
入札公告（入札説明書を兼ねる）をご覧いただく前に

（公告概要のお知らせ）

この度公告する朝倉総合事業所管内で使用する電気の主な内容は、以下のとおりです。

（入札公告本文は、このお知らせの後段に掲載しております。）

一．内容等について

①件 名 朝倉総合事業所管内で使用する電気

②需要場所 福岡県朝倉市上秋月１３７３番地１

独立行政法人水資源機構 朝倉総合事業所 外１箇所

③契約期間 契約締結の翌日から平成３２年１０月３１日まで。

④使用期間 朝倉総合事業所

平成30年11月1日0:00から平成31年12月31日24:00まで

寺内ダム管理所 取水工

平成30年11月1日0:00から平成32年10月31日24:00まで

二．競争に参加するための主な資格について

①水資源機構の競争参加資格

機構における平成29・30年度一般競争（指名競争）参加資格業者のうち「役務

の提供(その他)」の認定を受け、かつ、営業品目の「電気」に登録していること。

②電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２の規定に基づき小売電気事業

者の登録を受けている者であること。

三．一般競争参加資格確認申請書提出までのスケジュールについて

①仕様書等の配布期間 平成30年6月11日～平成30年6月25日

②一般競争参加資格申請書の提出期限 平成30年6月25日

本件に関する問い合わせ先

独立行政法人水資源機構 朝倉総合事業所 経理課 松尾

ＴＥＬ：０９４６－２５－１１００（内線２２４）

ＦＡＸ：０９４６－２５－１１８８



入札公告
（入札説明書を兼ねる）

次のとおり一般競争入札に付します。なお、本公告は入札説明書を兼ねています。
独立行政法人水資源機構（以下「機構」という。）による朝倉総合事業所管内で使用する電

気に係る一般競争入札等の手続きについては、関係規程に定めるもののほか、この入札公告
（入札説明書）によるものとする。

平成30年6月11日
独立行政法人水資源機構分任契約職

朝倉総合事業所長 染谷 健司

１．公告日 平成30年6月11日

２．契約職等
独立行政法人水資源機構分任契約職 朝倉総合事業所長 染谷 健司
福岡県朝倉市上秋月1373番地1

３．電気の供給概要
(1) 件 名 朝倉総合事業所管内で使用する電気
(2) 数 量 契約電力 別添仕様書による。

予定使用電力量 別添仕様書による。
数量は予定数量であり、契約数量を保証するものではない。

(3) 契 約 期 間 契約締結の翌日から平成32年10月31日まで。
(4) 使 用 期 間 別添仕様書による。
(5) 需 要 場 所 別添仕様書による。
(6) 実 施 形 態 小売電気事業者（以下「事業者」という。）で、温室効果ガス等の排

出の程度を示す係数（二酸化炭素排出係数）等による一定の基準を満足
する者を対象（裾切り方式）として、 低価格落札方式により電気の供
給を受ける契約を行うものである。

４．競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者であること。

(1) 以下の各号に該当しない者であること。
① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
② 機構が発注した物品及び役務の調達に係る契約において、本入札公告の日から過去２

年以内に、次の(A)から(G)までのいずれかに該当する事実があると認められる者
(A) 契約の履行に当たり、故意に製造若しくは業務を粗雑にし、又は物品等の品質若し

くは数量に関して不正の行為をした事実
(B) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るた

めに連合した事実
(C) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた事実
(D) 監督又は検査の実施に当たり、役員又は職員の職務の執行を妨げた事実
(E) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった事実
(F) 受注者の責めに帰すべき事由により契約解除をした事実
(G) (A)から(F)までのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の

履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した事実
③ 機構と締結した請負契約に基づく賠償金、損害金、違約金又はこれらの遅延利息が生

じ、これを支払っていない者
④ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく会社更生手続開始若しくは民事再生法

（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始がなされ一般競争（指名競争）参加資
格の再審査に係る認定を受けていない者又は手形交換所による取引停止処分、主要取引
先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者

⑤ 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（物品製造等）又は添付書類中の重要な事
項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者

⑥ 営業に関し法律上必要とされる資格を有しない者
(2) 機構における平成29･30年度一般競争（指名競争）参加資格業者のうち、物品製造等の

業種区分の「役務の提供（その他）」の認定を受けており、かつ、営業品目の「電気」に
登録していること。



(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、一般競争（指名競
争）参加資格の再審査に係る認定を受けていること。

