令和２年度電気の供給を受ける契約における環境配慮契約未実施機関・施設一覧【国の機関】
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当該設備は、電気の安定供給をする必要のある設備であり、広く一般に周知
実施時期を検討中
する契約方法は、なじまないため。

実施困難な理由
85

警察庁

大阪支局－２

大阪府東大阪市上石切町地内

102,129 R2.4～R3.3

随意契約

警察庁

札幌局舎１

北海道北広島市北の里地内

253,365 R2.4～R3.3

随意契約

仕様の検討が不十分であり、競争する余地がなかった。

実施時期を検討中

総務省

自治大学校

東京都立川市緑町10-1

1,971,927 R2.6～R3.5

随意契約

契約更新時期に入札手続きが間に合わなかったため

令和３年度分から実施予
定

総務省

三浦電波監視センター

神奈川県三浦市初声町高円坊1691

363,000 R2.11～R3.11

随意契約

契約事業者以外の供給が見込まれないため。

実施困難

財務省

仲田住宅２号棟

名古屋市千種区北千種１丁目９番２

8,998 R2.4～R3.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

財務省

千種東住宅４号棟

名古屋市千種区北千種３丁目３番４

4,624 R2.4～R3.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

財務省

りんくう合同宿舎

泉南郡田尻町りんくうポート北5-17

随意契約

年間使用量が約２万ｋWｈであり、新電力の応札が見込めないため。

実施困難

厚生労働省

国立療養所松丘保養園

青森県青森市大字石江字平山19

4,216,090 R2.4～R3.3

随意契約

応札者がなかったため、現行の契約者と随意契約

厚生労働省

国立療養所東北新生園

宮城県登米市迫町新田字上葉ノ木沢1

3,140,163 R2.4～R3.3

随意契約

新棟立替を控えていることと閑散地で応需業者が限られるため

厚生労働省

国立療養所栗生楽泉園

群馬県吾妻郡草津町大字草津乙647

1,463,400 R2.4～R3.3

通常の競争入札

入札参加条件に裾切り方式を要件として実施

厚生労働省

国立療養所邑久光明園

岡山県瀬戸内市邑久町虫明6253

3600000 R2.4～R3.3

通常の競争入札

裾切り方式による入札を行うための準備が不十分であったため

厚生労働省

国立きぬ川学院

栃木県さくら市押上２８８

395000 R2.4～R3.3

通常の競争入札

裾切り方式を実施することによる入札参加者の減少を懸念したため。

農林水産省

横浜植物防疫所札幌支所

北海道札幌市豊平区羊ヶ丘１

101,882 契約期間の定めなし

農林水産省

林業機械化センター

群馬県沼田市利根町根利１４４５

農林水産省

飛騨森林管理署庁舎

岐阜県高山市西之一色町３－７４７－３

農林水産省

22,232 契約期間の定めなし
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契約事業者以外の供給が見込まれないため。

年間使用量が約２万ｋWｈであり、新電力の応札が見込めないため。

令和４年度分から実施予
定
令和３年度分から実施済
み
令和２年度から実施済み
令和４年度分から実施予
定
令和３年度分から実施済
み
令和４年度分から実施予
定

随意契約

契約期間の定めがないため

33,111 R2.4～R3.3

随意契約

所在地が山村僻地で他の事業者の応札が見込めなかったため。

実施時期を検討中

49,100 R2.4～R3.3

通常の競争入札

公募したが、参加者数を懸念したため

令和３年度分から実施済
み

水産庁船舶岸壁（晴海HI）陸電設備電気供給
中央区晴海5-6
業務

509,591 R2.4～R3.3

随意契約

海上保安庁がオリンピックパラリンピック東京大会の海上警備で当該施設を使 令和４年度分から実施予
用するために名義変更手続きを行うため
定

農林水産省

水産庁船舶岸壁（晴海H3）陸電設備電気供給
中央区晴海5-1
業務

595,572 R2.4～R3.3

随意契約

海上保安庁がオリンピックパラリンピック東京大会の海上警備で当該施設を使 令和４年度分から実施予
用するために名義変更手続きを行うため
定

農林水産省

北神戸第一段揚水

兵庫県三木市吉川町金会地内

920,000 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争よりも安価な農事用電量プランの設定があるため（有利随契）

実施困難

農事用電力契約で明らかに安価。解約すると再契約は困難。地元負担金対象
であり、価格が上がる契約に地元や関係団体の同意を得ることは困難。

農林水産省

大沢第一段揚水

兵庫県神戸市北区淡河町北僧尾地内

370,000 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争よりも安価な農事用電量プランの設定があるため（有利随契）

実施困難

農事用電力契約で明らかに安価。解約すると再契約は困難。地元負担金対象
であり、価格が上がる契約に地元や関係団体の同意を得ることは困難。

農林水産省

杉原川揚水機場

兵庫県多可郡多可町中区高岸１３３−５５

500,000 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争よりも安価な農事用電量プランの設定があるため（有利随契）

実施困難

農事用電力契約で明らかに安価。解約すると再契約は困難。地元負担金対象
であり、価格が上がる契約に地元や関係団体の同意を得ることは困難。

国土交通省

仙台河川国道事務所

仙台市太白区あすと長町四丁目1-60

911,957 R2.4～R3.3

随意契約

競争契約発注に必要な調査及び手続き等に時間を要したため

国土交通省

名取川出張所・仙台東国道維持出張所

仙台市太白区郡山字源兵衛東63

126,517 R2.4～R3.3

随意契約

競争契約発注に必要な調査及び手続き等に時間を要したため

国土交通省

仙台西国道維持出張所

仙台市青葉区折立一丁目1-1

151,130 R2.4～R3.3

随意契約

競争契約発注に必要な調査及び手続き等に時間を要したため

国土交通省

阿武隈大堰管理分室

亘理郡亘理町逢隈田沢字砂押35-1

191,760 R2.4～R3.3

随意契約

競争契約発注に必要な調査及び手続き等に時間を要したため

国土交通省

森吉山ダム管理所

北秋田市根森田字姫ヶ岱31

14,056 R2.4～R3.3

随意契約

発電施設を有しているため。

国土交通省

飽海出張所庁舎

酒田市柏谷沢字内山40-1

140,349 R2.4～R3.3

随意契約

可動堰の電力と一緒の契約になっており力率の変動が大きく、電力会社にとっ
実施困難
てリスクが大きいので競争性が下がる可能性が高い。

可動堰の電力と一緒の契約になっており力率の変動が大きく、電力会社にとっ
てリスクが大きいので競争性が下がる可能性が高い。

国土交通省

最上川ダム統合管理事務所

西村山郡西川町大字砂子関158

78,930 R2.4～R3.3

随意契約

発電施設を有しているため。

実施困難

発電施設を有しているため。

国土交通省

白川ダム管理支所

西置賜郡飯豊町大字高峰字栗梨沢4215

258,592 R2.4～R3.3

随意契約

発電施設を有しているため。

実施困難

発電施設を保有しているため

国土交通省

長井ダム管理支所

長井市平野字北脇ノ沢4164-9

6,248 R2.4～R3.3

随意契約

発電施設を有しているため。

実施困難

発電施設を有しているため。

国土交通省

胆沢ダム管理支所

奥州市胆沢若柳字横岳前山6

19,089 R2.4～R3.3

随意契約

発電施設を有しているため。

実施困難

発電施設を有しているため。

国土交通省

玉川ダム管理所

仙北市田沢湖玉川字下水無92

401,600 R2.4～R3.3

随意契約

秋田県と特定供給契約を締結しているため。

実施困難

秋田県との特定供給契約のため

国土交通省

月山ダム管理所

鶴岡市上名川字東山8-112

92,310 R2.4～R3.3

随意契約

発電施設を有しているため。

実施困難

発電施設を有しているため。

国土交通省

三春ダム管理所

田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4

2,280 R2.4～R3.3

随意契約

発電施設を有しているため。

実施困難

発電施設を有しているため。

国土交通省

摺上川ダム管理所

福島市飯坂町茂庭字蝉狩野山25

17,648 R2.4～R3.3

随意契約

発電施設を有しているため。

実施困難

発電施設を有しているため。

国土交通省

三国川ダム管理所

新潟県南魚沼市清水瀬６８６－５９

132,444 R2.4～R3.3

随意契約

ダム発電所から受給しているため

実施困難

ダム発電所から受給しているため
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み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
実施困難

