
第 号様式（参考）

質 疑 書 の 回 答

令和元年１１月１５日

（各社FAX送信済）

京都府総務部府有資産活用課

（担当：施設管理担当）

調達品名 京都府庁庁本庁庁舎で使用する電力

履行場所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 地内

（ 質 問 事 項 ） （ 回 答 ）

①請求書について 問題ありません。

１施設に対して１枚の

請求書（分割不可）とな

るが良いか。

②端数処理について 入札説明書１１に記載のとおり。

入札金額算定にあた

り、計算過程の端数処理

等の指定がありましたら

ご教示ください。

③料金の支払い方法につ 指定口座への振込又は京都府指定口座（(株)京都銀行）

いて からの振替引落とする。

④検針について お見込みのとおり。

施設について自動検針

装置はついていますか

⑤アンシラシーサービス ありません。

について

施設について、自家発

補給電力の契約はありま

すか。また、ある場合、

[kW]を教えてください。

⑥力率割引の計算につい お見込みのとおり。

て

入札額の算定時の力率

について、力率１００％



で算定してよろしいでし

ょうか。（力率割引を考

慮する。）

⑦入札書に記載する日付 入札日を記入してください。

について

作成日でよろしいでし

ょうか。

⑧請求書について 入居団体等はありますが、当課から請求しています。

ご請求について、供給 問題ありません。

施設内に入居されている

企業様はございますか？

ある場合に、企業様毎に

請求書を発行することは

弊社ではできかねます

が、了承いただけます

か。

⑨請求日について 問題ありません。

弊社の請求書発行フロ

ーが翌月１６日到着を基

本としておりますが、ご

了承いただけますでしょ

うか。

⑩支払期日について 問題ありません。

弊社では、請求書を受

理した日から３０日以内

にお支払となりますが、

ご了承いただけますでし

ょうか。

⑪エクセルデータでの公 配付資料の１０にＰＤＦ形式で公開されています。

開について （エクセルデータは公開しません。）

内訳書・予定使用電力 内訳書は任意様式で問題ありません。



量の表を電子データ（エ

クセル）でいただくこと

は可能ですか。また、エ

クセルデータでいただく

ことが不可能な場合、内

訳書は任意様式でも問題

無いでしょうか。

⑫現在の検針日（計量 毎月１日に計量しています。

日）について

現在の検針日（計量

日）を教えてください。

⑬燃料調整費と再生エネ 燃料費調整額は令和元年９月で計算し、再生可能エネル

ルギー賦課金について ギー発電賦課金は「０円／kWh」で積算すること。

配付資料１０「京都府

庁本庁庁舎で使用する電 併せて配付資料１０「京都府庁本庁庁舎で使用する電力調

力調達」の仕様書、条件 達」の仕様書中条件⑤を別添のとおり訂正する。

⑤「省エネ賦課金・燃調

費は令和元年９月でお願

いします。」と記載され

ていますが、入札説明書

（１１ ウ項）では燃調

費を入札時の算定諸元、

再エネ賦課金は「０円／k

Wh」と記載されていま

す。どちらを正として積

算すればよろしいでしょ

うか。

⑭積算単価について 入札書に記載していただく金額は消費税抜き価格となり

配付資料１０「京都府 ます。従って、消費税率改訂後税込み単価を用いて計算す

庁本庁庁舎で使用する電 る場合は、１００／１１０を乗じて算出した金額を記載す

力調達」の仕様書 ること。

「見積に応当する積算内



訳書・単価は貴社の令和

元年９月現在価格を積算

願います。」と記載され

ていますが、消費税率改

定に伴い消費税率改定後

（１０月～）の単価での

積算となりますが、よろ

しいでしょうか。

⑮協議書の締結 原則、電力調達基本契約書のとおりとします。なお、契

受給契約書の条文に記 約書に定めのない事項は、内容により、双方協議の上、定

載が無い事項を補完する めるものとします。

ため、当社の基本契約要

項を添付した協議書を締

結させていただくことは

可能でしょうか。

⑯契約電力 変更の予定はありません。

契約電力の変更の予定

はありますか。

⑰再生エネルギー発電促 再生可能エネルギー発電促進賦課金は０円/kWhで計算、

進賦課金について 燃調費は令和元年９月で計算する。

入札説明書１１ウに

