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質 問 回 答 書 

 

調達件名：下水道施設等で使用する電気の調達 

 

No. 質問事項 回  答 

1 ダウンロードした入札金額明細書につい

て。 

基本料金を算定するにあたって、入力して

ある式では 4月の契約電力で計算されるよう

に固定されるような数式になっているが、各

月での契約電力を元に算定する式に直して算

定してもよろしいですか? 

入札金額明細書の契約電力について、平成 28 年 8

月時の契約電力を通年の契約電力として算定するよ

うに変更を行いましたので、変更した明細書をダウン

ロードしてください。 

2 ダウンロードした入札金額明細書につい

て。 

契約電力が年度途中で変わっている施設が

あるが、表の値のまま算定してよろしいです

か。 

契約電力について、平成 28 年 8月時の契約電力を

通年の契約電力として算定するように変更を行いま

したので、変更した明細書をダウンロードしてくださ

い。 

3 入札書に記載する日付を教えてください。  開札日としてください。 

4 内訳書を添付する必要がありますか。   

必要の場合、  

・内訳書に押印は必要ですか。 

・内訳書添付方法に指定はありますか。（ホチ

キス留め、割印など） 

 内訳書を添付してください 

 ・内訳書に押印の必要はありません。 

 ・内訳書添付方法に指定はありません。 

5 入札書を送付する封筒作成方法に規定はあ

りますか。（郵送、立会入札の場合のみ） 

 四日市市上下水道局ホームページの入札情報「郵便

入札専用封筒について」を参考に作成ください。 

 なお、自社作成の封筒でも可とします。 

6 17富田浜元町２８区画地下ポンプ場等で 10

月に重負荷時間がありますが、請求がずれた

ための措置で、見積時はこのまま重負荷単価

×10月電力使用量で見積もるということでよ

ろしいでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

7 見積金額明細書の「合計」列が端数処理さ

れていないため、合計列の縦計と総計（横計）

とが一致しません。このままでよろしいでし

ょうか。 

 一致しなくても構いません。 

  

8 旧一般電気事業者からの供給時の契約種別

（料金メニュー：ビル等の業務用か、工場等

の産業用か）を教えて下さい。 

＊複数施設の場合は、施設ごとに回答願い

ます。 

以下のとおりとなります 

施設名 契約種別 

橋北ポンプ場 高圧電力第 1種プランＡ 

常磐ポンプ場 高圧電力第 1種プランＡ 
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朝明ポンプ場  高圧電力第 1種プランＡ 