発電施設を有しているため。
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国土交通省

大台維持出張所

三重県多気郡大台町大字上三瀬字中通289

76,875 ～R3.3

随意契約

長期契約期間中のため

国土交通省

尾鷲維持出張所

三重県尾鷲市矢浜岡崎町123番地の1

114,040 ～R3.3

随意契約

長期契約期間中のため

国土交通省

新鹿電気室

三重県熊野市新鹿町字一谷地先

101,974 ～R3.3

随意契約

長期契約期間中のため

国土交通省

道の駅海山

三重県北牟婁郡紀北町相賀１４３９－３

88,637 ～R3.3

随意契約

長期契約期間中のため

国土交通省

熊野維持出張所

三重県熊野市有馬町5821

112,133 ～R3.3

随意契約

長期契約期間中のため

国土交通省

紀宝トンネル電気室

三重県南牟婁郡紀宝町成川字大谷

141,543 ～R3.3

随意契約

長期契約期間中のため

国土交通省

三重河川国道事務所

三重県津市広明町297

567,272 ～R3.3

随意契約

国土交通省

天竜川防災拠点

長野県飯田市川路7674

国土交通省

大和川河川事務所

国土交通省

今後の見通し

実施困難な理由

令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み

同一敷地内で新庁舎の建て替えを実施していたことから、安定した電力供給が
実施時期を検討中
受けられない恐れがあったため。
令和３年度分から実施予
他機関との合同施設のため調整中
定
令和元年末に事務所移転。一般競争での発注を念頭に実績数量把握のた
令和４年度分から実施予
め。
定

70,500 R2.4～R3.3

随意契約

大阪府柏原市大正2丁目10番8号

392,470 R2.4～R3.3

随意契約

大分川ダム管理庁舎

大分市大字下原1546-4

167,634 R2.4～R3.3

随意契約

工事中であり、かつ水力発電導入予定のため

国土交通省

新潟港湾・空港整備事務所
新潟港湾空港技術調査事務所

新潟県新潟市中央区入船町4-3778

625,079 R2.4～R3.3

随意契約

北陸地方整備局管内の電力契約については、現在各事務所単位で長期継続
契約（随意契約）をしており、今後、共同調達も含め一般競争入札での検討を 実施時期を検討中
しているところである。

国土交通省

水理実験場
（新潟港湾空港技術調査事務所）

新潟県新潟市中央区入船町4-3778

20,598 R2.4～R3.3

随意契約

北陸地方整備局管内の電力契約については、現在各事務所単位で長期継続
契約（随意契約）をしており、今後、共同調達も含め一般競争入札での検討を 実施時期を検討中
しているところである。

国土交通省

旭川空港出張所庁舎

北海道上川郡東神楽町東2線15-96

378,382 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

丘珠空港事務所庁舎

北海道札幌市東区丘珠町755

298,310 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

帯広空港出張所庁舎

北海道帯広市泉町西9線中8-40

330,650 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

釧路空港事務所庁舎

北海道釧路市鶴丘2-260

1,549,455 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

新千歳空港事務所庁舎

北海道千歳市美々新千歳空港内

2,139,406 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

中標津空港出張所庁舎

北海道標津郡中標津町北中

151,325 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

函館空港事務所庁舎

北海道函館市高松町511番地

16,604,092 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

女満別空港出張所庁舎

北海道網走郡大空町女満別中央256

381,590 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

紋別空港出張所庁舎

北海道紋別市小向19-3

100,912 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

稚内空港事務所庁舎

北海道稚内市大字声問村字声問6744

598,114 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

青森空港出張所庁舎

青森県青森市大字大谷字小谷1-303

399,917 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

秋田空港・航空路監視レーダー事務所庁舎

秋田県秋田市雄和椿川字山籠49

442,537 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

大館能代空港出張所庁舎

秋田県北秋田市脇神字からむし岱21-144

119,314 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

庄内空港出張所庁舎

山形県酒田市浜中村東３０－３

165,432 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

仙台空港事務所庁舎

宮城県名取市下増田字南原

1,580,469 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

新潟空港事務所庁舎

新潟県新潟市東区松浜町2350-4

1,692,533 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

花巻空港出張所庁舎

岩手県花巻市葛3-183-1

209,168 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

2

実施困難

工事中であり、かつ水力発電導入予定のため

環境配慮契約（裾切り方式）未実施の詳細
省庁名

施設名称等

施設所在地

年間予定使用
電力量(kWh)

契約期間

契約方式
裾切り方式未実施の理由

今後の見通し

実施困難な理由

国土交通省

福島空港出張所庁舎

福島県石川郡玉川村大字北須釜字鎺田21

261,642 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

三沢空港事務所庁舎

青森県三沢市大字三沢字下夕沢83-197

261,753 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

山形空港出張所庁舎

山形県東根市大字羽入字柏原新林3008

256,198 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

百里空港事務所庁舎

茨城県小美玉市与沢1601-21

201,596 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

大島空港出張所庁舎

東京都大島町元町字北の山270-1

197,412 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

静岡空港出張所庁舎

静岡県牧之原市坂口1250-72

288,434 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

松本空港出張所庁舎

長野県松本市大字空港東8928

198,665 R2.4～R3.3

随意契約

供給を実施できる事業者が確認できなかったため。（電気事業者に対しヒアリ
ングを行った結果、空港の電力使用の性質上採算が合わないとの回答あり）

実施時期を検討中

国土交通省

酒田港湾事務所

山形県酒田市光ヶ丘５－２０－１７

46,669 R2.4～R3.3

随意契約

所在地域における電力サービスの状況、他官署の契約結果等をふまえ、競争 令和３年度分から実施予
入札への移行に向けて情報収集を行っていたため。
定

国土交通省

福岡航空交通管制部

福岡県福岡市東区大字奈多字小瀬抜１３０２
－１７

9,900,000 H25.4～R3.3

随意契約

一般競争を行った場合、年間で少なくとも1千万円以上の経費の増額が今後必
実施時期を検討中
要となる見込みであり経費の節減には繋がらないと思量されるため。

国土交通省

神戸航空交通管制部

兵庫県神戸市西区井吹台東町7-6-2

6,071,527 R2.4～R3.3

随意契約

管制機器の設置や増設があり年間使用電力が不透明なため、随意契約を継
続している。
当該庁舎は令和2年度より使用している。

実施時期を検討中

国土交通省

性能評価センター庁舎

茨城県常陸太田市白羽町朝日向1715

4,067,519 R2.4～R3.3

随意契約

当所の地形的条件もあり電気事業者の供給体制が整っていない。

実施時期を検討中

国土交通省

中部空港事務所

常滑市セントレア１丁目１番地

3,307,848 R2.4～R3.3

随意契約

安定供給ができるのは中部電力（株）のみであるため。

実施困難

国土交通省

小松空港事務所

石川県小松市浮柳町ヨ21

802,580 R2.4～R3.3

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

国土交通省

大阪空港事務所

大阪府豊中市蛍池西町3丁目371番地

5,314,179 R2.4～R3.3

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。集約エリアが
大きいため、同一事業者による各施設への安定した電力供給等課題に対する 実施困難
各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。

国土交通省

八尾空港事務所

大阪府八尾市空港2丁目12

494,268 R2.4～R3.3

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
実施困難
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。

418,824 R2.4～R3.3

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

2,182,424 R2.4～R3.3

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。集約エリアが
大きいため、同一事業者による各施設への安定した電力供給等課題に対する 実施困難
各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

国土交通省

美保空港事務所

鳥取県境港市佐斐神町2064

国土交通省

広島空港事務所

広島県三原市本郷町善入寺64番地34

国土交通省

国土交通省

岩国空港事務所

徳島空港事務所

山口県岩国市旭町3丁目15番2号

徳島県板野郡松茂町豊久字朝日野16-2

177,614 R2.4～R3.3

273,230 R2.4～R3.3

3

安定供給ができるのは中部電力（株）のみであるため。

環境配慮契約（裾切り方式）未実施の詳細
省庁名

施設名称等

施設所在地

年間予定使用
電力量(kWh)