「再生可能エネルギー発

電促進賦課金は０円/kWh

として積算する。」と記

載があり、「京都府庁本

庁庁舎で使用する電力調

達」仕様書条件⑤に「再

生エネ賦課金・燃調費

は、令和元年９月現在で

積算をお願いします。」



と記載されております。

どちらで入札金額の算定

をすればよろしいです

か。

⑱燃料調整費 問題ありません。

仕様書に「燃料調整費

（各社約款により算定

し、契約途中での恣意的

な変更は認めない）」と

記載がありますが、燃料

費を算出する際に使用す

る基準単価は、税込みと

なっています。消費税の

変更があった場合、基準

単価の変更を認めていた

だけますでしょうか。

⑲入札時の添付書類につ お見込みのとおり。

いて

内訳書は入札時の添付

書類ですか？

⑳内訳書で使用する単価 入札金額は税抜き金額とします。

の税について

内訳書で使用する単価

は税抜き、税込みどちら

でしょうか。

㉑力率割引について 力率は１００％で計算してください。

入札時に力率割引を含

めますか。

㉒内訳書の端数処理につ 前述②に同じ

いて指定があれば教えて



ください。

・基本料金

・電力料金

・月ごとの合計計算

㉓備容量の変更について 変更予定はありません。

契約期間中に建替や増

築、トランス増量、受変

電設備及び引込み位置の

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。

㉔現在の供給者について 株式会社エネットです。

現在の供給者を教えて

ください。

㉕入札説明書・仕様書 入札金額は９月で金額を算定し、契約期間中は算定諸元

入札説明書１１入札金 に従って燃料費を計算してください。

額の積算では、アからウ

までの算出式については

落札決定後も適用すると

なっておりますが、仕様

書２ 仕様の（１１）燃

料調整費では、燃料費の

調整は入札時に供給者が

京都府に提出した算定方

式により算定し、燃料費

の調整を行うこととする

となっております。上記

について、契約期間中は

どちらが適用されますで

しょうか？



㉖契約 問題ありません。

弊社では、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電気

事業者の約款に定める算

定と同額（毎月変動）と

なりますが、よろしいで

しょうか。

㉗契約 契約電力の変更予定はありません。現在の契約電力は

供給開始時に契約電力 １，４００ｋWです。

の変更を行う場合、現在

の契約電力を教えてくだ

さい。

㉘契約 取扱いについては、協議の上、個別に定めることとなり

請求書は、WEBからのダ ます。

ウンロードにてご対応い

ただけますか。

㉙契約 問題ありません。

検針結果は請求書の内

容をもって検針票に替え

せていただいておりま

す。その旨ご了承いただ

けますか。

㉚保証金 同規模とは

契約保証金に関して、 ①契約電力（１，４００ｋＷ）

同規模とはどの様なもの ②契約書の写しで問題ありません。

を指しますでしょうか。 ③契約補償金免除に該当することが確認できる書類であ

（ｋW,ｋWh等） れば問題ありません。

契約保証金免除につい



ての提出書類は、契約書

の写しでよろしいでしょ

うか。

また提出書類の機密事

項に関する部分を黒塗り

することは可能でしょう

か。

㉛協議書の締結について 前述に記載のとおり。

受給契約書の条文に記

載が無い事項を補完する

ため、当社の基本契約要

項を添付した協議書を締

結させていただくことは

可能か？

㉜支払い方法について 自動口座振替があります。金融機関は京都銀行となりま

電気料金をお支払いい す。納付書による場合は京都銀行となります。電気料金を

ただく際、納付書による 分割して入金する予定はありません。

入金又は銀行口座からの

引き落としでも対応いた

だけますでしょうか。

納付書による入金を選択

いただく場合、弊社取扱

金融機関でのお支払いを

お願いしておりますの

で、あらかじめ、ご了承

願います。差し支えなけ

れば、お支払予定の金融

機関を教えていただくこ

とはできますでしょう

か。電気料金を分割して

入金する予定はあります

でしょうか。

【注】 １ 本回答書着信後、確認の電話（℡075-４１４-5４４６）をお願いします。


