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令和元年７月１８日 

 

令和元年７月２６日執行の我孫子市公募型競争入札の質疑回答書 

№ 
発注

番号 
入札件名 発注課名 ページ 

1 19551 
我孫子市役所本庁舎ほか１８施設の使用電力供

給（長期継続契約）（単価契約） 
施設管理課 2 

2 19552 
我孫子市小中学校１９校の使用電力供給（長期

継続契約）（単価契約） 
学校教育課 7 

4 19554 
仮想基盤環境用機器(Ｒ２年３月更新)一式賃貸

借(長期継続契約) 
情報政策課 12 

6 19556 
ＩＰ電話システム関連機器(Ｒ２年４月更新)一

式賃貸借 
施設管理課 13 

8 19558 我孫子市総合計画策定支援業務委託 企画課 14 

11 19561 我孫子市消防団第９分団器具置場新築工事 警防課 15 

※ №は令和元年７月２６日執行の我孫子市公募型競争入札公告（令和元年７月１日

付け我孫子市公告第２２号）の＜入札案件一覧＞に記載された№に該当します。 

※ 上表に記載のない案件については、質疑がありませんでした。 
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№１ 質疑回答（１／５） 

件 

名 

我孫子市役所本庁舎ほか１８施設の使用

電力供給（長期継続契約）（単価契約） 

発注番号 １９５５１ 

発注主管課名 施設管理課 

質      疑 回     答 

１ 契約期間中に、受電設備（トランス・

変圧器容量等）の増加工事を予定してい

る施設はありますでしょうか。 

該当する施設がある場合、今回当社が

落札し、仮に次回他社が供給することに

なった際は、増加工事後に契約電力が増

加し、１年を満たないで当社との需給契

約が廃止される時（または契約電力等を

１年に満たないで減少される時）は、増

加された日に遡って、臨時電力の料金が

適用されます。 

現時点においては次回の入札結果は

わからないため、今回の入札では１年以

上当社との契約が継続するものとして

応札価格を算定させていただきますが、

上記の事例となった場合は、後日料金を

精算させていただくことになりますの

でご了承願います。 

 

２ 契約期間は３年間ですが、入札金額は

１年分でよろしいでしょうか。 

 

３ 入札価格の低減に資するため書類作

成の省力化によるコストダウンを目指

しております。各種提出用紙をエクセ

ル、ワード版等の電子データでご提供い

ただけますでしょうか。 

 

４ 落札後の契約条件を確認する必要が

あるため、入札前に契約書（案）をご提

示いただけますでしょうか。 

 

（次ページへ続く） 

１ 現時点で電力の契約に影響する工

事の予定はありません。 

  また、契約期間の途中で左記の事

例が発生した場合には、変更契約等

について両者協議となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ お見込みのとおりです。 

 

 

３ 入札情報サービス掲載の「二酸化

炭素排出係数等条件」の電子データ

をワード版に差し替えます。 

 

 

 

４ 落札後、契約内容の協議をします

ので現段階では提供できません。 

 

 

（次ページへ続く） 
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№１ 質疑回答（２／５） 

質      疑 回     答 

５ 当社が落札した場合、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、電気需

給契約の内容は多岐にわたるため、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。 

 

６ 当社が落札した場合、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、契約条項にさせていただくことは可

能でしょうか。 

 

７ 当社が落札した場合、どのようなお支

払い方法となりますか。 

 

 

 

８ 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。 

 

９ 当社が落札した場合、計量日は地区の

検針日が基準となりますがよろしいで

しょうか。 

今回の入札による契約開始日および

契約終了日前後での、請求書の分割は行

えず、場合により年間の請求が１３回に

なることがありますがよろしいでしょ

うか。 

 

（次ページへ続く） 

５ 両者協議の上、決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 支払期限日及び遅延利息に関して

は、政府契約の支払遅延防止等に関

する法律（昭和２４年法律第２５６

号）に準ずるものとします。 

 

 

 

 

 

７ 公共料金明細サービスを利用して

おり、支払期日に市の口座から引落

し（口座振替）で支払います。 

 

 

８ 印刷することが可能であれば差し

支えありません。 

 

 

９ 差し支えありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 
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№１ 質疑回答（３／５） 

質      疑 回     答 

１０ 開札の結果により、供給する小売電

気事業者が変更となる場合は、供給者変

更（スイッチング）の申込手続きを小売

電気事業者が行う必要があります。一般

送配電事業者の取り決めにより、スイッ

チングの申込期日が厳格に定められて

いるため、開札以降すみやかに、小売電

気事業者宛に廃止申込および使用申込

手続きを行っていただきますようよろ

しくお願いいたします。 

 

１１ 質問書を提出した場合、書面でご回

答をいただけますでしょうか。また回答

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。 

 

