
 

質疑応答について 

 

入札件名：国立西洋美術館で使用するガス（都市ガス１３Ａ）予定年間使用量 477,000 ㎥

（２月２０日現在（最終版）） 

 

質 問 回 答 

１ 開札立ち会いについて 

開札への立ち会いは必須でしょうか。 

必須ではございません。欠席する場合、

「競争加入者心得」第 33 により、当館

の職員が代理人として立ち会います。 

２ 開札結果について 

開札に立ち会った場合、開札会場にて落札会社

名・落札金額・その他の応札会社名および応札

金額を教えていただけますでしょうか。また、

万が一立ち会いが必須では無く、立ち会わなか

った場合、落札会社名・落札金額・その他の応札

会社名および応札金額を、開札日に電話等で教

えていただくことは可能でしょうか。 

開札会場では、全応札者の社名、金額

を読み上げます。 

立ち会われなかった場合、電話でご連

絡いただければ、ご質問の内容を、お

答えいたします。 

３ 競争参加資格について 

入札説明書３．競争参加資格（３）の記載に 

ついて、ガス事業法の改正に伴い、「ガス事業法

第３条の規定に基づきガス小売事業の登録を受

けている者であること。」と読み替えてよろしい

でしょうか。 

併せて、１１．その他（５）①二「 3 競争参加

資格（３） を確認できる書類（写し）」につい

て、経済産業省交付のガス小売事業登録通知の

写しでよろしいでしょうか。 

御社の見解のとおりで結構です。 

４ 入札内訳書について 

入札内訳書の提出は不要との認識でよろしいで

しょうか。 

 

入札内訳書は、ご提出願います。 

５ 仕様書 

４． 予定ガス使用量等（１） 最大時間流量１３

７m3/h が直近 1 年間の実績最大値を下回る場

合は、実績最大値へ変更していただけないでし

ょうか。 

実績値に基づく流量に誤りがありまし

たので、145m3/h に修正致します。 



 

６ 仕様書５．仕様（７） 原料調整 

「ガス料金は」 以降について、「ガス料金は、ガ

ス小売事業者の原料費調整制度に準じ、調整を

行うものとする。」に変更し、調整単位料金の算

定方法については削除頂いてよろしいでしょう

か。 

原則として、仕様書の変更はできない

ので、「ガス料金は、ガス小売事業者の

原料費調整制度に準じ、調整を行うも

のとする。」も認めるものとします。 

７ 現在の契約で定められている、検針日を教

えていただけますでしょうか。 

  

毎月末になります。 

８ 参考見積書(含む内訳書)の提出について、

様式は当社の任意様式でよろしいでしょうか。 

 

結構です。 

９ 入札は社⾧名で行い、弊社が落札した場合

は契約締結等について、落札後に委任状を提出

したうえで代理人が行うことは可能でしょう

か。 

可能な場合、委任状は任意様式でもよろしいで

しょうか。 

入札を社⾧名で行う場合、契約締結も

社⾧名でお願い致します。 

委任状の様式は、当館指定の様式を、

ご使用願います。 

10 封筒の大きさや封印方法等に指定はありま

すでしょうか。 

指定はございません。 

11 弊社が落札した場合、契約書について協議

させていただくことは可能でしょうか。 

内容により、協議は可能です。 

12 質問書を提出した場合、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。 

原則、不可ですが、文意を確認したい

ということであれば、可能です。 

13 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。 

電話で問い合わせがあった場合は、お

答え致します（メールでの問い合わせ

は不可と致します。）。 

14 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。 

変更があった場合は、メールで、お知

らせ致します。 

15 弊社が落札した場合，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。 

結構です。 



 

