とありますが、
郵送入札で１回のみの入札参加の場合、１回目のみの入札書を提
出することで、２回目以降の入札は辞退とみなされると考えてよ
ろしいか。 

お見込みのとおり、第２回目以降の入札書の送付がない場合
は、当該再入札は辞退したものとみなします。 

なお、第２回目以降の入札書を提出する際には、入札書及び入
札書と明記した封筒に「第２回」及び「第３回」と回数を明記し
てください。回数が記載されていない場合は１案件に対し、入札
書を２通以上提出した入札として無効とします。 

39 事前提出書類及び入札書等の日付は、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。 

40 入札説明書 16 入札保証金及び契約保証金について。 
調達手続特例規則台 14 条 
「(2) 一般競争入札参加資格又は指名競争入札参加資格を有

する者であって、落札後契約を締結しないおそれがないと認めら
れるとき。」とありますが、これに該当すると認められるための
証明書類を具体的にお示しください。 

入札説明書 13 の事前提出資料で、入札保証金の免除に該当す
るか審査します。 



 
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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

番号 質 問 回 答 掲載日 

41 現在の電力供給者を教えてください。 関西電力株式会社です。  
１月２８日 

42 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施
設毎に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。 

43 力率が 100%ではない施設がございますが、入札金額算定にあ
たりましては、全ての施設の力率は 100%として、力率割引を加
味することでよろしいでしょうか。 

 仕様書の「別紙 供給期間における各月の予定電力量等」に記
載の各施設毎の予定力率に応じた力率割引を加味して、入札金額
を算定ください。 

44 電気をまったく使用しない月は基本料金（力量割引・割増適応
なし）を半額とする割引を適用し、入札金額を算定することは可
能ですか。可能な場合、入札内訳書 D 欄（固有の割引額）に記
載する対応でよろしいですか。 

可能です。 
その場合、内訳書計算書（様式第５号）の D 欄（固有の割引

額）に記載する対応でかまいません。 

 その他の質問に対する回答ついては質問 1～40 に同じ。  



 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

番号 質 問 回 答 掲載日 

45 現在の電力供給者を教えてください。 中国電力株式会社です。  
１月 28 日 

46 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施設毎
に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。 

47 力率が 100%ではない施設がございますが、入札金額算定にあた
りましては、全ての施設の力率は 100%として、力率割引を加味す
ることでよろしいでしょうか。 

 仕様書の「別紙 供給期間における各月の予定電力量等」に
記載の各施設毎の予定力率に応じた力率割引を加味して、入札
金額を算定ください。 

48 電気をまったく使用しない月は基本料金（力量割引・割増適応
なし）を半額とする割引を適用し、入札金額を算定することは可
能ですか。可能な場合、入札内訳書 D 欄（固有の割引額）に記載
する対応でよろしいですか。 

可能です。 
その場合、内訳書計算書（様式第５号）の D 欄（固有の割引

額）に記載する対応でかまいません。 

49 （別添）仕様書（２）ウ予定力率 100％と記載があり、各供給
場所の内訳は別紙のとおりとあります。 
別紙の各供給場所の内訳では、13.地赤消雪の力率は各月で相違

しておりますが、入札金額を積算するにあたり、力率は一律 100％
と積算いたしますか。 
或いは、別紙「供給期間における各月の予定使用電力量等」に

記載のとおり、各月で相違する力率にて積算いたしますか。 

 質問 47 の回答のとおりです。 

 その他の質問に対する回答ついては質問 1～40 に同じ。  



 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

番号 質 問 回 答 掲載日 

50 現在の電力供給者を教えてください。 関西電力株式会社です。  
１月 28 日 

51 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施設毎
に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。 

52  落札後の毎月の電気料金の請求は，基本料金（実測による力率
割引割増を含む），電力量料金（燃料費調整額の加・減算含む），
再生可能エネルギー促進賦課金を合計した金額でよろしいでしょ
うか。また，契約書に上記内容を明記していただけますでしょう
か。 

 電気料金の算出方法については、仕様書の９のとおりです。
また、契約書への明記については、別添契約書案のとおり 

ですが、詳細については受注者と協議をします。 

 その他の質問に対する回答ついては質問 1～40 に同じ。  



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 
 

 
番号 質 問 回 答 掲載日 

53 現在の電力供給者を教えてください。 関西電力株式会社です。  
１月 28 日 

 
 

54 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施設
毎に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。 

55  落札後の毎月の電気料金の請求は，基本料金（実測による力率
割引割増を含む），電力量料金（燃料費調整額の加・減算含む），
再生可能エネルギー促進賦課金を合計した金額でよろしいでし
ょうか。また，契約書に上記内容を明記していただけますでしょ
うか。 

 電気料金の算出方法については、仕様書の９のとおりです。
また、契約書への明記については、別添契約書案のとおり 

ですが、詳細については受注者と協議をします。 

 その他の質問に対する回答ついては質問 1～40 に同じ。  


