
令和元年１２月１７日 

質疑回答書 

 

１．公告番号  新潟市契約公告第１０５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５２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５４校） 

        ③新潟市立学校で使用する電力の供給（松浜中学校 外５２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 

 

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。 

現時点で電力の契約に影響するような工事予定はあ

りません。ただし，件名②の番号４結小学校と，番

号１０小須戸小学校において受変電設備改修工事

（トランス容量はそのままで全面更新）を予定して

います。また，電気式エアコンを令和元年度設置し

た学校は，令和２年度契約電力が増加する場合があ

ります。（別紙「R1現行供給者一覧」参照） 

2 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。 

協議には応じますが，一般電気事業者が値上げをし

たという理由だけでは認められません。 

3 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。）

※切替時に必要となります。 

「別紙 R1現行供給者一覧」のとおりです。 

4 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。 

5 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。 

6 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。 

必要があれば協議に応じますが，市契約書案を大き

く逸脱する変更は不可能です。 

7 （契約保証金）契約規則第 34 条の 3 号を当て

はめたい場合，参加申請時の提出書類にて判

断されるのでしょうか。そうでない場合は、

落札時などに追加で提出するものがあります

か。追加提出物が契約書写しの場合，必要箇

所以外の黒塗りは可能でしょうか。 

落札後すみやかに「契約保証金免除申請書」を提出

していただきます。 

併せて申請書に記載した実績がわかる書類（契約書

の写しなど）を添付していただきますが，その際の

必要箇所以外の黒塗りは可能です。 



8 契約締結期限は土日，祝日を除く日数でしょ

うか。期限について協議可能でしょうか。協

議は電話やメール等で行えますか。 

土日・祝日を含みますが，協議可能です。 

9 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。 

該当する施設はありません。 

10 弊社供給の場合，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

了承していただけますか。 

付帯契約はありません。 

11 入札に対する事前の書類で「様式４」を提出

する必要があると思いますが，この書類に記

載する実績は契約履行中のものでもよろしい

でしょうか。 

契約履行中のものも実績に含めていただいてかまい

ません。 

12 入札書に記載する日付に指定はございます

か。（作成日，郵送日，開札日など） 

開札日を記入してください。 

13 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。 

同様に見直しを行うこととします。 

14 弊社の電気料金の請求につきましては，電子

データの提供は行っておりませんが，ご登録

後に閲覧や CSV 形式でのダウンロードができ

るサービスを提供しております。電子データ

の送信に代わりまして，WEBサービスでご対応

いただくことはできますでしょうか。 

電力供給条件仕様書３（９）のとおりです。 

 



【別紙】R1現行供給者一覧

施設名 現行供給者 施設名 現行供給者 施設名 現行供給者

1 松浜小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 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 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 2 南浜小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 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 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 3 太夫浜小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 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 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

4 濁川小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 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 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 5 葛塚小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 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 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

6 葛塚東小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 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 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 7 木崎小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 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 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 8 早通南小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 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 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 9 岡方第一小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 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 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 10 岡方第二小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 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 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 11 豊栄南小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 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 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

12 山の下小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 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 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

13 大形小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 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 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

14 中野山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 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 木戸中学校 東北電力株式会社

15 木戸小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 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 下山中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

16 東山の下小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 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 関屋中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 17 桃山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 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 鳥屋野中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

18 下山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 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 白新中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

19 牡丹山小学校 東北電力株式会社 ○ 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 寄居中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 20 東中野山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 20 大通小学校 東北電力株式会社 20 新潟柳都中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

21 竹尾小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 21 味方小学校 東北電力株式会社 21 宮浦中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

22 南中野山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 22 月潟小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 22 上山中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

23 江南小学校 東北電力株式会社 23 小針小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 23 山潟中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 24 浜浦小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 24 新通小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 24 大江山中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

25 関屋小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 25 木山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 25 曽野木中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

26 鏡淵小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 26 赤塚小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 26 両川中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 27 白山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 27 小瀬小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 27 横越中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

28 新潟小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 28 笠木小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 28 亀田中学校 東北電力株式会社

○ 29 日和山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 29 青山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 29 亀田西中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 30 万代長嶺小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 30 真砂小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 30 新津第一中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 31 沼垂小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 31 五十嵐小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 31 新津第二中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 32 山潟小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 32 坂井輪小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 32 新津第五中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

33 上所小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 33 坂井東小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 33 金津中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

34 鳥屋野小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 34 西内野小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 34 小須戸中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 35 笹口小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 35 東青山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 35 白南中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 36 女池小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 36 大野小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 36 白根第一中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 37 有明台小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 37 黒埼南小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 37 臼井中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

38 南万代小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 38 山田小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 38 白根北中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 39 上山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 39 立仏小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 39 味方中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 40 桜が丘小学校 東北電力株式会社 ○ 40 岩室小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 40 月潟中学校 東北電力株式会社

○ 41 紫竹山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 41 和納小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 41 坂井輪中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 42 丸山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 42 曽根小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 42 内野中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 43 大淵小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 43 鎧郷小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 43 赤塚中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 44 曽野木小学校 東北電力株式会社 ○ 44 升潟小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 44 中野小屋中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 45 両川小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 45 潟東小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 45 小針中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 46 東曽野木小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 46 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 46 五十嵐中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

47 横越小学校 東北電力株式会社 47 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 ○ 47 小新中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 48 亀田小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 48 越前小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 48 黒埼中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

49 早通小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 49 松野尾小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 49 岩室中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

50 亀田東小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 50 巻南小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 50 西川中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 51 亀田西小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 51 漆山小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 51 中之口中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

52 東特別支援学校 東北電力株式会社 ○ 52 巻北小学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 52 巻東中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

○ 53 西特別支援学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 53 万代高等学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 ○ 53 巻西中学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

54 明鏡高等学校 ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

55 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 合計

ミツウロコグリーンエ
ネルギー株式会社

150校

東北電力株式会社 11校

合計 161校

※番号の隣に○印のある学校は，電気式エアコンを令和元年度設置した学校です。
（令和２年度契約電力が増加する場合があります。）

①新潟市立学校で使用する電力の供給
　（松浜小学校 外52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54校）

③新潟市立学校で使用する電力の供給
　（松浜中学校 外52校）

番号 番号 番号