契約期間

契約方式
裾切り方式未実施の理由

今後の見通し

実施困難な理由

国土交通省

高松空港事務所

香川県高松市香南町由佐3473-3

1,384,488 R2.4～R3.3

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
実施困難
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。

国土交通省

松山空港事務所

愛媛県松山市南吉田町

1,097,223 R2.4～R3.3

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
実施困難
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。

国土交通省

高知空港事務所

高知県南国市物部

1,456,640 R2.4～R3.3

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
実施困難
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

国土交通省

国土交通省

国土交通省

南紀白浜空港出張所

富山空港出張所

鳥取空港事務所

和歌山県西牟婁郡白浜町2926

富山県富山市秋ヶ島３５

鳥取県鳥取市湖山町西４丁目１１０−５

273,334 R2.4～R3.3

361,782 R2.4～R3.3

200,406 R2.4～R3.3

国土交通省

岡山空港出張所

岡山県岡山市北区日応寺1277(航空局庁舎)

290,522 R2.4～R3.3

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

国土交通省

山口宇部空港出張所

山口県宇部市大字沖宇部字八王子625-17

271,067 R2.4～R3.3

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

222,307 R2.4～R3.3

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

5,380,467 R2.11～R3.10

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。集約エリアが
大きいため、同一事業者による各施設への安定した電力供給等課題に対する 実施困難
各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。

国土交通省

国土交通省

出雲空港出張所

神戸空港出張所

島根県出雲市斐川町沖洲2636番1

兵庫県神戸市中央区神戸空港1番

国土交通省

能登空港

石川県輪島市三井町洲衛１０−１１−１

国土交通省

福岡空港事務所

福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷295

266,485 R2.4～R3.3

514,941 R2.4～R3.3
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環境配慮契約（裾切り方式）未実施の詳細
省庁名

施設名称等

施設所在地

年間予定使用
電力量(kWh)

契約期間

契約方式
裾切り方式未実施の理由

今後の見通し

実施困難な理由

国土交通省

北九州空港事務所

福岡県北九州市小倉南区空港北町6番

1,672,641 R2.4～R3.3

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
実施困難
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。

国土交通省

長崎空港事務所

長崎県大村市箕島町593-2

2,099,130 R2.10～R3.9

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
実施困難
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。

国土交通省

熊本空港事務所

熊本県上益城郡益城町大字小谷

2,076,678 R2.10～R3.9

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
実施困難
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。

国土交通省

大分空港事務所

大分県国東市武蔵町糸原大海田

1,605,400 R2.11～R3.10

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
実施困難
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。

国土交通省

宮崎空港事務所

宮崎県宮崎市大字赤江無番地

1,858,798 R2.7～R3.6

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
実施困難
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。

国土交通省

鹿児島空港事務所

鹿児島県霧島市溝辺町麓838

2,934,651 R2.9～R3.8

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。集約エリアが
大きいため、同一事業者による各施設への安定した電力供給等課題に対する 実施困難
各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

国土交通省

佐賀空港出張所

佐賀県佐賀市川副町大字犬井道9476-187

333,960 R2.4～R3.3

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

国土交通省

福江レーダー

長崎県五島市上大津町２１９２

219,677 R2.4～R3.3

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

231,544 R2.4～R3.3

随意契約

重要施設に対するリスク、リスク回避などを整理しているところ。課題整理後に
対象となる各事業者へのヒアリングを経て実施時期を検討する予定。ただし小
実施困難
規模官署であるため隣接官署との合同実施の検討、分担の調整も必要であ
り、時間を要する。

契約事業者の変更時に関する手続きや重要施設に対するリスク、リスク回避
などを整理しているところ。課題が整理された段階で、対象事業者を確認、必
要に応じて各事業者に必要事項をヒアリングしたうえで、実施時期を検討する
ことを考えている。
また、規模が小さいため、隣接する官署と合わせての実施も検討が必要。

90,000 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約をしており、一般競争入札での検討をしているところである。

実施時期を検討中

4,000 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約をしており、一般競争入札での検討をしているところである。

実施時期を検討中

50,000 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約をしており、一般競争入札での検討をしているところである。

実施時期を検討中

国土交通省

国土交通省

国土交通省

三郡山ＡＲＳＲ

福江ＯＲＳＲ

加世田基地局

福岡県筑紫野市大字柚須原４３０

長崎県五島市富江町峰２７２８－１

鹿児島県南さつま市加世田内山田1079-3

国土交通省

加世田ＡＲＳＲ

鹿児島県南さつま市加世田津貫2851-5

国土交通省

鹿島港湾・空港整備事務所

茨城県鹿嶋市粟生2254

国土交通省

鹿島港湾 ケーソンヤード打継場

茨城県鹿嶋市大字新浜10

国土交通省

鹿島港湾 茨城港出張所

茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町千駄切552-7

191,417 R2.4～R3.3

194,292 R2.4～R3.3

99,634 R2.4～R3.3
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省庁名
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契約方式
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東京港湾事務所

東京都江東区新木場1-6-25

123,853 R2.4～R3.3

通常の競争入札

国土交通省

横浜港湾空港技術調査事務所庁舎

神奈川県横浜市神奈川区橋本町2-1-4

129,025 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約をしており、一般競争入札での検討をしているところである。

国土交通省

山内水理実験場

神奈川県横浜市神奈川区山内町1-2

42,611 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約をしており、一般競争入札での検討をしているところである。

実施時期を検討中

国土交通省

下関港湾事務所

山口県下関市東大和町2-29-1

111,561 R2.4～R3.3

随意契約

九州地方の施設との一括発注の可否の判断に時間を要したため

令和４年度分から実施予
定

国土交通省

近畿圏臨海防災センター

大阪府堺市堺区匠町3-2

124,500 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約のため（一般競争入札への移行検討中）

実施時期を検討中

国土交通省

神戸港湾事務所

兵庫県神戸市中央区小野浜町7-30

416,400 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約のため（一般競争入札への移行検討中）

実施時期を検討中

環境省

洞爺財田自然体験ハウス

北海道虻田郡洞爺湖町財田２－２

99,839 R2.4～R3.3

随意契約

施設の開設当初に申し込んだ電力契約を継続・更新しているため。

令和３年度分から実施済
み

環境省

阿蘇草原学習館

阿蘇市小里６５６−６

91,584 R2.4～R3.3

随意契約

施設の開設当初に申し込んだ電力契約を継続・更新しているため。

実施時期を検討中

余市防備隊

北海道余市郡余市町港町

759,821 R2.4～R3.3

通常の競争入札

防衛省

由良基地分遣隊

和歌山県日高郡由良町阿戸

126,578 R2.4～R3.3

通常の競争入札

防衛省

函館基地隊本部

北海道函館市大町１０

277,931 R2.4～R3.3

通常の競争入札

防衛省

松前警備所

北海道松前郡松前町字建石

3,029,738 R2.4～R3.3

通常の競争入札

防衛省

松前警備所建石レーダー

北海道松前郡松前町建石５３－６

994,298 R2.4～R3.3

通常の競争入札

防衛省

松前警備所松前レーダー

北海道松前郡松前町字建石

77,165 R2.4～R3.3

通常の競争入札

防衛省

松前警備所白神地区

北海道松前郡松前町字白神

139,020 R2.4～R3.3

通常の競争入札

竜飛警備所

青森県東津軽郡外ヶ浜町字三厩竜浜５４－７
１

316,531 R2.4～R3.3

通常の競争入札

防衛省
参議院

参議院清水谷議員宿舎

千代田区紀尾井町１－１５

254,256 R2.12～R3.12

市場調査の結果及び実際の入札において、据切り方式による入札参加者の確
実施時期を検討中
保が困難であったため。
令和３年度より阪神基地
入札参加が例年１社のみ
隊契約。
入札時において当該方式契約による具体的指示を認識出来できていなかった 令和３年度分から実施済
ため。
み
入札時において当該方式契約による具体的指示を認識出来できていなかった 令和３年度分から実施済
ため。
み
入札時において当該方式契約による具体的指示を認識出来できていなかった 令和３年度分から実施済
ため。
み
入札時において当該方式契約による具体的指示を認識出来できていなかった 令和３年度分から実施済
ため。
み
入札時において当該方式契約による具体的指示を認識出来できていなかった 令和３年度分から実施済
ため。
み
電力供給会社が３者に満たないため

