
公告第 12 号
案件名

公告番号 案件 区分 頁 番号 回答内容

12 1 説明書 1

入札書に記載する日付を教えてください。 入札日（平成２９年１２月２２日）となります。

説明書 2

内訳書は入札時の添付書類でしょうか。様式指定の
場合エクセルデータの入手を希望します。

川崎市立井田病院で使用する電気の調達

質問内容

入札時に、「積算の基礎となった単価等を詳細に示した明細書」を
ご提出いただく必要があります。
明細書は、入札書の後ろにホチキス留めしてご提出ください。
任意様式で、特に押印は求めません。

12 1 説明書 3

入札時に力率割引を含めますか。 含めていただいています。（入札時は力率１００％とし、契約締結
時は８５％とします。）

12 1

12 1 説明書 4

内訳書の端数処理について指定があれば教えてく
ださい。
・基本料金
・電力量料金
・月ごとの合計金額

端数が出る場合には、小数点以下第１位で四捨五入してくださ
い。

任意です。入札説明書の「8　開札に立ち会う者に関する事項」を
ご覧ください。

説明書 6

一般送配電事業者（東京電力パワーグリッド株式会
社）より電力の供給先変更にともなう手続きに関し、
６週間程度の日数が必要と案内がされております
が、事前に一般送配電事業者と協議済みでしょう
か。
｢入札による電力調達をご検討のお客さまへ｣（東京
電力パワーグリッド(株)ホームページ）
http://www.tepco.co.jp/pg/consignment/retailservi

2/bid/i d j ht l

12 1 説明書 5

開札の立会いは任意でよろしいでしょうか。

過去、電力の供給先変更にともなう手続きに関し,問題なく切替で
きております。

12 1 説明書 7

請求金額お支払い方法について教えてください。（振
込または引き落とし）

振込です。

12 1



病院局契約規程第３４条に該当する場合は、免除します。

12 1 説明書 8

　弊社が落札した場合、契約保証金は免除でよろし
いでしょうか。

公表している、契約書及び仕様書により契約を締結します。但し、
病院局契約規程等の例規、法令に反しない範囲で協議すること
ができます。

12 1 説明書 9

　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。

10

入札金額の算定は、基本料金と電力量料金の他に
別途割引料金を適用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。

説明書

結構です。

12 1 説明書

11

弊社は１施設に対して１枚の請求書の作成となって
おり、分割請求には対応できかねます。また、お支
払いに関しましても以下の例１のような要望の場合
は、お客様から入金の内訳を事前にお知らせして頂
くこととなりますが、ご了承いただけますでしょうか。
（例１）庁舎○○○円、自販機○○○円に分けて
別々で入金します。

12

請求書は単独でいただくことになります。支払いも病院局からの
毎月払いです。

12 1 説明書 12

入札書に押印、割印は必要でしょうか。また、入札書
の指定がございましたら教えてください。

入札説明書の「７　入札手続等」をご覧ください。

12 1

12 1 説明書 13

入札金額算定に当たって基本料金、従量料金の単
価は税込み、税抜きのどちらでしょうか。

税込みでお願いいたします。

12 1 説明書 14

工事負担金に関しまして、お客様の都合で新設備設
置・工事が着工する際に発生しました工事金などは
弊社負担することができませんが、ご対応いただけ
ますでしょうか。

井田病院が行う工事のに関しての工事金などは、負担していただ
くことはありません。

1 仕様書

予備送電がございますが種類は「予備線」、「予備電
源」のどちらですか。

予備電源です。



仕様書

株式会社　エネットです。

1

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。

1 仕様書

入札対象施設の現供給者を教えてください。

現供給者が一般送配電事業者の場合、開札から切
替申込期限までが厳しいスケジュールとなっており
ます。該当地域の一般送配電事業者（ネットワーク
サービスセンター）と事前検討をされ、開札以降に切
替手続きをしても間に合うことの確約をいただいてお
りますか。

