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電気需給契約入札時のよくある質問と回答

入札手続きについて

Ｑ１：入札書とあわせて入札内訳書を同封する必要があるか。

また、様式は問わないとあるが参考になるものがあればいだだけないでしょうか。

Ａ１：入札時には不要です。落札となった場合にのみご提出いただきます。

入札内訳書の様式は、こちらでも用意しておりますので希望者には配付致します。

Ｑ２：競争参加必要資格を証明する書類として事前提出書類はどれか。

また、入札書と同封すべき書類はどれか。

Ａ２：事前提出書類＝提出期限（平成 29年 1月 10日）

入札説明書２．(６)環境配慮法に基づく適合証明書及び証明する資料

入札書と同封すべき書類

①全省庁統一(または当機構）参加資格

②小売電気事業者登録結果通知書(みなし小売電気事業者は提出不要です）

Ｑ３：複数の地区の入札に参加する場合、案件毎に別の封筒にしなければならないか。

Ａ３：複数案件に参加を希望される場合、表封筒は 1つに纏めて送付していただいて結構

です。ただし、中封筒は入札案件毎に封入して送付ください。

積算について

Ｑ１：入札(見積)金額積算にあたり、以下の端数処理方法はどうしたらよいか。

① 月合計時の端数処理方法。

② 合計金額算出時の端数処理方法。

③ 入札（見積）金額を税込から税抜にする際の端数処理方法。

Ａ１：①月合計時の端数処理方法。

月の電気料金＝基本料金は小数点第 3位以下切り捨て＋電気使用料金の端数処理

（切り上げ切り捨て）せず、基本料金と電気使用料金の合計金額の小数点以下切り

捨てした金額が月の電気料金になります。

②合計金額算出時の端数処理方法。

①で算出した各月の電気使用料金を積み上げた金額が各施設の電気料金となるた
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め端数処理は生じない。

③全施設の電気料金を合計した金額に１０８分の１００を乗じて端数を切り上げし

た金額が入札金額になります。

Ｑ２：入札金額には燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を含める必要あ

るか。

Ａ２：燃料調整費額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は含めず算定ください。

Ｑ３：積算時に力率割引を含める必要はあるか。

Ａ３：入札金額を算定するにあたり使用する力率は、仕様書別紙１に記載している各施設

毎の力率を使用して下さい。

Ｑ４：単価（基本料金単価、従量料金単価）は税抜、税込のどちらでしょうか。

Ａ４：税込みです。

料金改定について

Ｑ１：一般送配電事業者(旧一般電気事業者）が値上げをした場合、契約単価見直しにつ

いて協議に応じていただくことは可能でしょうか。

Ａ１：本入札で落札した場合の契約期間中に一般送配電事業者の約款改定、料金値上げ改

定があった場合でも、料金改定は甲乙協議のうえとなりますのでご注意ください。

電気需給契約の料金変更は契約書案第７条２項 「乙の発電費用等の変動により、契

約金額の改定を必要とするときは、一定の協議時間を確保し甲乙協議のうえ価格を改

定できるものとする。」としております。万一契約期間中に価格改定する場合は，協

議時間を十分確保のうえで，価格改定協議するようにお願いします。

Ｑ２：契約途中で消費税が増税となった場合、増税を加味した変更契約は可能か。

Ａ２：消費税率引き上げ相当分の変更契約は可能です。

その他

Ｑ１：旧一般電気事業者から供給を受けていたときの契約種別を教えてもらえるか。

Ａ１：契約者との守秘義務により契約内容を開示することは出来ません。

Ｑ２：計量日を地区の検針日にあわせて変更させていただくことは可能か。

Ａ２：可能です。なお、託送供給を行う小売電気事業者は、計量日の変更を協議する場合

は、一般送配電事業者の了解を得たうえで行ってください。
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Ｑ３：契約書締結は、契約締結者が社内規定上、下部委任された各事業所長でよろしいか。