(4) 本公告時に一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者についても、一般競
争参加資格確認申請書及び一般競争参加資格確認資料（以下「確認申請書等」という。）
を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において、一般競争（指名
競争）参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(5) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２の規定に基づき小売電気事業者の登録
を受けている者であること。

(6) 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン
電力証書の譲渡及び需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組に関し、別紙
１に掲げる条件を満たす者であること。

(7) 確認申請書等の提出期限から開札時までの期間に、機構から『工事請負契約に係る指名
停止等の措置要領（以下『指名停止措置要領』という。）』に基づき、筑後川水系関連区
域において指名停止を受けていないこと。

(8) 入札に参加しようとする者の間に、以下の①から③に示すいずれの関係にも該当しない
こと。

なお、①から③に示すいずれかの関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に
当事者間で連絡をとることは競争契約入札心得第６条第２項の規定に抵触するものではな
いことに留意すること。
① 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の関係をいう（子会社又は子会社の一方が更生会社又
は再生手続が存続中の会社である場合を除く。）。
(ｱ) 親会社と子会社の関係
(ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係

② 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の関係をいう（ (ｱ)の関係がある場合に、会社の一方

が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。）。
(ｱ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている関係
(ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている関係

③ その他入札の適正さが阻害されると認められる関係
上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる関係

(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、機構発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

５．契約担当窓口
〒838-0019 福岡県朝倉市上秋月1373番地1

独立行政法人水資源機構 朝倉総合事業所 経理課 松尾
電話 0946-25-1100 ＦＡＸ 0946-25-1188

本件に係る問い合わせは、９時～１７時（土曜日、日曜日及び祝日並びに１２
時～１３時までを除く）まで。

６．仕様書等の交付期間等
(1) 仕様書等の交付は、下記の【入札情報サービスＵＲＬ】の【発注情報】から行うので、

入札参加希望者は該当案件を検索のうえ、ダウンロードすること。
入札情報サービスＵＲＬ：https://gprime-ebid.jp/juchusya-water/PPI/PPI_P/

(2) 仕様書等の交付期間：平成30年6月11日（月）から平成30年6月25日（月）16時まで。
(3) 仕様書等の交付を受けた者は、仕様書等の交付受領書を提出すること。

なお、様式については、「入札参加条件等について」に添付。

７．競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は、「４．競争参加資格」に掲げる競争参加資格を有することを証

明するため、次に従い、確認申請書等を提出し、分任契約職から競争参加資格の有無につ
いて確認を受けなければならない。

４．(2)の認定を受けていない者も次に従い確認申請書等を提出することができる。こ
の場合において、４．(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札
の時において４．(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格がある
ことを確認することとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時に
おいて４．(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。



なお、期限までに確認申請書等を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた
者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間： 平成30年6月12日（火）から平成30年6月25日（月）16時まで。
② 提出場所： ５．契約担当窓口に同じ。
③ 提出方法： 郵送（信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法）により提出

することとし、電送によるものは受け付けない。
(2) 確認申請書等は、「朝倉総合事業所管内で使用する電気に係る確認申請書等作成要領」

の様式１－１、様式１－２、様式１－３及び様式１－４により作成すること。
なお、確認申請書等と併せて、返信用封筒（長３号封筒を使用し、表に申請者の住所・

氏名を記載し、簡易書留料金の切手（392円）を貼付のこと。）を提出すること。
(3) 確認申請書等のヒアリング

確認申請書等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。ヒアリング実施の必
要が生じた場合は別途通知する。この場合、出席者は、確認申請書等の内容を説明できる
者とする。

(4) 競争参加資格の確認は、確認申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果
は平成30年7月2日（月）までに通知する。

(5) その他
① 確認申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 分任契約職は、提出された確認申請書等を、提出者に無断で本業務に係る競争参加資

格の確認以外に使用しない。
③ 提出された確認申請書等は、返却しない。
④ 提出期限以降における確認申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、不足

書面の補充及び軽微な記載の加筆修正を機構から求めた場合は、この限りではない。
⑤ 本入札公告等を確認申請書等の作成以外の目的で使用してはならない。
⑥ 確認申請書等の作成や提出に関する手続きについての問い合わせには応じるが、業務

