2019/08/05
大阪府道路公社
箕面有料道路（箕面トンネル）外２施設で使用する電気の調達業務（単価契約）
入札説明書等に対する質問及び回答
番号

受付日

１

2019/07/25

質問項目
契約書

質問
現在の供給者を教えていただけます

回答
サミットエナジー株式会社です。

でしょうか。
2

2019/07/25

契約書

箕面トンネル施設の現在の契約電力

現在の契約電力は「契約書（案）」内の

および直近一年間の最大需要電力を

「仕様書 2 仕様 (3)契約電力及び予定

提示していただけますでしょうか。

電力使用量」に記載のとおりです。
最大需用電力については「契約書（案）」

今回の契約電力が現在の契約電力を

内の「別表１」に平成 30 年度の毎月の

上回る場合，または過去一年間の実

30 分最大需用電力を記載しております

績を下回る場合，一般送配電事業者

ので、ご参考ください。

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だけますでし
ょうか。
3

2019/07/25

契約書

今回の入札における契約電力は，現

今回の入札において、契約電力の変更は

在の契約電力と変更がありますでし

ございません。

ょうか。また ，変更がある場合 ，
2019/07/25 現在の供給事業者を通
し，事前に一般送配電事業者に確認
をしておりますでしょうか。契約電
力の変更，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
いますので，あらかじめご確認をお
願いいただけますでしょうか。
4

2019/07/25

契約書

電気使用場所の旧一般電気事業者名

旧一般電気事業者はすべて関西電力株

と契約時の契約種別を施設毎に教え

式会社で、契約種別は以下のとおりで

ていただけますでしょうか。

す。
箕面有料道路（箕面トンネル）：特別高
圧電力 A-TOU
箕面有料道路管理事務所：高圧電力 AS
鳥飼仁和寺大橋有料道路：高圧電力
AS-TOU

5

2019/07/25

入札内訳書

入札金額の算定に際しての端数処理

ご質問のとおり、入力されている数式の

については、内訳書の数式のとおり

とおりとしてください。

でよろしいでしょうか？
ご質問のとおり、入札内訳書に記載する

6

2019/07/25

支払い方法等

また、税込単価は、消費税率 8％の単

税込単価（基本料金単価及び電力料金単

価を記載することでよろしいでしょ

価）については消費税率 8%の単価を記

うか。

載してください。

電気料金の計算は需要場所単位に行

ご質問のようなケースはございません。

います。需要場所に会計主体の異な

代金の支払いは大阪府道路公社のみが

るテナント等があっても，電気料金

行います。

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。
7

8

2019/07/25

2019/07/25

一般競争入札（郵便方式）説明書

落札後の手続き

説明書 12(2)の提出書類の営業経歴

営業経歴書については、過去の供給実績

書とは、過去の官公庁供給実績を記

もしくは供給体制について記載頂くも

載した書類ということでよろしいで

のですが、特に官公庁に限ったものでは

しょうか。

ございません。

落札した場合、契約保証金の免除を

落札された場合、様式は配布いたしま

受ける書類の様式はありますでしょ

す。

うか。
9

2019/07/25

契約書

燃料費調整等の算定方法が記載され

燃料費調整を含め、関西電力株式会社の

ておりますが、関西電力様が料金改

料金改定により、本業務の契約を変更す

定をした場合、改定後の燃料費調整

ることはございません。

額算出方法へ変更していただけます
でしょうか。
10

2019/07/25

契約書

弊社が落札した場合，契約書や覚書

誤字・誤謬等を除き「契約書（案）」の

について協議させていただくことは

記載を変更することは出来ませんが、契

可能でしょうか。また，可能な場合， 約書に記載の無い事項について電気受

11

2019/07/25

契約書

契約書にない細目的事項に関しては

給約款に依るものとすることは可能で

弊社の電気需給約款に依拠する形で

す。

締結させていただくことは可能でし

詳細については受注後の協議といたし

ょうか。

ます。

弊社は電力量料金等の単価を内税方

可能です。

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。
12

2019/07/25

契約書

みなし小売電気事業者（地元電力会

ご質問のケースで単価見直しの協議に

社）が値上げをした場合，単価見直

応じることはできません。

し等の協議は可能でしょうか。
13

2019/07/25

落札後の手続き

弊社が落札した場合，契約先変更の

提示します。

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※
※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）
14

