2020/7/17
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

2020/7/3

質問項目
仕様書

質問

回答

契約電力が 900kW から 850 kW に変更

箕面トンネルの契約電力については、電

となっておりますが，変更の理由を

力の使用実績から 850kW としました。

教えていただけますでしょうか。
2

3
4

2020/7/3

2020/7/3
2020/7/3

契約書

契約期間中に仕様書に影響を及ぼす

契約期間中（令和 2 年 10 月 1 日～令和 3

ような、お客さまの設備工事を予定

年 9 月 30 日）に、仕様書（電力の使用

していること はありますでしょ う

条件等）に影響のあるような設備工事の

か。

予定はありません。

一般競争入札（郵便入札）入札書作

入札用封筒の封印は不要でよろしい

封印は不要です。

成要領

でしょうか。

支払い方法等

弊社では，請求書・計算書・領収書

WEB で確認・取得する方法での対応は可能で

を PDF データにより WEB で確認・取

す。

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。
5

2020/7/3

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

振込票については不要です。

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

振込手数料は弊社（発注者）負担となり

なります。口座への振込の場合，振

ます。

込手数料は発注者様のご負担でよろ
しいでしょうか。
6

2020/7/6

自家発補給電力契約について

各施設について、自家発補給電力の

自家発補給電力の契約はありません。

契約はありますか。また、ある場合
は契約電力(ｋｗ)を教えて下さい。
7

2020/7/6

請求書について

ご請求について、①供給施設毎に請

① 供給施設毎に請求書の発行をお願い

求書を発行す ることはございま す

することはありません。ただし、各

か。②また、弊社では供給施設内に

施設の金額内訳は記載して頂く必要

ご入居されている企業様に対して個

があります。

別に請求書を発行する事が出来ませ
ん。ご了承いただけますか？

② ご質問のようなケースは ありませ
ん。料金の支払いは大阪府道路公社
のみが行います。

8

2020/7/6

請求書について

弊社の請求書は、翌月 15 日迄に到着

ご記載のスケジュールで問題ありませ

とし、請求書受領後 30 日以内（翌々

ん。

月 15 日迄）に振込となりますが、ご
了承いただけますでしょうか。
9

2020/7/6

契約時について

落札時、電力切替手続きにおいて、

可能です。

必要な情報を確認したく、最新請求
書１ヶ月分の写しをご提出いただく
ことは可能ですか。
10

2020/7/6

計量日について

現在の計量日を教えてください。尚、 現在は遠隔自動検針となっており、毎月
1 日以外の場合は、年間の請求が 13

1 日の 0 時から当該月の最終日の 24 時ま

回、かつ供給最終月のご請求が翌月、 でを計量期間としております。従って現
翌々月の 2 回に分割されます。また

在は実質的に 1 日が計量日です。

料金の算定期間は計量日から計量日
の前日となります。以上、ご了承い
ただけますでしょうか。
11

2020/7/6

契約保証金について

契約保証金免除について、
「大阪府道

契約保証金の免除の条件については大

路公社会計規程第 79 条第 1 号又は第

阪府道路公社会計規則第 79 条第 1 号で

2 号」について規程をお教えいただく

「履行保証保険契約」による場合を規定

ことは可能でしょうか。

しており、第 2 号で、「理事長が認めた
とき」と規定しております。「理事長が
認めたとき」とは「契約業者が、過去２
年の間に国（公庫及び公団を含む。）又
は地方公共団体と種類及び規模をほぼ
同じくする契約を数回以上にわたって
締結し、これらをすべて誠実に履行し、
かつ、契約を履行しないこととなるおそ
れがないと認められるとき」としていま