内容等の問い合わせには一切応じない。
⑦ 確認申請書等に関する問い合わせ先は、５．契約担当窓口に同じ。

８．競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任契約職に対して競争参加資格がないと認め

た理由について、次に従い、書面（様式は自由）により説明を求めることができる。
① 提出期限： 平成30年7月9日（月）16時まで
② 提出場所： ５．契約担当窓口に同じ。
③ 提出方法： 郵送（信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法）により提出す

ることとし、電送によるものは受け付けない。
(2) 分任契約職は、説明を求められたときは、平成30年7月11日（水）までに説明を求めた

者に対し書面により回答する。当日までに回答が届かない場合は、５．契約担当窓口まで
問い合わせをすること。

９．入札公告等に対する質問
(1) 入札公告等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）により

提出すること。
① 提出期間： 平成30年6月12日（火）から平成30年6月15日（金）16時まで。
② 提出場所： ５．契約担当窓口に同じ。
③ 提出方法： 郵送（信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法）により提出

することとし、電送によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。

① 期 間： 平成30年6月19日（火）から平成30年6月25日（月）まで。
② 方 法： ホームページからのダウンロードによる。

(3) 積算・見積等に関する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）によ
り提出すること。
① 提出期間： 平成30年6月12日（火）から平成30年6月29日（金）16時まで。
② 提出場所： ５．契約担当窓口に同じ。
③ 提出方法： 郵送（信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法）により提出

することとし、電送によるものは受け付けない。
(4) (3)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。

① 期 間： 平成30年7月5日（木）から平成30年7月11日（水）まで。
② 方 法： ホームページからのダウンロードによる。



１０.入札書の提出方法等
(1)１回目

① 提出方法： 郵送（信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法）により提出
することとし、持参及び電送によるものは受け付けない。

② 提出期間： 平成30年7月6日（金）から平成30年7月11日（水）16時までに機構に到
着した入札書に限り有効とする。

③ 提 出 先： ５．契約担当窓口に同じ。
④ 開札日時： 平成30年7月12日(木)14時00分
⑤ 開札場所： 独立行政法人水資源機構 朝倉総合事業所

(2)２回目（再度入札）
① 提出方法： 郵送（信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法）により提出

することとし、持参及び電送によるものは受け付けない。
② 提出期間： 平成30年7月19日（木）から平成30年7月24日（火）までに機構に到着

した入札書に限り有効とする。
③ 提 出 先： ５．契約担当窓口に同じ。
④ 開札日時： 平成30年7月25日(水)14時00分
⑤ 開札場所： 独立行政法人水資源機構 朝倉総合事業所

１１. 開札の立ち会いに関する事項
開札の立ち会いを希望する者は、「開札立会希望届」を提出すること。
なお、開札の立ち会いを希望する者が複数いるときは、希望者の中から１者のみを選定

する。
(1) １回目

① 提出方法： ＦＡＸにより提出すること。
② 提出期間： 平成30年7月5日(木)から平成30年7月6日(金)16時まで。
③ 提 出 先： ５．契約担当窓口に同じ。
④ 立会通知： 選定結果は、開札立会希望届の提出した者に対し、平成30年7月9日

（月）16時までにＦＡＸにより通知する。
なお、通知日に通知が届かない場合は、５．契約担当窓口まで問い合

わせをすること。
(2) ２回目（再度入札）

① 提出方法： ＦＡＸにより提出すること。
② 提出期間： 平成30年7月17日(火)から平成30年7月18日(水)16時まで。
③ 提 出 先： ５．契約担当窓口に同じ。
④ 立会通知： 選定結果は、開札立会希望届の提出した者に対し、平成30年7月19日

（木）16時までにＦＡＸにより通知する。
なお、通知日に通知が届かない場合は、５．契約担当窓口まで問い合

わせをすること。

１２. 入札方法等
(1) 入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価（基本料金単

価）及び使用電力量に対する単価（電力量料金単価）を根拠とし、機構が提示する月毎の
予定契約電力及び予定使用電力量を基に算出した２年間の総価を入札金額とすること。

なお、入札時においては、燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の
調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号）に基づく賦課金は考慮しないこととす
る。