実施困難

令和2年2月新築のため、入札における予定契約電力及び年間予定使用電力 令和３年度分から実施済
の実績値提示ができないため。
み

随意契約
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実施困難な理由

令和４年度分から実施予
定
令和３年度分から実施予
定

国土交通省

防衛省

裾切り方式に必要な調査及び手続き等に時間を要したため

今後の見通し

入札参加者なしのため

令和２年度電気の供給を受ける契約における環境配慮契約未実施機関・施設一覧【独立行政法人等】
所管省庁名

法人名

施設名称等

環境配慮契約（裾切り方式）未実施の詳細

年間予定使用
電力量(kWh)

施設所在地

契約期間

契約方式
裾切り方式未実施の理由

3

4

7

10

11

12

今後の見通し

外務省

国際協力機構

JICA九州

福岡県北九州市八幡東区平野2-2-1

500,000 R2.4～R5.3

随意契約

外務省

国際協力機構

JICA北海道（帯広）

北海道帯広市西20条南6丁目1-2

411,000 H29.2～R4.3

通常の競争入札

文部科学省

国立大学法人室蘭工業大学

国立大学法人室蘭工業大学共同利用施設

北海道室蘭市水元町27-1

253,207 R2.4～R3.3

随意契約

文部科学省

国立大学法人室蘭工業大学

国立大学法人室蘭工業大学融雪

北海道室蘭市水元町27-1

193,935 R2.4～R3.3

随意契約

文部科学省

国立大学法人室蘭工業大学

国立大学法人室蘭工業大学女子寮

北海道室蘭市水元町27-1

80,490 R2.4～R3.3

随意契約

文部科学省

国立大学法人室蘭工業大学

国立大学法人室蘭工業大学

北海道室蘭市水元町27-1

4,925,357 R2.4～R3.3

随意契約

文部科学省

国立大学法人弘前大学

本部事務局等

青森県弘前市文京町1

8,732,569 H28.7～R3.6

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人弘前大学

医学部附属病院等

青森県弘前市本町53

20,695,649 H28.7～R3.6

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人弘前大学

附属学校（中・小・幼）

青森県弘前市学園町1-１

641,142 H30.8～R5.8

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人弘前大学

学生寮（朋寮等）

青森県弘前市学園町1-１

510,124 H30.8～R5.7

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人弘前大学

学生寮（北溟寮）

青森県弘前市緑ヶ丘1-8-4

199,359 H30.8～R5.8

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人弘前大学

附属特別支援学校

青森県弘前市富野町1-76

118,219 H30.8～R5.8

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人弘前大学

医学部ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

青森県弘前市本町40-1

118,436 H30.8～R5.8

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人弘前大学

学生支援ｾﾝﾀｰ

青森県弘前市南塘町1-1

55,497 H30.8～R5.8

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人弘前大学

白神自然環境研究所

青森県中津軽郡西目屋村川原平大川添101-1

33,963 H30.8～R5.8

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

33,505 H30.8～R5.8

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

88,991 H30.8～R5.8

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

弘前大学農学生命科学部附属生物共生教育ｾ
青森県五所川原市金木町芦野84
ﾝﾀｰ（金木農場）
弘前大学農学生命科学部附属生物共生教育ｾ
青森県津軽郡藤崎町藤崎下袋7-1
ﾝﾀｰ（藤崎農場）

現在の契約内容上、入札を実施した場合、契約金額が現在より高額にな
実施時期を検討中
ることが見込まれるため。
現在の契約内容上、入札を実施した場合、契約金額が現在より高額にな
実施時期を検討中
ることが見込まれるため。
現在の契約内容上、入札を実施した場合、契約金額が現在より高額にな
実施時期を検討中
ることが見込まれるため。

文部科学省

国立大学法人弘前大学

文部科学省

国立大学法人弘前大学

文部科学省

国立大学法人岩手大学

上田キャンパス（上田３丁目）

盛岡市上田三丁目１８－８

6,983,032 R2.5～R5.4

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能であるため。
電気の安定供給を懸念したため。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人岩手大学

上田キャンパス（上田４丁目）

盛岡市上田四丁目３－５

5,255,481 R2.5～R5.4

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能であるため。
電気の安定供給を懸念したため。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人岩手大学

附属小学校

盛岡市加賀野二丁目６－１

285,716 R2.5～R5.4

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能であるため。
電気の安定供給を懸念したため。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人岩手大学

附属中学校

盛岡市加賀野三丁目９－１

267,972 R2.5～R5.4

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能であるため。
電気の安定供給を懸念したため。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人岩手大学

附属特別支援学校

盛岡市東安庭三丁目４－２０

182,867 R2.5～R5.4

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能であるため。
電気の安定供給を懸念したため。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人岩手大学

自啓寮・同袍寮

盛岡市上田三丁目１８－１５

322,707 R2.5～R5.4

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能であるため。
電気の安定供給を懸念したため。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人岩手大学

北謳寮・紅梅寮

盛岡市高松四丁目１７－１８

397,984 R2.5～R5.4

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能であるため。
電気の安定供給を懸念したため。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人岩手大学

釜石サテライト

釜石市平田第３地割７５－１

341,748 R2.5～R5.4

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能であるため。
電気の安定供給を懸念したため。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人岩手大学

御明神総合施設

岩手郡雫石町御明神第８地割大石野

90,305 R2.5～R5.4

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能であるため。
電気の安定供給を懸念したため。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人岩手大学

滝沢農場

滝沢市巣子１５５２

154,951 R2.5～R5.4

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能であるため。
電気の安定供給を懸念したため。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東北大学

（青葉山４）西澤潤一記念研究センター

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉５１９－１１７６

1,950,760 R2.4～R3.3

随意契約

件数が多く、順次競争入札へ切り替えている過渡期のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東北大学

（神岡）ニュートリノ科学研究センター

岐阜県飛騨市神岡町跡津５７６神岡鉱業㈱茂
住坑内

1,329,489 R2.4～R3.3

随意契約

件数が多く、順次競争入札へ切り替えている過渡期のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東北大学

（星陵）艮陵会館

宮城県仙台市青葉区広瀬町３－３４

160,832 R2.4～R3.3

随意契約

件数が多く、順次競争入札へ切り替えている過渡期のため

文部科学省

国立大学法人東北大学

（川渡２）川渡共同セミナーセンター

宮城県大崎市鳴子温泉字原７５

42,378 R2.4～R3.3

随意契約

件数が多く、順次競争入札へ切り替えている過渡期のため

文部科学省

国立大学法人東北大学

（川渡２）複合生態フィールド研究センター

宮城県大崎市鳴子温泉字蓮田２３２－３

502,998 R2.4～R3.3

随意契約

件数が多く、順次競争入札へ切り替えている過渡期のため

文部科学省

国立大学法人東北大学

（小乗浜）複合生態フィールド研究センター

宮城県牡鹿郡女川町小乗浜向３－１

191,970 R2.4～R3.3

随意契約

件数が多く、順次競争入札へ切り替えている過渡期のため

文部科学省

国立大学法人東北大学

（浅虫）浅虫海洋生物学研究センター

青森県青森市浅虫坂本９

150,828 R2.4～R3.3

随意契約

件数が多く、順次競争入札へ切り替えている過渡期のため
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実施困難な理由

84
85
87
燃料電池発電設備由来の余剰電力（電力受給契約）に対応可能な会社
燃料電池発電設備由来の余剰電力（電力受給契約）に対応可能な会社
実施困難
がないため
がないため
令和４年度分から実施予
長期契約期間中のため
定
現在の契約内容上、入札を実施した場合、契約金額が現在より高額にな
実施時期を検討中
ることが見込まれるため。

令和３年度分から実施予
定
令和３年度分から実施予
定
実施時期を検討中
令和３年度分から実施予
定
令和３年度分から実施予
定

所管省庁名

法人名

施設名称等

施設所在地

年間予定使用
電力量(kWh)