Ａ３：問題ありません。

Ｑ４：入札書等提出書類について、日付は入札日を記入してよろしいか。

Ａ４：入札書の日付は次のとおり記載ください。

郵送入札の場合は、入札書を作成した日を記載ください。

直接入札の場合は、入札日を記載ください。

Ｑ５：自家発補給電力を行っている施設はあるのか。

Ａ５：自家発補給電力の契約はございません。

Ｑ６：ＷＥＢ請求書での請求は可能か。

Ａ６：落札後どのような請求書か確認し、協議により可否を決定させていただきます。

Ｑ７：契約電力が 500kW 以上の施設において、「各月の契約電力は仕様書に定めた値とす

る。」という運用でよろしいでしょうか。また、契約電力 500kw 未満の施設におい

ては、実量制という運用でよろしいか。

Ａ７：ご質問のとおりです。

Ｑ８：請求書は、入札地区ごとに発行する必要があるのか。

Ａ８：請求書は各施設毎に発行してください。

Ｑ９：現供給者名は教えてもらえるかのか。

Ａ９：落札情報を当機構ＨＰで公表しておりますのでご確認ください。

【当機構ＨＰ→契約に関する情報→平成２８年度落札情報→平成２８年度電気需給契約】

Ｑ１０：昨年度入札時の質疑は公開しているのか。

Ａ１０：当機構ＨＰで公表済みですので確認お願いします。掲載場所はＱ９と同様です。



調達件名：平成２９年度電気需給契約

平成２９年１月１０日現在

番号 質問 回答 備考

1
　予備電力がございましたら、予備線・予備電源のどちらかを教えてください。 　予備電力はございません。

１２／１６回答済

2

　蓄熱割引等の付帯契約がございましたら、年間割引額等を教えてください。
なお弊社供給の場合、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
せんが了承いただけますでしょうか。

　契約者との守秘義務により契約内容を開示することは出来ません。
蓄熱割引等ない場合でも、総額として最低価格であれば、落札者となりま
す。

１２／１６回答済

3

　入札内訳書を任意作成する場合、施設毎に作成したほうがよろしいでしょうか。
また、社名・代表者名・押印は必要でしょうか。

　入札内訳書は、入札地区毎で作成下さい。
　なお、入札金額算定方法については、入札説明書とあわせて配付してい
る「電気需給契約入札時のよくある質問と回答」に記載算定方法で行って
下さい。また、入札内訳書に社名、代表者名、代表者を押印下さい。 １２／１６回答済

4

　入札金額を算定するにあたり、契約期間すべて消費税率は8%で算定すれば、よろしい
でしょうか。

　積算時の消費税率は8%で算定ください。
　なお、入札金額は積算金額×100/108となります。

１２／１６回答済

5

　計量日は請求期間末日の翌日0:00となりますのでご了承いただけますでしょうか。
（例:3/1～3/31までの請求書は4/1　0:00計量）

　託送供給を行う小売電気事業者は、計量日の変更を協議する場合は、一
般送配電事業者の了解を得たうえで行ってください。 １２／１６回答済

6

　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をとしますが、よろしいでしょ
うか？

　契約書案第13条記載のとおり、「電気供給条件等」に基づき算定くださ
い。 １２／１６回答済

7

　契約書締結時、契約書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。

　協議書により協議を行うことは可能です。

１２／１６回答済



8

　地域の旧一般電気事業者が料金を改定した場合、弊社も準ずる形で改定のお願いをす
る可能性がございますが、ご対応いただけますでしょうか。

　電気需給契約の料金変更は契約書案第7条2項　「乙の発電費用等の変動
により、契約金額の改定を必要とするときは、一定の協議時間を確保し甲
乙協議のうえ価格を改定できるものとする。」としております。万一契約
期間中に価格改定する場合は，協議時間を十分確保のうえで，価格改定協
議するようにお願いします。

１２／１６回答済

9

　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。

　燃料調整費単価については、地域の旧一般電気事業者と同様に見直して
構いません。

１２／１６回答済

10

　入札を辞退する場合、辞退届等の提出は必要でしょうか。
また、指定様式はございますか。

　辞退届等を提出する必要はありませんが、入札説明書と合わせて配布し
ている「入札等に関するアンケート」のご協力をお願いします。 １２／１６回答済

11

　29年度契約期間中に供給停止する施設がある場合は、落札後、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。

　現在契約期間中に供給を停止する施設はございません。
工事等により、供給停止をする場合は、書面にて手続きいたします。 １２／１６回答済

12

　契約電力が500kW未満の施設において、各月の契約電力は「その１月の最大需要電力と
前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。」という運用でよろしいで
しょうか。