午起ポンプ場  高圧電力第 1種プランＬ 

三滝通り第１地下ポンプ

場 

高圧電力第 1種プランＬ 

阿瀬知雨水１号幹線排水

施設  

高圧電力第 1種プランＬ 

三滝通り第２地下ポンプ

場  

高圧電力第 1種プランＬ 

羽津ポンプ場  高圧電力第 1種プランＬ 

諏訪公園雨水調整池  高圧電力第 1種プランＬ 

八剣地下ポンプ場 高圧電力第 1種プランＬ 

納屋ポンプ場  高圧電力第 1種プランＬ 

高砂ポンプ場 高圧電力第 1種プランＬ 

朝日町ポンプ場  高圧電力第 1種プランＬ 

阿瀬知ポンプ場  高圧電力第 1種プランＬ 

納屋運河地下ポンプ場 高圧電力第 1種プランＬ 

中央通り貯留管排水施設  高圧電力第 2種プランＬ 

富田浜元町２８区画地下

ポンプ場 

高圧電力第 1種プランＬ 

茂福ポンプ場 高圧電力第 1種プランＬ 

白須賀ポンプ場 高圧電力第 1種プランＬ 

大井の川ポンプ場  高圧電力第 1種プランＬ 

旧雨池ポンプ場  高圧電力第 1種プランＬ 

雨池ポンプ場 高圧電力第 1種プランＬ 

安島地下ポンプ場 高圧電力第 1種プランＬ 

新正地下ポンプ場  高圧電力第 1種プランＬ 

落合ポンプ場 高圧電力第 1種プランＬ 

塩浜第３ポンプ場  高圧電力第 1種プランＬ 

智積汚水中継ポンプ場  高圧電力第 1種プランＬ 

磯津第１ポンプ場  高圧電力第 1種プランＬ 

内堀ポンプ場 高圧電力第 1種プランＬ 

野田排水機場  高圧電力第 1種プランＬ 

河原田ポンプ場 高圧電力第 1種プランＬ 

新富洲原ポンプ場  高圧電力第 1種プランＡ 

9 仕様書では契約電力は別表のとおりとなっ

ていますが、別表と見積金額明細書の契約電

力・使用電力量がほとんどの施設において相

違しています。 

また、見積金額明細書では月毎に契約電力

が異なっている施設があります。 

以下のとおりとしますがよろしいでしょう

か。 

・見積金額明細書の契約電力・使用電力を正

とし見積もる。 

・見積金額明細書では月毎に契約電力が違う

・別表の契約電力・使用電力量は平成 27年の実績で

す。参考にしてください。 

 

・契約電力について、平成 28 年 8月時の契約電力を

通年の契約電力としました。それに伴い見積金額明細

書の変更を行いましたので明細書をダウンロードし、

見積ください。 

 

・500kW未満の施設の契約電力は実量制です。 
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施設があるが、これは見積時専用であり、請

求時は 500kW未満の施設は実量制とする。 

10 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の予定はありま

せん。 

11 契約電力が、現在と今回（今回の供給開始

時）で変更になる施設がある場合、現在の契

約電力をお教えください。 

（供給開始申込時に、変更理由等をご確認さ

せていただきます） 

契約電力の変更とは、500ｋＷ以上で契約電

力を増減する場合、又は増減した結果 500ｋＷ

を上回る（下回る）場合です。 

 契約電力が、今回の供給開始時で変更になる施設は

ありません。 

12 融雪用電力の契約はございますか。 「融雪用電力」の契約はありません。 

13 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頂くこと

は可能でしょうか。 

 協議に応じます。 

14 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の締結について協議に

応じて頂くことは可能でしょうか。 

 協議に応じます。 

15 入札対象施設の現供給者を教えてください

(複数者ある場合はその旨を教えてくださ

い)。 

以下のとおりとなります 

施設名 現供給者 

橋北ポンプ場 丸紅新電力株式会社 

常磐ポンプ場 丸紅新電力株式会社 

朝明ポンプ場  丸紅新電力株式会社 

午起ポンプ場  丸紅新電力株式会社 

三滝通り第１地下ポンプ

場 

丸紅新電力株式会社 

阿瀬知雨水１号幹線排水

施設  

丸紅新電力株式会社 

三滝通り第２地下ポンプ

場  

丸紅新電力株式会社 

羽津ポンプ場  丸紅新電力株式会社 

諏訪公園雨水調整池  丸紅新電力株式会社 

八剣地下ポンプ場 丸紅新電力株式会社 
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納屋ポンプ場  丸紅新電力株式会社 

高砂ポンプ場 丸紅新電力株式会社 

朝日町ポンプ場  丸紅新電力株式会社 

阿瀬知ポンプ場  丸紅新電力株式会社 

納屋運河地下ポンプ場 丸紅新電力株式会社 

中央通り貯留管排水施設  丸紅新電力株式会社 

富田浜元町２８区画地下

ポンプ場 

丸紅新電力株式会社 

茂福ポンプ場 丸紅新電力株式会社 

白須賀ポンプ場 丸紅新電力株式会社 

大井の川ポンプ場  丸紅新電力株式会社 

旧雨池ポンプ場  丸紅新電力株式会社 

雨池ポンプ場 丸紅新電力株式会社 

安島地下ポンプ場 丸紅新電力株式会社 

新正地下ポンプ場  丸紅新電力株式会社 

落合ポンプ場 丸紅新電力株式会社 

塩浜第３ポンプ場  丸紅新電力株式会社 

智積汚水中継ポンプ場  丸紅新電力株式会社 

磯津第１ポンプ場  丸紅新電力株式会社 

内堀ポンプ場 丸紅新電力株式会社 

野田排水機場  丸紅新電力株式会社 

河原田ポンプ場 丸紅新電力株式会社 

新富洲原ポンプ場  中部電力株式会社 

16 契約書は全施設をまとめて１本ということ

でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

17 現供給者が旧一般電気事業者の施設がある

場合、開札から供給開始までの日数により切

替が間に合わない場合がございます。 

該当地域の旧一般電気事業者（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でしょうか。 

もし確約をいただいていないようでした

ら、念のためご確認いただけますでしょうか。 

 昨年度の電気の調達において、切替は 1ヶ月で行っ

た実績がありますので、切替は期間前までに可能であ

ると想定しております。 

18 請求書を郵送ではなく、ＷＥＢからのダウ

ンロード（郵送の請求書と同じ書面・印有）

にしていただくことは可能でしょうか。 

 書面にて請求書を郵送してください。 

19 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が、よ

ろしいでしょうか。 

 WEB からのダウンロードのみで、結構です。 



5／6 

 