環境配慮契約（裾切り方式）未実施の詳細
契約期間

契約方式
裾切り方式未実施の理由

文部科学省

国立大学法人東北大学

（三条３）国際交流支援センター（業務）

宮城県仙台市青葉区三条町９－１４

194,115 R2.4～R3.3

随意契約

件数が多く、順次競争入札へ切り替えている過渡期のため

文部科学省

国立大学法人東北大学

（三条３）国際交流支援センター（深夜）

宮城県仙台市青葉区三条町９－１４

86,460 R2.4～R3.3

随意契約

件数が多く、順次競争入札へ切り替えている過渡期のため

文部科学省

国立大学法人東北大学

（東仙台）国際交流支援センター

宮城県仙台市宮城野区東仙台６－１４－１５

文部科学省

国立大学法人東北大学

（南吉成）けんこうプラザ

文部科学省

国立大学法人東北大学

文部科学省

今後の見通し
実施時期を検討中
実施時期を検討中
令和３年度分から実施予
定
令和３年度分から実施予
定
令和３年度分から実施予
定
令和３年度分から実施予
定

70,295 R2.4～R3.3

随意契約

件数が多く、順次競争入札へ切り替えている過渡期のため

宮城県仙台市青葉区南吉成６－６－５

418,170 R2.4～R3.3

随意契約

件数が多く、順次競争入札へ切り替えている過渡期のため

（八幡）星の子保育園

宮城県仙台市青葉区八幡１－８－５

102,009 R2.4～R3.3

随意契約

件数が多く、順次競争入札へ切り替えている過渡期のため

国立大学法人東北大学

（三条１）ユニバーシティ・ハウス三条

宮城県仙台市青葉区三条町１９－１

936,208 R2.4～R3.3

随意契約

件数が多く、順次競争入札へ切り替えている過渡期のため

文部科学省

国立大学法人宮城教育大学

宮城教育大学（青葉山地区）

仙台市青葉区荒巻字青葉149

2,196,000 R2.4～R3.3

随意契約

自動更新契約となっている

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人宮城教育大学

宮城教育大学（上杉地区）

仙台市青葉区上杉6-4-1

461,000 R2.4～R3.3

随意契約

自動更新契約となっている

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人宮城教育大学

宮城教育大学（水の森地区）

仙台市青葉区水の森2-7-10

121,000 R2.4～R3.3

随意契約

自動更新契約となっている

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人秋田大学

手形キャンパス

秋田市手形学園町１－１

6,357,000 H28.8～R3.7

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人秋田大学

附属小学校

秋田市保戸野原の町１３－１

324,000 H28.8～R3.7

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人秋田大学

附属中学校

秋田市保戸野原の町７－７５

172,000 H28.8～R3.7

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人秋田大学

女子寮

秋田市手形田中５－５０

112,000 H28.8～R3.7

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人秋田大学

本道団地

秋田市本道１－１－１

19,815,904 H30.4～R5.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人秋田大学

ヘリポート用融雪電源

秋田市本道１－１－１

94,751 R2.12～R3.3

随意契約

新電力に高圧融雪電力の供給契約がないため

実施困難

20,619,000 R2.4～R7.3

随意契約

重粒子線がん治療にかかる固定照射装置の稼働がR3.3を予定、さらに
回転ガントリーによる治療がR3.7に開始する予定である。
２つの装置による患者数が安定し、飯田キャンパスにおける最大電力及
び電力使用量（年間）が最終的に想定できるのが令和5年度末頃と見込
実施時期を検討中
まれ、最大電力及び電力使用量（年間）の順次増加や継続した電力供給
が必要となる。
現状では最大電力・電力使用量の具体的な値が定まらず、競争入札にい
たらなかった。

文部科学省

国立大学法人山形大学

飯田キャンパス

山形県山形市飯田西2-2-2

文部科学省

国立大学法人山形大学

米沢キャンパス

山形県米沢市城南4丁目3－16

7,105,821 R2.4～R3.3

随意契約

裾切り方式実施に向け準備している段階のため。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人山形大学

イノベーションセンター

山形県米沢市アルカディア1丁目808番48

1,531,468 R2.4～R3.3

随意契約

裾切り方式実施に向け準備している段階のため。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人山形大学

蓄電デバイス

山形県米沢市アルカディア1丁目808番36

599,308 R2.4～R3.3

随意契約

裾切り方式実施に向け準備している段階のため。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人山形大学

事業創出センター

山形県米沢市アルカディア1丁目808番46

183,529 R2.4～R3.3

随意契約

裾切り方式実施に向け準備している段階のため。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人山形大学

飯豊実験棟

山形県西置賜郡飯豊町1725-1

222,146 R2.4～R3.3

随意契約

裾切り方式実施に向け準備している段階のため。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人山形大学

農学部

山形県鶴岡市若葉町1-23

1,647,665 R2.4～R3.3

随意契約

調査の結果、一般競争に付した場合に本学に不利な契約となる可能性
が認められる。
また、当該事業者が環境経営方針を独自に策定し、環境マネジメントシス
テムの国際的企画であるISO14001や環境省のエコアクション21を参考に
策定した「T-EMSガイドライン」に基づき運用しているなど、環境配慮に先 実施時期を検討中
進的であることが確認できたため、令和2年度は現在の契約を更新し未
実施とした。
なお、今後の裾切り方式による環境配慮契約を含めた契約方式の見直し
を検討する。

文部科学省

国立大学法人福島大学

福島大学金谷川キャンパス

福島県福島市金谷川1

6,996,317 R2.4～R3.3

随意契約

裾切要件を満たしている一般電気事業者との間で、需給契約とは別に基
令和３年度分から実施済
本料金が割引される長期契約（５年）を締結しており、随意契約を更新し
み
た。

文部科学省

国立大学法人福島大学

福島大学附属小学校

福島県福島市新浜町4-6

322,536 R2.4～R3.3

随意契約

裾切要件を満たしている一般電気事業者との間で、需給契約とは別に基
令和３年度分から実施済
本料金が割引される長期契約（５年）を締結しており、随意契約を更新し
み
た。

文部科学省

国立大学法人福島大学

福島大学附属中学校

福島県福島市浜田町12−26

174,178 R2.4～R3.3

随意契約

裾切要件を満たしている一般電気事業者との間で、需給契約とは別に基
令和３年度分から実施済
本料金が割引される長期契約（５年）を締結しており、随意契約を更新し
み
た。

文部科学省

国立大学法人福島大学

福島大学附属特別支援学校

福島県福島市八木田字並柳71

88,149 R2.4～R3.3

随意契約

裾切要件を満たしている一般電気事業者との間で、需給契約とは別に基
令和３年度分から実施済
本料金が割引される長期契約（５年）を締結しており、随意契約を更新し
み
た。

文部科学省

国立大学法人茨城大学

水戸キャンパス

茨城県水戸市文京2-1-1

3,901,484 R2.4～R3.3

随意契約

過去の実績により安価な高圧電力契約を締結しているため

文部科学省

国立大学法人茨城大学

日立キャンパス

茨城県日立市中成沢町４-１２-１

3,292,232 R2.4～R3.3

随意契約

過去の実績により安価な高圧電力契約を締結しているため

文部科学省

国立大学法人茨城大学

学生寄宿舎（吼洋寮）

茨城県日立市鮎川町６丁目９－１

164,798 R2.4～R3.3

随意契約

過去の実績により安価な高圧電力契約を締結しているため

文部科学省

国立大学法人茨城大学

阿見キャンパス

茨城県稲敷郡阿見町中央３－２１－１

2,769,597 R2.4～R3.3

随意契約

過去の実績により安価な高圧電力契約を締結しているため

文部科学省

国立大学法人茨城大学

農学部（甲地区）

茨城県稲敷郡阿見町中央３－２１－１

74,671 R2.4～R3.3

随意契約

過去の実績により安価な高圧電力契約を締結しているため
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実施困難な理由

令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み

新電力に高圧融雪電力の供給契約がないため

所管省庁名

法人名

施設名称等

施設所在地

年間予定使用
電力量(kWh)