　ご質問のとおりで構いません。

１２／１６回答済

13

　本日現在、契約電力500kW以上の施設において、今回の入札期間から、現在の契約電力
から増加・減少する施設はありますでしょうか。ある場合、落札後、別途、書面にて申
込を頂かないと対応できませんのでご容赦ください。

　契約電力が500kW以上の施設において、契約電力は仕様書に定めた値で
契約を予定しており、現在、設備等の変更により契約電力の増減はござい
ません。 １２／１６回答済

14

　契約電力500kw以上の施設において、契約期間中に契約電力変更する場合は、落札後、
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。

　№13同様変更予定はございません。

１２／１６回答済

15

　1年以内に協議により契約電力を500kW未満の値に減少した施設はありますでしょう
か？その場合、旧一般電気事業者同様、毎月の請求時における契約電力の定め方は以下
の通りとなりますので、あらかじめご了承ください。「契約電力を減少された日以降12
月の期間で、その１月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のう
ちいずれか大きい値が減少後の契約電力を上回る場合は、契約電力はその上回る最大需
要電力の値とし、上回らない場合は、契約電力は減少後の契約電力とする。」

　契約電力を500ＫＷ未満に変更した施設はございません。

１２／１６回答済



16

　電気需給契約書（案）第7条2項　「乙の発電費用等の変動により、契約金額の改定を
必要とするときは、一定の協議時間を確保し甲乙協議のうえ価格を改定できるものとす
る。」とあるが、以下について確認したい。

　①特定規模需要の基本的な供給条件を規定した電力契約標準約款（高圧）の料金単価
を改定する状況において、契約単価の改定を弊社から申し出する場合には、電力契約標
準約款（高圧）の改定日からの契約単価の改定に応じていただけるとの解釈でよいか。
　②本文中の「乙の・・・（一定の協議時間を確保し）・・・」とあるが、協議に最低
限どの程度の期間を必要としているか。

　①改定に応じられない場合もございます。本入札で落札となり契約した
場合の契約期間中における契約金額変更は協議によります。また、電気供
給約款の改定日から契約金額の改定を希望する場合は、十分な協議時間を
確保してください。
　②協議内容によりますが、協議期間は最低1ヶ月程度要します。 １２／１６回答済

17

　電気需給契約書（案）第14条（支払方法及び遅延利息）の5項目に「甲は、乙の定める
供給条件等に、延滞利息の定めがある場合においては、その定めにより支払うものとす
る」等の規定を追記いただくことは可能か。

　可能です。

１２／１６回答済

18

　第21条　「この契約に定めなき事項、もしくは疑義が生じた場合は、「電気供給条件
等」によるものとし・・・・・、その都度、甲乙協議の上、誠意をもって決定し、解決
するものとする。」とあるが、本文中の「電気供給条件等」とは、弊社で特定規模需要
の基本的な供給条件を規定した電力契約標準約款（高圧）に従っていただけると解して
よろしいか。

　供給地域の旧一般電気事業者が定める供給約款等によることとします。
なお、契約締結時において、双方がこの認識を持てるように契約書の表現
を変更させていただきます。 １２／１６回答済

19

　入札金額を算定するにあたり、仕様書別紙１に記載の力率にて力率割引を考慮すると
いう事でよろしいでしょうか。

ご質問のとおり仕様書別紙１記載の力率割引を適用して算定ください。

１２／１６回答済

20

　内訳書に押印は必要ですか。 (質問№３で回答済み）
　必要です。 １２／１６回答済

21

　複数施設がある場合、以下のどちらで作成するか指定はございますでしょうか。
①１枚の内訳書（複数施設の合計）にまとめて入札金額を算出する
②各施設毎に入札金額を算出し、その金額を加算した総合計を入札金額とする

　入札説明書とあわせて配付している、「電気需給契約入札時のよくある
質問と回答」の（積算について）質問１記載のとおり入札金額を積算し、
入札地区全施設の合計金額を入札金額として下さい。 １２／１６回答済