今後の社会情勢を踏まえて判断してまいります。

12

12 1 仕様書

12 1 仕様書

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

仕様書12 1

過去、電力の供給先変更にともなう手続きに関し,問題なく切替で
きております。

12 1 仕様書

請求書はＷＥＢからのダウンロードにてご対応いた
だいております。また、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。

WEB請求書での請求はできません。

12

受電月報の提供につきましては、Webのみで了承します。

12 1 仕様書

２回線受電との事ですが、予備線、予備電源の有無
をご教示下さい。

予備電源です。

自家発補給電力はあるとの事ですが、自家発補給
契約も有ると言うことでよろしいでしょうか。「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）・使用月、未使用月とその
使用電力（ｋｗｈ）

非常用発電機はありますが、常用発電機はございません。

12 1 仕様書

分割請求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。

特段、予定しておりません。



供給開始時に契約電力の変更がある場合、以下の
内容を教えていただけますか。
・変更理由、設定根拠について。
・契約電力変更に関する一般送配電事業者への事
前検討と、事前検討回答書の有無。

12 1

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ございましたら、対象
施設と工事内容を教えてください。

特段、予定しておりません。

変更の予定はありません。

1

契約電力は１６５０ｋＷ。直近の 大需要電力は１５１２ｋＷです。

12 1 仕様書

　現在の契約電力および直近一年間の 大需要電
力を提示していただけますでしょうか。

12

12 1 仕様書

電気需給契約約款第6条2項の超過金の取扱いにつ
いて、「超過金の支払いについて発注者及び受注者
とが協議を行い、超過金の支払いが適当であると認
められたときは、発注者は当該協議において決定さ
れた金額を超過金として受注者に支払うものとす
る。」との記載がありますが、「受注者の責めとなる
理由による場合を除き、受注者の定める電力需給約
款により決定された金額を超過金として受注者に支
払うものとする。」に変更していただくことは可能で
しょうか

公表している、契約書及び仕様書により契約を締結します。

12 1 仕様書

（計量日）条文を以下に変更または追加を含めた協
議に応じて頂くことは可能でしょうか。『計量は毎月１
日午前０：００に行う。』

毎月１日午前０：００です。記載については別途協議いたします。

業務用（高圧）です。

12 1 仕様書

現在の契約種別を教えてください。

12 1 仕様書

太陽光発電等による余剰電力の売電契約を締結し
ておりますでしょうか。
　　また、弊社が落札した場合、余剰売却契約の計
量日を主契約（今回の入札対象の契約）の計量日に
あわせて変更させていただいてもよろしいでしょう
か。

太陽光発電等による余剰電力の売電契約は、しておりません。

12 1

質問書を提出し、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。

再度の質問は受け付けません。



弊社が落札した場合、契約先変更の手続きに必要
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※
・現在の供給者とのご契約名義
・現在の供給者
　　※供給地点特定番号

12 1

検針の結果はWebによりお知らせすることになります
がよろしいでしょうか

結構です。毎月の電力使用等が確認できる電気料金計算内訳書
は、請求書と一緒に送付してください。

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。

結構です。

12 1

公表している、契約書及び仕様書により契約を締結します。但し、
支払期限は病院局契約規程等の例規、法令に反しない範囲で協
議することができます。

12

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。

落札者が決定した後であれば可能です。その場合、全ての応札
者名、応札価格等をお知らせいたします。

12 1

次回入札公告時にお客様側の業務負担軽減を目的
に、他事業者を含んだ今回の質問回答内容を参考
資料として配布いただけないでしょうか。

予定はありません。

12 1

入札説明書および入札仕様書等に変更や修正が生
じた場合は、電話等にて連絡をいただけますでしょう
か。

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。

ホームページで別途公開いたします。また、その旨を、電話等に
てお知らせいたします。

12 1

結構です。

12 1

配布された資料に契約書の取り交わしは５日以内と
ありますが、弊社事務手続き上、期日を若干超過す
る場合がございます。あらかじめご了承をお願いい
たします。

別途協議します。

12 1