環境配慮契約（裾切り方式）未実施の詳細
契約期間

契約方式
裾切り方式未実施の理由

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

文部科学省

国立大学法人群馬大学

国立大学法人群馬大学

国立大学法人群馬大学

国立大学法人群馬大学

国立大学法人群馬大学

国立大学法人群馬大学

国立大学法人群馬大学

桐生団地

啓真寮

荒牧団地

昭和団地

養心寮

附属小学校・特別支援学校

草津セミナーハウス

〒376-8515
群馬県桐生市天神町1丁目5-1

〒376-0052
桐生市天神町3丁目14-45

〒371-8510
群馬県前橋市荒牧町4丁目2番地

〒371-8511
群馬県前橋市昭和町3丁目39-22

〒371-0032
群馬県前橋市若宮町2丁目14-7

〒371-0032
群馬県前橋市若宮町2丁目８-１

〒377-1711
群馬県吾妻郡草津町草津737

文部科学省

国立大学法人群馬大学

附属中学校

〒371-0052
群馬県前橋市上沖町612

文部科学省

国立大学法人千葉大学

西千葉キャンパス

千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33

文部科学省

国立大学法人千葉大学

亥鼻キャンパス

千葉県千葉市中央区亥鼻1丁目8-1

6,053,468 R2.4～R5.3

170,167 R2.4～R5.3

2,202,513 R2.4～R5.3

37,026,600 R2.4～R5.3

253,696 R2.4～R5.3

377,943 R2.4～R5.3

18,262 R2.4～R5.3

今後の見通し

随意契約

裾切り方式による一般競争契約を前提として、本学へ供給可能と思われ
る全事業者に対して調査を行った結果、当時の供給事業者以外からの見
積額は当時の契約金額から数千万円の増額見込みになることがわかっ
た。一方、当時の供給事業者と継続契約を行うとした場合、当時の電気 実施時期を検討中
料金より年間1,600万円程度の減額が見込まれることがわかった。
このように法の趣旨に則して価格以外の環境負荷を考慮しつつ経済性を
確保することが可能であるのは当該事業者のみであると判断した。

随意契約

裾切り方式による一般競争契約を前提として、本学へ供給可能と思われ
る全事業者に対して調査を行った結果、当時の供給事業者以外からの見
積額は当時の契約金額から数千万円の増額見込みになることがわかっ
た。一方、当時の供給事業者と継続契約を行うとした場合、当時の電気 実施時期を検討中
料金より年間1,600万円程度の減額が見込まれることがわかった。
このように法の趣旨に則して価格以外の環境負荷を考慮しつつ経済性を
確保することが可能であるのは当該事業者のみであると判断した。

随意契約

裾切り方式による一般競争契約を前提として、本学へ供給可能と思われ
る全事業者に対して調査を行った結果、当時の供給事業者以外からの見
積額は当時の契約金額から数千万円の増額見込みになることがわかっ
た。一方、当時の供給事業者と継続契約を行うとした場合、当時の電気 実施時期を検討中
料金より年間1,600万円程度の減額が見込まれることがわかった。
このように法の趣旨に則して価格以外の環境負荷を考慮しつつ経済性を
確保することが可能であるのは当該事業者のみであると判断した。

随意契約

裾切り方式による一般競争契約を前提として、本学へ供給可能と思われ
る全事業者に対して調査を行った結果、当時の供給事業者以外からの見
積額は当時の契約金額から数千万円の増額見込みになることがわかっ
た。一方、当時の供給事業者と継続契約を行うとした場合、当時の電気 実施時期を検討中
料金より年間1,600万円程度の減額が見込まれることがわかった。
このように法の趣旨に則して価格以外の環境負荷を考慮しつつ経済性を
確保することが可能であるのは当該事業者のみであると判断した。

随意契約

裾切り方式による一般競争契約を前提として、本学へ供給可能と思われ
る全事業者に対して調査を行った結果、当時の供給事業者以外からの見
積額は当時の契約金額から数千万円の増額見込みになることがわかっ
た。一方、当時の供給事業者と継続契約を行うとした場合、当時の電気 実施時期を検討中
料金より年間1,600万円程度の減額が見込まれることがわかった。
このように法の趣旨に則して価格以外の環境負荷を考慮しつつ経済性を
確保することが可能であるのは当該事業者のみであると判断した

随意契約

裾切り方式による一般競争契約を前提として、本学へ供給可能と思われ
る全事業者に対して調査を行った結果、当時の供給事業者以外からの見
積額は当時の契約金額から数千万円の増額見込みになることがわかっ
た。一方、当時の供給事業者と継続契約を行うとした場合、当時の電気 実施時期を検討中
料金より年間1,600万円程度の減額が見込まれることがわかった。
このように法の趣旨に則して価格以外の環境負荷を考慮しつつ経済性を
確保することが可能であるのは当該事業者のみであると判断した。

随意契約

裾切り方式による一般競争契約を前提として、本学へ供給可能と思われ
る全事業者に対して調査を行った結果、当時の供給事業者以外からの見
積額は当時の契約金額から数千万円の増額見込みになることがわかっ
た。一方、当時の供給事業者と継続契約を行うとした場合、当時の電気
実施時期を検討中
料金より年間1,600万円程度の減額が見込まれることがわかった。
このように法の趣旨に則して価格以外の環境負荷を考慮しつつ経済性を
確保することが可能であるのは当該事業者のみであると判断した。

随意契約

裾切り方式による一般競争契約を前提として、本学へ供給可能と思われ
る全事業者に対して調査を行った結果、当時の供給事業者以外からの見
積額は当時の契約金額から数千万円の増額見込みになることがわかっ
た。一方、当時の供給事業者と継続契約を行うとした場合、当時の電気 実施時期を検討中
料金より年間1,600万円程度の減額が見込まれることがわかった。
このように法の趣旨に則して価格以外の環境負荷を考慮しつつ経済性を
確保することが可能であるのは当該事業者のみであると判断した。

15,158,904 H31.4～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

40,291,440 H31.4～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

285,582,528 H28.4～R3.3

随意契約

技術的理由による競争の不存在により入札によらぬ契約を行ったため、
実施時期を検討中
裾切り方式の検討を行わなかった。

182,916 R2.4～R5.3

令和４年度分から実施予
定
令和４年度分から実施予
定

文部科学省

国立大学法人東京大学

本郷団地他４団地

東京都文京区本郷７丁目３－１
東京都目黒区駒場３丁目８－１
東京都目黒区駒場４丁目６－１
東京都港区白金台４丁目６－１
千葉県柏市柏の葉５丁目１－５

文部科学省

国立大学法人東京大学

白金ロッジ

東京都港区白金台４丁目６－４１

42,048 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

駒場ロッジ

東京都目黒区駒場４丁目６－２９

51,910 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中
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実施困難な理由

所管省庁名

法人名

施設名称等

施設所在地

年間予定使用
電力量(kWh)