す（大阪府道路公社会計規程実施細則第
49 条の４）
。
12
13

2020/7/6
2020/7/6

現在の供給事業者
協議書締結

現在の供給事業者を教えていただけ

テプコカスタマーサービス株式会社で

ますでしょうか。

す。

単価契約書の条文に記載が無い事項

可能です。

を補完するため、当社の基本契約要

詳細については受注後の協議といたし

綱を添付した協議書を締結させてい

ます。

ただくことは可能でしょうか。
14

2020/7/6

電気料金お支払方法

電気料金を分割して入金する予定は

料金を分割して入金（お支払い）する予

ありますでしょうか。

定はありません。

分割入金の場合、当社の銀行口座に
直接入金いただき、振込手数料はお
客さま負担となりますが、よろしい
でしょうか。
15

2020/7/6

電子データ提供

入札書及び入札内訳書総括表の電子

入札書（Word ファイル）を入札公告内の

データ（Excel 等）をご提供いただけ

入札書のリンクから、入札内訳書総括表

ますでしょうか。

（Word ファイル）を入札内訳書総括表の
リンクから入手できるようにいたしま
した。

16

2020/7/6

契約電力変更

箕面トンネルにおいて、調達期間中

箕面トンネルにおきましても、ほか２施

に契約電力の変更の予定はあります

設（箕面有料道路管理事務所、鳥飼仁和

でしょうか。

寺大橋有料道路）におきましても、調達
期間中（令和 2 年 10 月 1 日～令和 3 年 9
月 30 日）に契約電力の変更の予定はあ
りません。

17

2020/7/6

契約保証金

説明書２７に契約保証金の免除につ
いて記載があります。

質問 11 に対する回答のとおりです。

当社が契約保証金を免除いただける
かどうか確認するため、
「大阪府道路
公社会計規程第 79 条第 1 号および第
2 号」の条文を教えていただけますで
しょうか。
18

2020/7/14

仕様

契約期間中に建替や増築、トランス

質問 2 に対する回答のとおりです。

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。
19

2020/7/14

20

2020/7/14

21

2020/7/14

22

2020/7/14

23

2020/7/14

24

2020/7/14

仕様、契約

仕様
仕様

契約関係
契約関係

契約関係

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。
現在の計量日を教えてください。
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。
現在の供給者を教えてください。
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。
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

燃料費調整額は、契約書別紙仕様書 2
仕様 (10)燃料費調整等の記載に従って
算出する額となります。一般送配電事業
者の約款とは連動いたしません。
質問 10 に対する回答のとおりです。
質問 10 に対する回答のとおりです。

質問 12 に対する回答のとおりです。
箕面トンネルの契約電力が現在から変
更になります。現在の契約電力は 900kW
です。
書面での確約ではありませんが、一般送
配電事業者に、本件の開札日程が切替手
続き（接続供給契約手続き）のスケジュ

約を書面でいただいておりますか。

ール上、契約電力変更がある場合も含め

上記の契約電力変更がある場合も含

て問題無いことを確認しております。

めて確約をいただいておりますか。

供給開始が間に合わない場合のペナル

万が一供給開 始が間に合わない 場

ティは、単価契約書（案）第 12 条に記

合、ペナルティ等はございますか。

載のとおりです。また、入札参加停止の
措置要件に該当すると認められる場合
は、入札参加停止となります。措置要件
及び期間については大阪府入札参加停
止要綱に準拠します。

25

2020/7/14

契約関係

弊社が落札した場合、切り替え手続

発注者として、切り替え手続きに必要な

きに必要な資料の提示を、切り替え

資料の提示等、適切に対応させて頂きま

に間に合うよう早急にご協力いただ

す。

く事は可能でしょうか。
26

2020/7/14

契約関係

切り替え時に工事が必要な場合、切

切り替え時に工事は不要ですので、質問

替に必要な日 数が不足していま す

24 に対する回答のとおり、日程に問題は

が、切替が間に合わない、もしくは

ありません。

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。
27

28

2020/7/14

2020/7/14

契約関係

契約関係

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。
請求書はＷＥＢからのダウンロード

請求書は合計請求、個別請求のどちらで
も対応可能です。なお、計量日が質問 10
に対する回答のとおりですので、分散検
針はありません。

質問 4 に対する回答のとおりです。

にてご対応いただけますか。
29

2020/7/14

契約関係

検針結果は請求書の内訳をもって検

問題ありません。

針票に代えさせていただいておりま
す。その旨ご了承頂けますか。
30

2020/7/14

契約関係

毎月の受電月報（30 分データ）の提
供は、WEB からのダウンロードのみと
なります旨ご了承いただけますか。

問題ありません。