１２ 開札結果は開札日にご担当者様よ

り、電話、メール等でご連絡をいただけ

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。 

 

１３ 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。 

 

１４ 当社が落札した場合、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。 

 

１５ 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

布していただけないでしょうか。 

 

（次ページへ続く） 

１０ 必要に応じて書面にて申込手続

きをいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 我孫子市公募型競争入札公告の

Ⅰ、６（２）を参照してください。

なお、本回答に関する個別の問合せ

には応じられません。 

 

１２ 開札後、落札予定者には個別に

電話連絡をします。また、開札結果

の状況を電話で確認することは可能

です。 

 

 

１３ 個別に電話連絡等での対応はし

ません。変更や修正が生じた場合は、

市のホームページに掲載します。 

 

１４ 差し支えありません。 

 

 

 

１５ 配布の予定はありません。 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 
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№１ 質疑回答（４／５） 

質      疑 回     答 

１６ 「我孫子市後田暫定ポンプ場」につ

いては、今回入札対象から外れておりま

す。随意契約をご希望の場合は、改めて

電気使用申込書をご提出いただくこと

になりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 

１７ 現契約での計量日を教えてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 当社供給の場合、旧一般電気事業者

と同様の付帯契約（蓄熱割等）の適用が

できませんが了承いただけますでしょ

うか。 

 

１９ 入札内訳書作成に当たり、基本料

金・従量料金（d・g・ｊ欄）の端数処理

は、掛けっ放しとの認識でよろしいでし

ょうか。 

 

２０ 計量日はご使用期間末日の翌日

0:00 となりますのでご了承いただけま

すでしょうか。 

（例:使用期間が 3/10～4/9 の場合、計

量日は 4/10 0:00） 

 

２１ 契約書締結時、契約内容について一

部変更したい場合、協議を行うことは可

能でしょうか。契約書変更が不可能な場

合、協定書を別途締結させていただくこ

とは可能でしょうか。 

 

（次ページへ続く） 

１６ 了承します。 

 

 

 

 

 

 

１７ 計量日は施設ごとに異なりま

す。入札情報サービスに掲載の別紙

１ 需要場所一覧中、№１３、１７

の２施設が毎月２２日、№１、９、

１１、１２、１８の５施設が毎月２

３日、№５、１０、１４～１６の５

施設が毎月２４日、№２～４、６～

８、１９の７施設が毎月２５日です。 

 

１８ 蓄熱割引等の付帯契約はありま

せん。 

 

 

 

１９ お見込みのとおりです。 

施設ごとに合計金額を１円単位で

積算することとし、１円未満の端数

がある場合は、切り捨ててください。 

 

２０ 了承します。 

 

 

 

 

 

２１ 契約内容は仕様書等の設計図書

のとおりとし、変更はできません。 

  協定書についても同様とします。 

  設計図書に記載が無い項目につい

ては両者協議となります。 

 

（次ページへ続く） 
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№１ 質疑回答（５／５） 

質      疑 回     答 

２２ 契約期間中において、地域の旧一般

電気事業者が料金を改定した場合や、市

場価格の変動又は経済状況等の変動が

あった場合は、協議の上、契約単価等の

変更は可能でしょうか。 

 

２３ 地域の旧一般電気事業者において、

燃料費調整単価の算定方法の見直しが

行われた場合、本契約においても同様に

見直しが行われるものと考えてよろし

いでしょうか。それとも、契約時の燃料

費調整単価の算定方法のまま、契約期間

内は変更なしとなりますでしょうか。 

 

２４ 契約期間中及び契約期間満了時に

施設の閉鎖や移転等により電力を供給

停止する施設がある場合、別途書面にて

申込みを頂かないと対応できませんの

でご容赦ください。 

 

２５ 入札内訳書に押印は必要でしょう

か。 

２２ 仕様書７その他（２）を参照し

てください。 

市場価格の変動、又は経済状況等

の変動があった場合は、両者協議の

上、決定します。 

 

２３ 仕様書５電気料金の算定方法

（２）イを参照してください。 

地域の一般電気事業者において、

燃料費調整単価の算定方法の見直し

が行われた場合、本契約においても

同様に見直しを行います。 

 

 

２４ 了承しました。該当施設があっ

た場合、書面にて申込手続をいたし

ます。 

 

 

 