16 安定供給確約書は、当該仕様書記載の数量

確保の証明であり、エリアでの緊急時遮断や災

害時においての供給を担保するものではないと

解釈してよろしいでしょうか？ 

御社の解釈どおりで結構です。 

17 「４ 予定ガス使用量（1）」に関しまして、

過去 1 年間の毎月計測した最大時間流量の実績

値をご教示願います。また、予定最大時間流量

を超えた場合の対応について、契約書または「協

定書*1」にて、精算額の取扱について定義させ

て頂きますのでご了解願います。*1：契約書に

記載の無い事項を取決める契約書類（弊社が案

を用意） 

実績値は 145 ㎥/h です。仕様書では

137 ㎥/h になっていますが、145 ㎥/h

に訂正致します。予定最大時間流量を

超えた場合の対応については、御社の

要望どおりで結構です。 

18 「４ 予定ガス使用量（２）」に関しまして、

過去３年間のガス使用量の実績値をご教示願い

ます。 

以下のとおりです。 

2016 年 7 月～2017 年 6 月分 

552,782 ㎥ 

2017 年 7 月～2018 年 6 月分 

578,339 ㎥ 

2018 年 7 月～2019 年 6 月分 

558,713 ㎥ 

19 「４ 予定ガス使用量（３）」に関しまして、

最低取引量に満たない場合の取り決めについ

て、契約書または「協定書*1」にて、精算額の取

扱について定義させて頂きますのでご了解願い

ます。 

承知致しました。 

20 「5 仕様（6)」に関しまして、2017 年 4 月

のガス事業法改正後、ガス小売事業者の保安責

任は「ガス工作物の末端バルブの先から消費機

器（末端バルブと消費機器を接続する接続具を

含む）までの間の調査」となっておりますので、

記載を変更頂けますでしょうか。 

記載の変更は承知致しましたが、契約

書の取り交わし時に変更致します。 

21 仕様書に記載のメーターのうち、負荷計測

器が設置されているものをご教示願います。 

負荷計測器 A016419 ですが、正しくは

18-21-5117 でしたので、修正致しま

す。18-21-5117 は、162684004 です。

負荷計測器 A001901 は、172859131 と

922968149 です。負荷計測器 A001902

は 182697898 です。 



 

22 第 4 条につきまして、弊社は、ガス代につ

きましては、定額基本料金と従量料金の 2 本立

てとさせて頂いておりますが、契約書（案）にも

基本料金と従量料金の 2 本立ての記載となって

いることから問題ないと理解して宜しいでしょ

うか？ 

御社の解釈どおりで結構です。 

23 弊社には「大口ガス需給約款」がございま

せんが、代わりに契約ごとに「協定書」を定めて

おりますので、仕様書に記載の無い事項につい

ては、「協定書」にて取り決めさせて頂きたく宜

しくお願い致します。 

承知致しました。 

24 第 8 条につきまして、計量器および負荷計

測器はガス小売事業者ではなく、一般ガス導管

事業者が設置します。記載を「受注者」から「一

般ガス導管事業者」に変更願います。 また、検

針結果は、東京ガス様営業部門以外のガス小売

事業者は、一般ガス導管事業者から検針データ

が送付されてくるのが第三営業日となります。

なお、東京ガス様以外のガス小売事業者に供給

先が切替された場合は、検針直後の検針票の手

交は行われなくなりますのでご了承願います。 

記載の変更については、承知致しまし

たが、こちらも契約書取り交わし時に

変更致します。検針票の手交がなくな

ることは承知致しました。 

25 現在契約しているガス小売事業者と入札時

の落札金額（税抜）・予定ガス使用量をご教示願

います。 

入札時の落札金額は、35,875,200 円（税

抜）、予定ガス使用量は、606,000 ㎥と

なります。 

26 開札会場にて落札会社名・落札金・その他

の応札会社名および応札金額（税抜）を教えて

いただけますでしょうか。また、立ち会わなか

った場合、落札会社名・落札金額・その他の応札

会社名および応札金額を、開札日に電話等で教

えていただくことは可能でしょうか。 

開札会場では、応札者全ての社名、金

額を読み上げます。立ち会いがなかっ

た場合、電話でご連絡いただければ、

お答え致します。 

27 仕様書以外のメーター社番 167693545 は、

施設内でガスを使用しているようですが弊社の

認識間違いでしょうか？使用している場合①、

②のどちらでしょうか？①喫茶店を運営する会

社とガス小売事業者間で契約し今回の入札数量

からは除外。②美術館様とガス小売事業者間で

当館内にレストランが１店入ってお

り、ご指摘のメーター番号は、レスト

ランのものとなります。レストランは

ガス小売事業者と直接契約しているた

め、①の取り扱いになります。 



 

別途契約で今回の入札数量からは除外。 

以下余白 