22

　契約期間中に建替えや増築、トランス増量や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。

電力の契約に影響するような工事は予定しておりません。

１２／１６回答済



23

（計量日）条文を以下に変更または追加して頂くことは可能でしょうか。
またはその協議に応じて頂くことは可能でしょうか。
『計量日は毎月１日午前０：００に行う。』

(質問№５で回答済み）
　託送供給を行う小売電気事業者は、計量日の変更を協議する場合は、一
般送配電事業者の了解を得たうえで行ってください。 １２／１６回答済

24

（権利義務の譲渡）条文を以下に変更または追加して頂くか、又はその協議に応じて頂
くことは可能でしょうか。
『ただし、予め書面により甲の承諾を受けた場合、若しくは、信用保証協会又は中小企
業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の４に規定する金融機関に対
して売掛債権を譲渡する場合はこの限りではない。』
また、変更・追加不可の場合に覚書・協議書等での対応は可能でしょうか。

　落札後に協議のうえ、協議内容について覚書・協議書等での対応は可能
です。

１２／１６回答済

25

　
　入札金額は、基本料金と電力量料金の他に別途割引料金を適用して、電気料金を請求
したいと考えております。入札金額内訳書に割引額の欄を別途追加して提出してもよろ
しいでしょうか。また、弊社が落札した場合、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。

　ご質問のとおりで構いません。

26

　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

　入札内訳書の様式はこちらでも用意しております。希望者にのみ配布い
たします。

27

　封筒の記載方法、大きさや封印方法等に指定はありますでしょうか。
　
　入札説明書とあわせて配付済みの入札書等記載方法に封筒の記載方法等
を記載しておりますのでご確認下さい。

28

　
　基本料金単価は力率割引割増前の単価を記載し、基本料金（月額）は力率割引割増を
行ったうえでの金額を記載すればよろしいでしょうか。

　
　基本料金積算時に力率割引を含めて積算ください。入札金額を算定する
にあたり使用する力率は、仕様書別紙１に記載している各施設毎の力率を
使用して下さい。

29

　
　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。

(質問№18で回答済み）
　契約書に定めのない事項については、供給地域の旧一般電気事業者が定
める供給約款等によることとします。なお、契約締結時において、双方が
この認識を持てるように契約書の表現を変更させていただきます。

30

　
　弊社が落札した場合、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。

　ご質問のとおりで構いません。



31

　
　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、契約条項に変更させてい
ただくことは可能でしょうか。

(質問№18で回答済み）
　協議により、変更することは可能です。

32

　
　弊社に責めのない場合は、損害賠償の対象外と考えてよろしいでしょうか。これを明
確にする観点から、弊社が落札した場合、契約書を修正していただくことは可能でしょ
うか。

　ご質問内容の協議により、変更することは可能です。

33

　
　開札結果は電話でも確認可能でしょうか。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。

　落札結果は、当機構ＨＰに落札金額及び落札者名を掲載致します。な
お、公開予定日については、全地区の落札者が決定次第掲載致しますの
で、掲載日は未定です。
また、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および入
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。

34

　
　電気需給契約書（案）第14条について
 ①　第1項の「約定期間が請求書受理から30日」とあるが、弊社の供給条件においては
検針日の翌日から起算して30日目の日としている。　弊社の供給条件に合わせることは
可能か？

　可能です。

35

　
　電気需給契約書（案）第14条について
　②　第3項の「延滞利息は、遅延日数1日につき年2.9%」とあるが、弊社の供給条件に
おいては年10%としている。弊社の供給条件に合わせることは可能か？

（質問№17で回答済み）
　可能です。

36

　
　電気需給契約書（案）第14条について
　③　第3項の延滞利息の額について、「100円未満であるときは遅延利息を支払うこと
を要せず、100円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てるものとする。」とある
が、弊社の供給条件においては1円未満を切り捨てることとしている。弊社の供給条件に
合わせることは可能か？

（質問№17で回答済み）
　可能です。

37

　（低圧電力）
　電気需給契約書（案）第10条について・　第1項において「毎月○日午前零時に記録さ
れた電力量計の読みにより．．．（以下省略）」とあり、また第2項に「前項で定める計
量日は、予め甲乙協議の上、変更することができるものとする。」とある。弊社は目視
検針を行っている地区も多く、一定基準のスケジュールにより検針を行っているもの
の、毎月の同じ日に検針できないケースが多い。以上を踏まえ、弊社都合による計量日
としてよいか？

　託送供給を行う小売電気事業者は、計量日の変更を協議する場合は、一
般送配電事業者の了解を得たうえで行ってください。
　また、目視により検針を行う場合は、一般送配電事業者が定めた日程に
おいて、検針を行って構いません。