20 契約書案をいただいておりませんが、契約

書文言等の変更について協議に応じていただ

くことは可能でしょうか。 

 協議に応じます。 

21 入札対象施設の現供給者を教えてくださ

い。なお、初めて一般電気事業者から新電力

に切り替えがある場合、事前に一般電気事業

者に新電力への切り替えが供給期間前までに

できることを確認していただいていますか。 

現供給者は上記№15 で回答しましたので、確認を

お願いします。 

 昨年度の電気の調達において、切替は 1ヶ月で行っ

た実績がありますので切替は期間前までに可能であ

ると想定しております。 

22 入札金額算定にあたって、契約期間すべて

消費税率は８％でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

23 見積、内訳書作成にあたり、基本料金単価・

従量料金金単価の端数の処理方法・記入方法

について教えてください。また、記載する金

額は税込みか税抜きか教えてください。（切捨

て、切上げ、四捨五入、小数点第○位まで記

入等） 

各料金単価の小数点以下は特に定めません。 

各施設で月合計は円未満切捨としてください。 

24 弊社は１施設に対して一枚の請求書の作成

となっており例 2のようなご要望、またお支

払いに関しましても以下の例 1のようなご要

望には添えませんがよろしいでしょうか。 

（不可例 1）庁舎 ○,○○○円  自販機 

○,○○○円に分けて別々で入金します 

（不可例 2）10 施設を一枚の合算請求書でく

ださい        

（不可例 3）料金の請求は、請求書のほかに内

訳書（電力種別・使用電力量・単価・料金・

最大電力・力率・契約電力・30分使用電力値

等）を電子データにして添付すること                                                                                                

など 

今回契約する 32 施設に関して、各施設毎の内訳書

と共に合算した請求書で請求してください。また、各

施設毎の内訳書はこちらの指定する順番でお願いし

ます。 

25 受変電設備（キュービクル）が地下にある

施設はありますか。 

地下にあるとなると、電波の問題で電力使

用量の 30分値が取れない恐れがあるため、新

電力メータ交換の際アンテナを上げる工事が

必要となり工事代を負担していただく場合が

ありますが、ご対応していただけるでしょう

か。（弊社は工事代を負担することはできませ

ん） 

また、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。 

受変電設備が地下にある施設はありません。 

メータ交換に必要な経費は、原則として供給者の費

用負担で実施してください。特殊要因がある場合は協

議とさせていただきます。 
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26 地域の一般電気事業者が値上げをした場

合、弊社も同じ額をスライドで値上げさせて

頂きますが、ご対応頂けますでしょうか。 

協議事項とします。 

27 入札書及び内訳書に割り印は必要でしょう

か。 

入札書及び内訳書に割り印は不要です。 

28 入札書に記載する日付を教えてください。 開札日としてください。 

29 現在の契約種別をお教えしていただけます

か。 

上記№15 で回答しましたが、新富洲原ポンプ場を

除く全施設は新電力と契約を行っており、契約種別は

ありません。また、新富洲原ポンプ場は№8で回答し

たとおり高圧電力第 1 種プランＡです。 

30 弊社は検針結果を書類・データにて報告す

ることはできませんがよろしいでしょうか。

（Web にて使用量を確認することはできます）

※請求書は紙ベースとなります。 

Webにて使用量の確認及び印刷が可能であれば、対

応可能です。 

31 自家発補給電力契約がある場合、以下の内

容を教えてください。 

 

・契約電力はいくつかの案件 

・使用月、未使用月とその使用予定電力量 

自家発補給電力契約はありません。 

32 予備送電がある場合、以下の内容を教えて

ください。 

 

・種類は「予備線」、「予備電源」のどちら

ですか。 

・契約電力はいくつですか。 

予備送電はありません。 

 