２５ 電子入札システムからの提出と

なるため、押印は不要です。 
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№２ 質疑回答（１／５） 

件 

名 

我孫子市小中学校１９校の使用電力供給

（長期継続契約）（単価契約） 

発注番号 １９５５２ 

発注主管課名 学校教育課 

質      疑 回     答 

１ 契約期間中に、受電設備（トランス・

変圧器容量等）の増加工事を予定してい

る施設はありますでしょうか。 

該当する施設がある場合、今回当社が

落札し、仮に次回他社が供給することに

なった際は、増加工事後に契約電力が増

加し、１年を満たないで当社との需給契

約が廃止される時（または契約電力等を

１年に満たないで減少される時）は、増

加された日に遡って、臨時電力の料金が

適用されます。 

現時点においては次回の入札結果は

わからないため、今回の入札では１年以

上当社との契約が継続するものとして

応札価格を算定させていただきますが、

上記の事例となった場合は、後日料金を

精算させていただくことになりますの

でご了承願います。 

 

２ 契約期間は３年間ですが、入札金額は

１年分でよろしいでしょうか。 

 

３ 入札価格の低減に資するため書類作

成の省力化によるコストダウンを目指

しております。各種提出用紙をエクセ

ル、ワード版等の電子データでご提供い

ただけますでしょうか。 

 

４ 落札後の契約条件を確認する必要が

あるため、入札前に契約書（案）をご提

示いただけますでしょうか。 

 

（次ページへ続く） 

１ 増加工事を予定している施設は現

在のところありません。 

また、契約期間の途中で左記の事

例が発生した場合には、変更契約等

について両者協議となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ お見込みのとおりです。 

 

 

３ 入札情報サービス掲載の「二酸化

炭素排出係数等条件」の電子データ

をワード版に差し替えます。 

 

 

 

４ 落札後、契約内容の協議をします

ので現段階では提供できません。 

 

 

（次ページへ続く） 
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№２ 質疑回答（２／５） 

質      疑 回     答 

５ 当社が落札した場合、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、電気需

給契約の内容は多岐にわたるため、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。 

 

６ 当社が落札した場合、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、契約条項にさせていただくことは可

能でしょうか。 

 

７ 当社が落札した場合、どのようなお支

払い方法となりますか。 

 

 

 

８ 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。 

 

９ 当社が落札した場合、計量日は地区の

検針日が基準となりますがよろしいで

しょうか。 

今回の入札による契約開始日および

契約終了日前後での、請求書の分割は行

えず、場合により年間の請求が１３回に

なることがありますがよろしいでしょ

うか。 

 

（次ページへ続く） 

５ 両者協議の上、決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 支払期限日及び遅延利息に関して

は、政府契約の支払遅延防止等に関

する法律（昭和２４年法律第２５６

号）に準ずるものとします。 

 

 

 

 

 

７ 公共料金明細サービスを利用して

おり、支払期日に市の口座から引落

し（口座振替）で支払います。 

 

 

８ 印刷することが可能であれば差し

支えありません。 

 

 

９ 差し支えありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次ページへ続く） 

 



9 

 

№２ 質疑回答（３／５） 

質      疑 回     答 

１０ 開札の結果により、供給する小売電

気事業者が変更となる場合は、供給者変

更（スイッチング）の申込手続きを小売

電気事業者が行う必要があります。一般

送配電事業者の取り決めにより、スイッ

チングの申込期日が厳格に定められて

いるため、開札以降すみやかに、小売電

気事業者宛に廃止申込および使用申込

手続きを行っていただきますようよろ

しくお願いいたします。 

 

１１ 質問書を提出した場合、書面でご回

答をいただけますでしょうか。また回答

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。 

 

１２ 開札結果は開札日にご担当者様よ

り、電話、メール等でご連絡をいただけ

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。 

 

１３ 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。 

 

１４ 当社が落札した場合、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。 

 

１５ 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

布していただけないでしょうか。 

 

（次ページへ続く） 

１０ 仕様書の６特記事項（３）を参

照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 我孫子市公募型競争入札公告の

Ⅰ、６（２）を参照してください。

なお、本回答に関する個別の問合せ

には応じられません。 

 

１２ 開札後、落札予定者には個別に

電話連絡をします。また、開札結果

の状況を電話で確認することは可能

です。 

 

 

１３ 個別に電話連絡等での対応はし

ません。変更や修正が生じた場合は、

市のホームページに掲載します。 

 

１４ 問題ありません。 

 

 

 

１５ 配布はしません。今回の回答は

市のホームページに掲載しますので

保存してください。 

 

 

（次ページへ続く） 
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№２ 質疑回答（４／５） 

質      疑 回     答 

１６ 現契約での計量日を教えてくださ

い。 

 

１７ 当社供給の場合、旧一般電気事業者

と同様の付帯契約（蓄熱割等）の適用が

できませんが了承いただけますでしょ

うか。 

 

１８ 入札内訳書作成に当たり、基本料

金・従量料金（d・g・ｊ欄）の端数処理

は、掛けっ放しとの認識でよろしいでし

ょうか。 

 

