
平成３０年１２月１７日 

質疑回答書 

１．公告番号  新潟市契約公告第３４号 

２．調達件名  ①新潟市立学校で使用する電力の供給（松浜小学校 外４７校） 

        ②新潟市立学校で使用する電力の供給（新津第一小学校 外５２校） 

        ③新潟市立学校で使用する電力の供給（松浜中学校 外４９校） 

上記案件につきまして質疑事項がありましたので，下記のとおり回答いたします。 

  質疑事項 回答 

1 入札対象施設の現供給者を教えてください。

（複数社ある場合はその旨教えてください） 

※切り替え時に必要となります。 

別紙「現行供給者一覧」のとおりです。 

2 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。 

現時点ではまだ設計施工の業者が決まってい

ませんが，別紙「現行供給者一覧」で番号の前

に○のある１８施設で，エアコン設置に伴う受

変電設備の改修のため，トランスの容量を変更

する可能性があります。 

3 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。 

電力供給条件仕様書３，及び電力供給契約条項

第１０条のとおりです。 

4 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いただけますか。 

協議に応じます。 

5 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。 

請求書は紙で提出してください。 

6 検針結果は請求書の内訳をもって検針票にか

えさせていただいております。その旨ご了承い

ただけますか。 

電力供給条件仕様書３（６）～（９）のとおり

です。 

7 電力供給契約条項第３条（権利義務の譲渡の禁

止）条文を以下に変更または追加いただくこと

は可能でしょうか。 

「ただし，甲の承諾を受けた場合，若しくは，

信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令

（昭和２５年政令第３５０号）第１条の４に規

定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する

場合はこの限りではない。」 

条文の変更または追加の可否につきましては，

落札後の協議によります。 



8 初めて旧一般電気事業者から新電力に切り替

えする施設がありますでしょうか。ある場合，

旧一般電気事業者に新電力へ切り替えができ

ることを確認していただいていますか。確認い

ただいていない場合，仕様通りに開始できない

場合があることをご容赦ください。 

該当する施設はありません。 

9 郵送にて入札書を提出する場合，入札書に記載

する日付は様式６記載例のとおり，入札説明書

に記載された入札日（平成３１年１月１５日）

となりますでしょうか。 

様式６記載例のとおり，入札日を記載してくだ

さい。 

10 複数案件の入札書を郵送提出する際，入札書・

契約単価兼積算内訳書を入れた中封筒（案件

毎）及び，一般競争入札参加資格確認結果通知

書の写し（案件毎）をまとめて，１枚の外封筒

に入れて提出することは可能でしょうか。 

入札説明書８（１２）のとおりです。 

11 郵送にて入札書を提出し，開札の立会いができ

ない場合，開札結果について，全応札者の名前

及び入札金額を教えていただくことは可能で

しょうか。 

入札結果については，後日，新潟市契約課のホ

ームページに掲載します。また，応札した方に

は，電子メールで開札結果についてお知らせし

ます。 

12 様式６の２「契約単価兼積算内訳書」に記載す

る基本料金単価，従量料金単価以外に，別途割

引単価を設定し，新たに割引単価の記入欄を設

けてよろしいでしょうか。 

入札説明書５のとおり，新たに記入欄を設ける

ことはできません。 



【別紙】現行供給者一覧

番号 施設名 現行供給者 番号 施設名 現行供給者 番号 施設名 現行供給者

1 松浜小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 1 新津第一小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 1 松浜中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

○　2 南浜小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 2 新津第二小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 2 南浜中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

3 太夫浜小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 3 新津第三小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 3 濁川中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

4 濁川小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ ○　4 結小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 4 葛塚中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

5 葛塚小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 5 荻川小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○　5 木崎中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

6 葛塚東小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ ○　6 小合東小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 6 岡方中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

○　7 木崎小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 7 金津小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 7 早通中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

8 笹山小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 8 阿賀小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 8 光晴中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

9 早通南小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ ○　9 新関小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 9 東新潟中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

○　10 岡方第一小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 10 小須戸小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 10 山の下中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

○　11 岡方第二小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 11 矢代田小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 11 大形中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

○　12 豊栄南小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 12 新飯田小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 12 石山中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

13 山の下小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ ○　13 茨曽根小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 13 藤見中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

14 大形小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 14 庄瀬小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 14 下山中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

15 中野山小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 15 小林小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 15 関屋中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

16 木戸小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 16 白根小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 16 鳥屋野中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

○　17 東山の下小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 17 臼井小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○　17 白新中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

18 桃山小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 18 大鷲小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 18 寄居中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

19 下山小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 19 根岸小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 19 新潟柳都中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

20 東中野山小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 20 月潟小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 20 宮浦中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

21 竹尾小学校 東北電力株式会社 21 小針小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 21 上山中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

22 南中野山小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 22 新通小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 22 山潟中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

23 浜浦小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ ○　23 木山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 23 大江山中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

24 関屋小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ ○　24 赤塚小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 24 曽野木中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

25 鏡淵小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 25 小瀬小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○　25 両川中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

26 白山小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 26 笠木小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 26 横越中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

27 新潟小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 27 青山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 27 亀田西中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

28 日和山小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 28 真砂小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 28 新津第一中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

29 万代長嶺小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 29 五十嵐小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 29 新津第二中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

30 沼垂小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 30 坂井輪小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 30 新津第五中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

31 山潟小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 31 坂井東小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 31 金津中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

32 上所小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 32 西内野小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 32 小須戸中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

33 鳥屋野小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 33 東青山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 33 白南中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

34 笹口小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 34 大野小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 34 白根第一中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

35 女池小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 35 黒埼南小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 35 臼井中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

36 有明台小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 36 山田小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 36 白根北中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

37 南万代小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 37 立仏小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 37 味方中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

38 上山小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 38 岩室小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 38 坂井輪中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

39 紫竹山小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 39 和納小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 39 内野中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

40 丸山小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 40 曽根小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○　40 赤塚中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

41 大淵小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 41 鎧郷小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 41 中野小屋中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

42 両川小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ ○　42 升潟小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 42 小針中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

43 東曽野木小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 43 潟東小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 43 五十嵐中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

44 亀田小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 44 中之口東小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 44 小新中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

45 早通小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 45 中之口西小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 45 黒埼中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

46 亀田東小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 46 越前小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 46 岩室中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

47 亀田西小学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ ○　47 松野尾小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 47 西川中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

48 西特別支援学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ 48 巻南小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 48 中之口中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

49 漆山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 49 巻東中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

50 巻北小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 50 巻西中学校 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ

51 万代高等学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

52 明鏡高等学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

53 高志中等教育学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

　　容量を変更する可能性があります。（平成30年12月時点）

①新潟市立学校で使用する電力の供給
　（松浜小学校 外47校）

②新潟市立学校で使用する電力の供給
　（新津第一小学校 外52校）

③新潟市立学校で使用する電力の供給
　（松浜中学校 外49校）

※　番号の前に○のある施設では，エアコン設置に伴う

　　受変電設備の改修のため，平成31年度中にトランスの