また、入札書には、別添１「朝倉総合事業所管内で使用する電気に係る入札金額の算定
要領」により作成した入札内訳書（様式２－２）及び入札価格内訳書（様式２－３）を添
付し、分散しないようホチキス留め又は袋綴じのうえ、割印すること。

(2) 以下の入札書は、無効となるので、留意すること。
①入札内訳書及び入札価格内訳書の添付されていない入札書
②入札書、入札内訳書及び入札価格内訳書との間に割印がされていない入札書
③入札書と入札内訳書の金額に相違がある入札書又は入札内訳書と入札価格内訳書の金

額に相違がある入札書
(3) 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て
た金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る



課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった入札金額の108分の100に相
当する金額（消費税抜きの金額）を入札書に記載すること。

(4) 入札執行回数は、２回を限度とする。
当初（１回目）の開札において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、

１０．(2)に示すとおりとする。

１３. 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金

入札保証金：免除
(2) 契約保証金

契約保証金：免除

１４. 開札
開札は、入札事務に関係のない機構の職員（以下「立会人」という。）及び開札立会希望

者の中から選定された入札者（以下「開札立会者」という。）を立ち会わせたうえで行う。
ただし、開札立会の希望者がいなかったとき又は通知後、立ち会いを辞退したときは、立会
人のみで開札を行う。

１５. 入札の無効
競争参加資格のある者のした入札であっても、確認申請書等に虚偽の記載をした者の入

札及び競争契約入札心得及び現場説明書において示した入札に関する条件に違反した入札
並びに開札時において、「４．競争参加資格」に掲げる資格のない者のした入札は、無効
とするとともに、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す
こととする。

１６．落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合

した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが
公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、
予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、 低の価格をもって入札し
た者を落札者とすることがある。

落札となるべき入札をした者が２人以上あるときは、落札となるべき入札をした者の「く
じ用数字」を加算し、落札となるべき入札をした者数で除算し、余りの数字と「くじ用順
位」が合致する者を落札者とする。

なお、詳細については、別に配布する「くじの方法」によるものとする。

１７．契約書の作成等
別冊契約書案により、契約書を作成することとする。

１８．支払条件
毎月後払いとし、詳細は契約書案によることとする。

１９. 関連情報を入手するための照会窓口
関連情報を入手するための照会窓口は、５．契約担当窓口に同じ。

２０．入札の延期等
(1) 不正な行為等があると認められるときは、入札の延期若しくは中止又は落札者の決定若

しくは契約の締結の取消しをすることがある。
(2) 機構の事由により、入札の延期又は中止をすることがある。

２１. 独立行政法人が行う契約の公表
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」

(平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契
約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情
報を公開するなどの取組を進めるとされていることから、該当する法人は、機構との関係に
係る情報を機構のホームページで公表する。

公表の対象となる契約の詳細は、http://www.water.go.jp/honsya/honsya/keiyaku/
index.htmlによる。



２２. その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊競争契約入札心得及び別冊契約書案を熟読し、競争契約入札心得を

遵守すること。



別紙１

二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギー
の導入及びグリーン電力証書の調達者への譲渡並びに需要家への省エ
ネルギー・節電に関する情報提供に関する条件

１．条 件
(1) ①平成28年度１ｋＷｈ当たりの二酸化炭素排出係数、②平成28年度の未利用エネルギー

の活用状況、③平成28年度の再生可能エネルギーの導入状況、④グリーン電力証書の調
達者への譲渡予定量（予定使用数量の割合）、⑤需要家への省エネルギー・節電に関す
る情報提供の取組の５項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が７０
点以上であること。

要 素 基準値区分 配点
① 平成28年度の１kWhあたりの二酸化炭素排 0.000以上 0.425未満 70
出係数 0.425以上 0.450未満 65
（調整後排出係数） 0.450以上 0.475未満 60
（単位：kg-CO /kWh） 0.475以上 0.500未満 552

0.500以上 0.525未満 50
0.525以上 0.550未満 45
0.550以上 0.575未満 40
0.575以上 0.600未満 35
0.600以上 0.625未満 30
0.625以上 0.650未満 25
0.650以上 20

② 平成28年度の未利用エネルギー活用状況 0.675 ％以上 10
0％超 0.675％未満 5

活用していない 0
③ 平成28年度の再生可能エネルギー導入状況 5.00 %以上 20

3.00 %以上 5.00%未満 15
1.50 %以上 3.00%未満 10
0 %超 1.50%未満 5

活用していない 0
④ グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量 5.0％ 10
（予定使用電力量の割合） 2.5％ 5