環境配慮契約（裾切り方式）未実施の詳細
契約期間

契約方式
裾切り方式未実施の理由

今後の見通し

実施困難な理由

文部科学省

国立大学法人東京大学

新追分国際宿舎

東京都文京区向丘１丁目１２－８

143,830 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

理学系研究科附属植物園

東京都文京区白山３丁目７－１

215,271 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

博物館小石川分館

東京都文京区白山３丁目７－１

64,656 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

医学部附属病院駐車場

東京都文京区本郷７丁目３－１

49,213 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

教育学部附属中等教育学校

東京都中野区南台１丁目１５－１

447,110 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

玉原国際セミナーハウス

群馬県沼田市上発知町３５０－１

1,975 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

物性研究所附属中性子科学研究施設

茨城県那珂郡東海村大字白方１０６－１

47,132 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

農学生命科学研究所附属牧場

茨城県笠間市安居３１４５

295,247 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

柏Ⅱキャンパス

千葉県柏市柏の葉６丁目２－１

1,548,690 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

検見川体育セミナーハウス

千葉県千葉市花見川区花園町１０３５

96,632 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

農学生命科学研究科附属生態調和農学機構

東京都西東京市緑町１丁目１－１

395,932 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

農学生命科学研究所附演習林田無試験地

東京都西東京市緑町１丁目１－８

177,856 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

理学系研究科附属天文学教育研究センター

東京都三鷹市大沢２丁目２１－１

238,785 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

三鷹国際交流会館

東京都三鷹市新川６丁目２２－１２

107,404 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

理学系研究科附属臨海実験所

神奈川県三浦市三崎町小網代１０２４

485,685 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

平塚総合海洋実験所

神奈川県平塚市虹ケ浜９－１

30,307 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

山中寮 内藤セミナーハウス

山梨県南都留郡山中湖村平野５０６－２９６

118,395 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

明野観測所

山梨県北杜市明野町浅尾５２５９

27,020 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京大学

戸田寮

静岡県沼津市戸田２７１０－３

49,760 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札への移行を検討中。

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京医科歯科大学

湯島地区

東京都文京区湯島１－５－４５

47,305,031 H31.4～R5.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京医科歯科大学

駿河台（２）地区

東京都千代田区神田駿河台２－３－１０

1,965,450 H31.4～R5.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京医科歯科大学

国府台地区（業務用）

千葉県市川市国府台２－８－３０

516,794 H31.4～R5.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人東京外国語大学

府中キャンパス

東京都府中市朝日町3-11-1

1,747,169 R2.10～R3.9

随意契約

前契約に問題があり、早急に電気需給の単価を引き下げる必要があった
令和３年度分から実施予
ため、裾切り方式を含まぬ見積合せを実施し契約したため。
定
現在次期契約に向けて入札手続き中である。

文部科学省

国立大学法人東京芸術大学

上野団地

東京都台東区上野公園12-8

5,089,266 H30.4～R3.3

通常の競争入札

長期契約期間中のため

文部科学省

国立大学法人東京芸術大学

取手団地

茨城県取手市小文間5000

1,483,946 H30.4～R3.3

通常の競争入札

長期契約期間中のため

文部科学省

国立大学法人東京芸術大学

千住団地

東京都足立区千住1-25-1

192,734 H30.4～R3.3

通常の競争入札

長期契約期間中のため

文部科学省

国立大学法人東京芸術大学

横浜団地

神奈川県横浜市中区本町4-44

319,996 H30.4～R3.3

通常の競争入札

長期契約期間中のため

文部科学省

国立大学法人東京芸術大学

体育館

東京都台東区上野桜木1-16-45

56,097 H30.4～R3.3

通常の競争入札

長期契約期間中のため

文部科学省

国立大学法人東京海洋大学

東京海洋大学品川キャンパス

東京都港区港南4-5-7

5,627,562 R2.10～R3.9

随意契約

新電力会社にヒアリングしたが、キャンパスの使用電力が大きく、また負
荷率が一般企業体と比較し高い等のことから供給が困難であるとの回答 実施困難
があったため。

新電力会社にヒアリングしたが、キャンパスの使用電力が大きく、また負
荷率が一般企業体と比較し高い等のことから供給が困難であるとの回答
があったため。しかしながら社会情勢を踏まえ導入の余地があるか否か
を電力供給会社との協議を実施することを検討している。

文部科学省

国立大学法人東京海洋大学

東京海洋大学越中島キャンパス(校舎地区）

東京都江東区越中島2-1-6

2,073,930 R3.2～R4.1

随意契約

新電力会社にヒアリングしたが、キャンパスの使用電力が大きく、また負
荷率が一般企業体と比較し高い等のことから供給が困難であるとの回答 実施困難
があったため。

新電力会社にヒアリングしたが、キャンパスの使用電力が大きく、また負
荷率が一般企業体と比較し高い等のことから供給が困難であるとの回答
があったため。しかしながら社会情勢を踏まえ導入の余地があるか否か
を電力供給会社との協議を実施することを検討している。

文部科学省

国立大学法人東京海洋大学

東京海洋大学越中島キャンパス(寮地区）

東京都江東区越中島2-2-8

624,246 R2.9～R3.8

随意契約

新電力会社にヒアリングしたが、キャンパスの使用電力が大きく、また負
荷率が一般企業体と比較し高い等のことから供給が困難であるとの回答 実施困難
があったため。

新電力会社にヒアリングしたが、キャンパスの使用電力が大きく、また負
荷率が一般企業体と比較し高い等のことから供給が困難であるとの回答
があったため。しかしながら社会情勢を踏まえ導入の余地があるか否か
を電力供給会社との協議を実施することを検討している。

文部科学省

国立大学法人東京海洋大学

東京海洋大学館山(坂田)ステーション

千葉県館山市坂田670

880,023 R2.4～R3.3

随意契約

新電力会社にヒアリングしたが、キャンパスの使用電力が大きく、また負
荷率が一般企業体と比較し高い等のことから供給が困難であるとの回答 実施困難
があったため。

新電力会社にヒアリングしたが、キャンパスの使用電力が大きく、また負
荷率が一般企業体と比較し高い等のことから供給が困難であるとの回答
があったため。しかしながら社会情勢を踏まえ導入の余地があるか否か
を電力供給会社との協議を実施することを検討している。

文部科学省

国立大学法人東京海洋大学

東京海洋大学富浦ステーション

千葉県南房総市富浦町多田良851-1

57,519 R2.4～R3.3

随意契約

新電力会社にヒアリングしたが、キャンパスの使用電力が大きく、また負
荷率が一般企業体と比較し高い等のことから供給が困難であるとの回答 実施困難
があったため。

新電力会社にヒアリングしたが、キャンパスの使用電力が大きく、また負
荷率が一般企業体と比較し高い等のことから供給が困難であるとの回答
があったため。しかしながら社会情勢を踏まえ導入の余地があるか否か
を電力供給会社との協議を実施することを検討している。
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所管省庁名

法人名

施設名称等

施設所在地

年間予定使用
電力量(kWh)

環境配慮契約（裾切り方式）未実施の詳細
契約期間

契約方式
裾切り方式未実施の理由

今後の見通し

実施困難な理由

文部科学省

国立大学法人東京海洋大学

東京海洋大学吉田ステーション

静岡県榛原郡吉田町川尻1581

262,709 R2.4～R3.3

随意契約

新電力会社にヒアリングしたが、キャンパスの使用電力が大きく、また負
荷率が一般企業体と比較し高い等のことから供給が困難であるとの回答 実施困難
があったため。

新電力会社にヒアリングしたが、キャンパスの使用電力が大きく、また負
荷率が一般企業体と比較し高い等のことから供給が困難であるとの回答
があったため。しかしながら社会情勢を踏まえ導入の余地があるか否か
を電力供給会社との協議を実施することを検討している。

文部科学省

国立大学法人東京海洋大学

東京海洋大学大泉ステーション

山梨県北杜市大泉町谷戸5681

267,787 R2.4～R3.3

随意契約

新電力会社にヒアリングしたが、キャンパスの使用電力が大きく、また負
荷率が一般企業体と比較し高い等のことから供給が困難であるとの回答 実施困難
があったため。

新電力会社にヒアリングしたが、キャンパスの使用電力が大きく、また負
荷率が一般企業体と比較し高い等のことから供給が困難であるとの回答
があったため。しかしながら社会情勢を踏まえ導入の余地があるか否か
を電力供給会社との協議を実施することを検討している。

