
質疑への回答書  

 

各 位 

庄 原 市 長 

(管 財 課) 

 

令和元年12月６日に公告を行った「市庁舎３施設  で使用する電力の供給」の入札案件について、

当市に寄せられた質疑に対し、以下のとおり回答します。 

 

最終更新日：令和２年１月８日  

記  
 

質 疑 事 項 回      答 

 

質疑１ (質疑受領日：令和元年 12 月 18 日) 

落札結果の公表は総額のみで、単価公表は

なしという認識でよろしいですか。 

 

質疑２ (質疑受領日：令和元年 12 月 18 日) 

仮に当社が落札した場合、契約書（案）の内

容について落札後に協議いただくことは可能で

しょうか。 

 

質疑３ (質疑受領日：令和元年 12 月 18 日) 

入札書の日付は、作成日を記入という認識

で相違ありませんか。 

 

質疑４ (質疑受領日：令和元年 12 月 18 日) 

入札附属書の会社名欄は、商号のみを記載

し、押印不要という認識で相違ありませんか。 

 

質疑５ (質疑受領日：令和元年 12 月 18 日) 

入札書と入札附属書を封筒に入れる際、割

印や封緘時の押印等に指定はございますか。 

 

質疑６ (質疑受領日：令和元年 12 月 26 日) 

入札書に記載する日付を教えてください。 

 

質疑７ (質疑受領日：令和元年 12 月 26 日) 

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ある

場合、対象施設と工事内容を教えてください。 

 

質疑８ (質疑受領日：令和元年 12 月 26 日) 

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

 

回答１ (回答掲載日：令和元年 12 月 24 日) 

お見込みのとおりです。 

 

 

回答２ (回答掲載日：令和元年 12 月 24 日) 

可能です。 

 

 

 

回答３ (回答掲載日：令和元年 12 月 24 日) 

入札書に記載する日付に指定はありませんが、

入札書提出期限日以前の日付である必要があり

ます。 

 

回答４ (回答掲載日：令和元年 12 月 24 日) 

お見込みのとおりです。 

 

回答５ (回答掲載日：令和元年 12 月 24 日) 

割印や封緘時の押印等に指定はありません。 

 

 

回答６ (回答掲載日：令和２年１月８日) 

回答３のとおりです。 

 

回答７ (回答掲載日：令和２年１月８日) 

契約期間中、質疑内容のような工事等の予定

はありません。 

 

 

 

回答８ (回答掲載日：令和２年１月８日) 

よろしいです。 

 



質 疑 事 項 回      答 

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。 

 

質疑９ (質疑受領日：令和元年 12 月 26 日) 

一般送配電事業者が値上げの際、契約単価

見直し協議に応じて頂けますか。 

 

質疑 10 (質疑受領日：令和元年 12 月 26 日) 

現在の供給者を教えてください。 

 

 

質疑 11 (質疑受領日：令和元年 12 月 26 日) 

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。 

※協議制の施設においての変更、協議制⇒実

量制への変更、実量制⇒協議制への変更 

 

質疑 12 (質疑受領日：令和元年 12 月 26 日) 

弊社が落札した場合、切り替え手続きに必要

な資料の提示を、切り替えに間に合うよう早急

にご協力いただく事は可能でしょうか。 

 

質疑 13 (質疑受領日：令和元年 12 月 26 日) 

請求書はＷＥＢからのダウンロードにてご対

応いただけますか。 

 

質疑 14 (質疑受領日：令和元年 12 月 26 日) 

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。 

 

質疑 15 (質疑受領日：令和元年 12 月 26 日) 

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。 

 

質疑 16 (質疑受領日：令和元年 12 月 26 日) 

落札後に契約書について協議することは可

能でしょうか。 

 

質疑 17 (質疑受領日：令和元年 12 月 26 日) 

（計量日）条文を以下に変更または追加頂く

ことは可能でしょうか。 

『計量は毎月１日午前０：００に行う。』 

 

 

 

 

回答９ (回答掲載日：令和２年１月８日) 

協議に応じます。 

 

 

回答 10 (回答掲載日：令和２年１月８日) 

現在、中国電力㈱と電力供給の契約を締結し

ております。 

 

回答 11 (回答掲載日：令和２年１月８日) 

契約電力は、契約書（案）第８条のとおりです。 

 

 

 

 

 

回答 12 (回答掲載日：令和２年１月８日) 

可能です。 

 

 

 

回答 13 (回答掲載日：令和２年１月８日) 

請求書は書面の送付をお願いします。 

 

 

回答 14 (回答掲載日：令和２年１月８日) 

了承します。ただし、請求書の速報版を電子メ

ールによりお送りいただくことをお願いしておりま

す。 

 

回答 15 (回答掲載日：令和２年１月８日) 

了承します。 

 

 

 

回答 16 (回答掲載日：令和２年１月８日) 

可能です。 

 

 

回答 17 (回答掲載日：令和２年１月８日) 

可能です。契約内容については、落札者と協議

します。 

 

 



質 疑 事 項 回      答 

質疑 18 (質疑受領日：令和元年 12 月 26 日) 

（支払日）支払期日について落札後協議に応

じて頂けますか。 

 

質疑 19 (質疑受領日：令和元年 12 月 26 日) 

契約締結期限はございますか。また期限につ

いて協議可能でしょうか。 

 

回答 18 (回答掲載日：令和２年１月８日) 

協議に応じます。 

 

 

回答 19 (回答掲載日：令和２年１月８日) 

期限は定めておりませんが、できるだけ早期の

契約締結をお願いします。 

 

 

〒727-8501 広島県庄原市中本町一丁目 10 番１号 

庄原市役所 総務部 管財課 契約係 