活用しない 0
⑤ 需要家への省エネルギー・節電に関する 取り組んでいる 5
情報提供の取組 取り組んでいない 0

＊：財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係るグ
リーン電力証書に限る。

(2) グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札参加資格を得た者が落札した場合、
落札後、契約までの間に、グリーン電力証書を機構に譲渡することとする。譲渡とは、グ
リーン電力証書の発行を行った者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための
帳簿等の名義を契約職等に変更することをいう。書類等が有る場合、その書類等も譲渡す
ることとする。

２．添付書類等
入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1.(1)の条件を満たすことを示す

書類及びその根拠を示す書類を添付すること。

３．契約期間内における努力等
(1) 受注者は、契約期間においても、１．(1)の表による評点の合計が70点以上となるよう

に電気の供給に努めるものとする。
(2) １．(1)の基準を満たして電気の供給が行われているか否かを確認するため、必要に応

じて関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、受注者は、契約期間満了後可能



な限り速やかに、1.(1)の基準を満たして電気の供給を行ったか否か、報告するものとす
る。

４．用語の定義

用 語 定 義
① 平成28年度 「平成28年度１kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。
１kWh当たり 地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公
の二酸化炭素 表されている平成28年度の二酸化炭素排出係数。
排出係数

（調整後排出
係数）

② 平成28年度 未利用エネルギーの有効活用の観点から、平成28年度における未利用エ
の未利用エネ ネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。
ルギー活用状
況 平成28年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）（kWh）を平成28年度の供

給電力量（需要端）（kWh）で除した数値

（算定方式）

平成28年度の未利用エネルギーの活用状況(%)

平成28年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）(kWh)
= ×100

平成28年度の供給電力量（需要端）(kWh）

１．未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エ
ネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用
エネルギーによる発電量を算出する。

① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双
方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量によ
り按分する。

② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未
利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の
効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量
を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーに
よる発電分とする。

２．未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社
電力購入に係る活用分を含む。ただし、一般電気事業者からの購入電力
に含まれる未利用エネルギー活用分については趣旨から考慮し、含まな
い。）をいう。
① 工場等の廃熱又は排圧
② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（「電気事業者による再生可能エネル
ギー電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号）（以下「F
IT法」という。）第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該
当するものを除く。）

③高炉ガス又は副生ガス

３．平成28年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他電気事業者
への販売分は含まない。

４．平成28年度の供給電力量には他電気事業者への販売分は含まない。



③平成28年度 化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入促進の観点から、平成
の再生可能エ 28年度の供給電力量（需要端）に占める再生可能エネルギー電気の利
ネルギー導入 用量の割合を使用する。
状況

再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの

（算定方式）
①＋②

平成28年度の再生可能エネルギーの導入状況＝
③

① 平成28年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量
（送電端（kWh)）

② 平成28年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量
（送電端(kWh))（ただし、太陽光発電の余剰電力買取制度および再

生可能エネルギーの固定価格買い取り制度による買取電力量は除く。
③ 平成28年度の供給電力量（需要端(kWh)）
１．再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第４項に定められる再生可

能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、
風力、水力（30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない）、地
熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。

２．平成28年度の再生可能エネルギー電気の利用量（①＋②）には他
電気事業者への販売分は含まない。

３．平成28年度の供給電力量（③）には他電気事業者への販売分は含
まない。

④ グリーン電 （記載省略）
力証書の調達
者への譲渡予
定量（予定使
用電力量の割
合）

⑤ 需要家への 需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、
省エネルギー 需要家の省エネルギーの促進の観点から、以下の内容の取組があれば評価
・節電に関す する。
る情報提供の 1)電力デマンド監視による使用電力量の表示（見える化）
取組 2)需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス

（リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入）
3)ホームページによる使用電力量の推移等の照会サービス

（需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にするも
の）

4)設定した使用電力量を超過した場合の通知サービス
（需要家が設定した 大使用電力を超過した場合に通知を行うもの）

5)電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協
力した需要家に対して電力料金の優遇

なお、本項目は個別の需要者（発注者）に対する省エネルギー・節電に
関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を
対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常
の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
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