2019/07/25

質問について

質問の回答内容を確認するために担

質問への回答については、大阪府道路公

当者さま宛てに電話することは可能

社ホームページに掲載いたします。

でしょうか。

お電話で回答内容についてご説明する
ことはできません。

15

16

2019/07/25

2019/07/25

支払い方法等

支払い方法等

電気料金のご請求は，各施設の内訳

ご質問のとおり、各施設の内訳が記載さ

を記載したひとつの請求書でよろし

れていれば、ひとつの請求書で問題あり

いでしょうか。

ません。

弊社では，請求書・計算書・検針票・領 WEB で確認・取得する方法での対応は可能
収書を PDF データにより WEB で確 です。

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。
17

2019/07/25

支払い方法等

使用実績の提出は WEB でのご提供

問題ありません。

となりますがよろしいでしょうか。
18

2019/07/25

支払い方法等

支払い方法は口座自動引き落としま

口座自動引き落とし及び振込のどちら

たは弊社金融機関口座への振込のど

でも対応可能です。

ちらになるでしょうか。

口座自動引き落としの引き落とし日に

なお，口座自動引き落としの場合，

ついて、特に条件はございませんので、

毎月 23 日（休日等の場合翌月曜日） ご質問のとおりで結構です。
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。

振込票については不要です。
振込手数料は弊社（発注者）負担となり
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。
19

2019/07/25

開札結果

開札結果は開 札日にご担当者様 よ

開札結果については、落札者決定後に大

り，電話，メール等でご連絡をいた

阪府道路公社ホームページに掲載いた

だけないでしょうか。

します。掲載内容には、全ての応札者名、

その場合，全ての応札者名，応札価

応札価格を含みます。

格，等を教えていただくことは可能
でしょうか。
20

2019/07/25

落札後の手続き

弊社が落札した場合，契約協議は電

電話、メール等での対応で問題ありませ

話，メール等での対応でよろしいで

ん。

しょうか。
21

22

2019/07/25

2019/07/25

契約書

質問について

弊社が落札した場合，契約書に消費

消費税率変更時の対応については質問

税率 10％の契約単価を追記すること

11 のとおりですが、詳細は落札後の協議

は可能でしょうか

といたします。

公告後に，仕様書等に変更・修正等

本入札に関して、何らかの変更事項が生

が生じた場合は，個別にご連絡いた

じた場合は、大阪府道路公社ホームペー

だけますでしょうか。

ジに掲載いたします。
個別の連絡はいたしません。

23

2019/08/02

契約電力増減

協議制（500ｋW 以上）の施設にて、 質問 2 及び 3 のとおりです。
今回の供給開始期間から契約電力の
増減はございますか。ある場合現在
の契約電力を教えてください。

24

2019/08/02

計量日

現在の計量日を教えてください。計

現在は遠隔自動検針となっており、毎月

量日が 1 日以外の場合には供給開始

1 日の 0 時から当該月の最終日の 24 時ま

が計量日からとなりますがよろしい

でを計量期間としております。

ですか。

供給開始日は「契約書（案）」内の「仕

様書

2 仕様

(1)調達期間及び計量期

間」に記載のとおり、令和元年 10 月 1
日 0 時からです。

25

2019/08/02

一般送配電事業者値上

一般送配電事業者が値上げの際、契

質問 9 のとおりです。

約単価見直し協議に応じて頂けます
か。
26

2019/08/02

現供給者

現在の供給者を教えてください。

質問 1 のとおりです。

27

2019/08/02

事前検討

現供給者が地域の一般送配電事業者

質問 1 のとおり、現供給者は一般送配電

の場合、一般送配電事業者（ネット

事業者以外の事業者です。

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（書面）をいただいてお
りますか。
28

2019/08/02

請求書

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。

質問 15 のとおりです。