１９ 計量日はご使用期間末日の翌日

0:00 となりますのでご了承いただけま

すでしょうか。 

（例:使用期間が 3/10～4/9 の場合、計

量日は 4/10 0:00） 

 

２０ 契約書締結時、契約内容について一

部変更したい場合、協議を行うことは可

能でしょうか。契約書変更が不可能な場

合、協定書を別途締結させていただくこ

とは可能でしょうか。 

 

２１ 契約期間中において、地域の旧一般

電気事業者が料金を改定した場合や、市

場価格の変動又は経済状況等の変動が

あった場合は、協議の上、契約単価等の

変更は可能でしょうか。 

 

２２ 地域の旧一般電気事業者において、

燃料費調整単価の算定方法の見直しが

行われた場合、本契約においても同様に

見直しが行われるものと考えてよろし

いでしょうか。それとも、契約時の燃料

費調整単価の算定方法のまま、契約期間

内は変更なしとなりますでしょうか。 

 

（次ページへ続く） 

１６ 使用期間末日の翌日です。 

 

 

１７ 蓄熱割引等の付帯契約はありま

せん。 

 

 

 

１８ 仕様書５電気料金の算定方法

（３）ウを参照してください。 

 

 

 

１９ 了承します。 

 

 

 

 

 

２０ 契約内容は仕様書等の設計図書

のとおりとし、変更はできません。 

  協定書についても同様とします。 

  設計図書に記載が無い項目につい

ては両者協議となります。 

 

２１ 仕様書７その他（２）を参照し

てください。 

市場価格の変動、又は経済状況等

の変動があった場合は、両者協議の

上、決定します。 

 

２２ 仕様書５電気料金の算定方法

（２）イを参照してください。 

地域の一般電気事業者において、

燃料費調整単価の算定方法の見直し

が行われた場合、本契約においても

同様に見直しを行います。 

 

 

（次ページへ続く） 
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№２ 質疑回答（５／５） 

質      疑 回     答 

２３ 契約期間中及び契約期間満了時に

施設の閉鎖や移転等により電力を供給

停止する施設がある場合、別途書面にて

申込みを頂かないと対応できませんの

でご容赦ください。 

 

２４ 入札内訳書に押印は必要でしょう

か。 

２３ 該当施設があった場合、書面に

て申込手続をいたします。 

 

 

 

 

２４ 電子入札システムからの提出と

なるため、押印は不要です。 
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№４ 質疑回答 

件

名 

仮想基盤環境用機器(Ｒ２年３月更新)一

式賃貸借(長期継続契約) 

発注番号 １９５５４ 

発注課名 情報政策課 

質      疑 回     答 

１ 契約満了後については、我孫子市へ無

償譲渡することとなっておりますが、リ

ース会社からの固定資産税の納付義務

は無いと考えてよろしいでしょうか。 

 

 

１ お見込みのとおりです。 
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№６ 質疑回答 

件 

名 

ＩＰ電話システム関連機器（Ｒ２年４月

更新）一式賃貸借 

発注番号 １９５５６ 

発注主管課名 施設管理課 

質      疑 回     答 

１ 本件は契約満了時に物品を無償譲渡

するとありますが、これに係る固定資産

税は免除（賃借料金に含まない）と認識

してよろしいでしょうか。 

 

 

１ お見込みのとおりです。 
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№８ 質疑回答 

件 

名 
我孫子市総合計画策定支援業務委託 

発注番号 １９５５８ 

発注主管課名 企画課 

質      疑 回     答 

１ 庁内会議や市民懇談会、審議会は、発

注者が主体となり実施し、受注者の参加

は必要ないか。この場合、会議の結果を

発注者から伝えられると考えてよいか。 

 

２ 計画策定、現計画の進捗状況の評価・

検証などを実施するために、庁内関係部

局による「策定作業部会」のような組織

を設置する予定はあるか。 

 

 

１ 受注者の参加は必要ありません。

会議の結果は業務の必要に応じて適

宜お伝えします。 

 

 

２ 庁内関係課の課長を基本とする策

定委員会と係長級を中心とするワー

キングチームを設置しています。 

 

 

 



15 

 

№１１ 質疑回答 

件 

名 

我孫子市消防団第９分団器具置場新築工

事 

発注番号 １９５６１ 

発注主管課名 警防課 

質      疑 回     答 

１ 設計図書の図面番号 S－０７にて、地

盤改良の工法は「ＤＭ工法とする」とあ

りますが、他の鋼管杭工法での施工は可

能でしょうか。具体的にはΣi 工法とい

う工法で検討したいのですが、ご回答の

程宜しくお願い申し上げます。 

 

 

１ ＤＭ工法に基づいて構造計算を行

っているため、工法の変更はできま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 