文部科学省

国立大学法人お茶の水女子大学

大学構内

文京区大塚2－1－1

4,956,609 R2.4～R3.3

随意契約

裾切り方式実施に向けて検討をおこなっていたが、検討に時間を要し、令 令和４年度分から実施予
和2年度の契約期間開始に間に合わず、やむを得ず見送ったため。
定

文部科学省

国立大学法人お茶の水女子大学

国際学生宿舎

板橋区仲町2－1

563,483 R2.7～R3.6

随意契約

当該施設を廃止予定のため。

実施困難

当該施設を廃止予定のため

文部科学省

国立大学法人新潟大学

五十嵐キャンパス

新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地

13,600,000 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

実施困難

他の電力供給事業者への価格調査等を行う等検証を行ったが，随意契
約事業者との長期契約により安価な契約が可能のため

文部科学省

国立大学法人新潟大学

旭町キャンパス

新潟県新潟市中央区旭町通1番町757番地

32,200,000 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

実施困難

他の電力供給事業者への価格調査等を行う等検証を行ったが，随意契
約事業者との長期契約により安価な契約が可能のため

文部科学省

国立大学法人新潟大学

新潟附属学校

新潟県新潟市中央区西大畑町5214番地

436,361 R2.7～R3.6

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

実施困難

他の電力供給事業者への価格調査等を行う等検証を行ったが，随意契
約事業者との長期契約により安価な契約が可能のため

文部科学省

国立大学法人新潟大学

学生寮

新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050番地

748,111 R2.7～R3.6

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

実施困難

他の電力供給事業者への価格調査等を行う等検証を行ったが，随意契
約事業者との長期契約により安価な契約が可能のため

文部科学省

国立大学法人新潟大学

有壬記念館

新潟県新潟市中央区旭町通1番町753番地

76,771 R2.7～R3.7

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

実施困難

他の電力供給事業者への価格調査等を行う等検証を行ったが，随意契
約事業者との長期契約により安価な契約が可能のため

文部科学省

国立大学法人新潟大学

医学部保健学科

新潟県新潟市中央区旭町通2番町746番地

663,600 R2.7～R3.7

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

実施困難

他の電力供給事業者への価格調査等を行う等検証を行ったが，随意契
約事業者との長期契約により安価な契約が可能のため

文部科学省

国立大学法人新潟大学

長岡附属校園

新潟県長岡市学校町1丁目1番地1号

270,316 R2.10～R3.10

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

実施困難

他の電力供給事業者への価格調査等を行う等検証を行ったが，随意契
約事業者との長期契約により安価な契約が可能のため

文部科学省

国立大学法人長岡技術科学大学

長岡技術科学大学業務用電力契約

新潟県長岡市上富岡町1603-1

8,355,580 R1.7～R6.6

随意契約

長期契約期間中のため

実施困難

本学の受電方式が2系統受電で、他社からの電力供給が難しい。また、1
系統受電とするためには膨大な改修費用が必要であるため。

文部科学省

国立大学法人長岡技術科学大学

長岡技術科学大学高圧季節別時間帯別電力S
新潟県長岡市上富岡町1603-1
Ⅱ契約

1,830,990 R1.7～R6.6

随意契約

長期契約期間中のため

実施困難

本学の受電方式が2系統受電で、他社からの電力供給が難しい。また、1
系統受電とするためには膨大な改修費用が必要であるため。

文部科学省

国立大学法人上越教育大学

山屋敷団地

2,854,015 H28.7～R3.6

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

新潟県上越市山屋敷町1番地

山屋敷団地を含めた大学全体での高圧需給契約の一括契約を予定して
実施時期を検討中
いるため
山屋敷団地を含めた大学全体での高圧需給契約の一括契約を予定して
実施時期を検討中
いるため

文部科学省

国立大学法人上越教育大学

西城団地

新潟県上越市西城町1丁目7番1号

218,342 R2.8～R3.7

随意契約

文部科学省

国立大学法人上越教育大学

本城団地

新潟県上越市本城町6番2号

188,371 R3.3～R4.2

随意契約

文部科学省

国立大学法人富山大学

五福キャンパス

富山県富山市五福３１９０番地

10,804,032 H30.8～R3.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人富山大学

杉谷キャンパス

富山県富山市杉谷２６３０番地

27,987,240 H30.8～R3.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人富山大学

高岡キャンパス

富山県高岡市二上町１８０番地

1,025,198 H30.8～R3.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人富山大学

五艘団地附属学校

富山県富山市五艘１３００

534,936 H30.8～R3.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人富山大学

学生寄宿舎

富山県富山市寺町字草山２６３９ー１

567,048 H30.8～R3.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人富山大学

看護師宿舎

富山県富山市杉谷２６３０番地

245,262 H30.8～R3.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人福井大学

文京キャンパス

福井県福井市文京3丁目9番1号

8,367,084 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

実施困難

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

文部科学省

国立大学法人福井大学

松岡キャンパス

福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23号3番地

25,492,215 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

実施困難

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

文部科学省

国立大学法人福井大学

二の宮キャンパス

福井県福井市二の宮4丁目45-1

512,328 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

実施困難

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

文部科学省

国立大学法人福井大学

八ツ島キャンパス

福井県福井市八ツ島町1-3

166,027 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

実施困難

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

文部科学省

国立大学法人福井大学

敦賀キャンパス

福井県敦賀市鉄輪町1丁目3番33号

579,831 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

実施困難

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

文部科学省

国立大学法人愛知教育大学

愛知教育大学

愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢１

3,034,308 R2.4～R3.3

随意契約

令和３年度分から実施するための準備期間としたため。

文部科学省

国立大学法人愛知教育大学

附属高等学校

愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢１

201,395 R2.4～R3.3

随意契約

令和３年度分から実施するための準備期間としたため。

文部科学省

国立大学法人愛知教育大学

国際教育棟

愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢１

47,422 R2.4～R3.3

随意契約

令和３年度分から実施するための準備期間としたため。

文部科学省

国立大学法人愛知教育大学

附属岡崎小学校

愛知県岡崎市六供町八貫１５

158,732 R2.4～R3.3

随意契約

令和３年度分から実施するための準備期間としたため。

文部科学省

国立大学法人愛知教育大学

附属特別支援学校

愛知県岡崎市六供町八貫１５

95,718 R2.4～R3.3

随意契約

令和３年度分から実施するための準備期間としたため。

文部科学省

国立大学法人愛知教育大学

附属岡崎中学校

愛知県岡崎市明大寺町栗林１

159,897 R2.4～R3.3

随意契約

令和３年度分から実施するための準備期間としたため。
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令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み

所管省庁名

法人名

施設名称等

施設所在地

年間予定使用
電力量(kWh)

環境配慮契約（裾切り方式）未実施の詳細
契約期間

契約方式
裾切り方式未実施の理由

文部科学省

国立大学法人愛知教育大学

附属名古屋地区

愛知県名古屋市東区大幸南１-１２６

文部科学省

国立大学法人名古屋工業大学

御器所団地

名古屋市昭和区御器所町

文部科学省

国立大学法人名古屋工業大学

千種団地

名古屋市千種区北千種二丁目512-1

文部科学省

国立大学法人名古屋工業大学

多治見団地

多治見市旭ヶ丘十丁目6-29

文部科学省

国立大学法人豊橋技術科学大学

豊橋技術科学大学

愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1

文部科学省

国立大学法人三重大学

三重大学上浜団地

三重県津市栗真町屋町1577

文部科学省

国立大学法人三重大学

三重大学附属学校

文部科学省

国立大学法人京都大学

文部科学省

国立大学法人京都大学

476,829 R2.4～R3.3

今後の見通し
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み

随意契約

令和３年度分から実施するための準備期間としたため。

随意契約

長期契約期間中のため

189,000 R2.4～R3.3

随意契約

御器所団地を含めた大学全体での契約方式の切替を検討しており、御器 令和３年度分から実施済
所団地の長期契約の満了までは、原契約の更新を行っているため。
み

415,000 R2.4～R3.3

随意契約

御器所団地を含めた大学全体での契約方式の切替を検討しており、御器 令和３年度分から実施済
所団地の長期契約の満了までは、原契約の更新を行っているため。
み

12,142,473 H30.4～R3.3

随意契約

長期契約期間中のため

21,520,114 H28.10～R3.9

随意契約

長期契約期間中のため

三重県津市観音寺町359

591,143 H28.10～R3.9

随意契約

長期契約期間中のため

京都大学 平野団地

滋賀県大津市平野２丁目５０９－３

809,532 R2.4～R3.3

通常の競争入札

実施方法検討中のため

京都大学 瀬戸団地

和歌山県西牟婁郡白浜町

644,227 R2.4～R3.3

随意契約

実施方法検討中のため

実施時期を検討中

随意契約

実施方法検討中のため

令和４年度分から実施予
定

18,333,000 H30.4～R3.3

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人京都大学

京都大学 信楽団地

滋賀県甲賀市信楽町神山

文部科学省

国立大学法人島根大学

川津団地

島根県松江市西川津町1060

10,600,000 H30.4～R5.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人島根大学

塩冶団地

島根県出雲市塩冶町89-1

18,500,000 H30.4～R5.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

広島大学イノベーションセンターで使用する電
広島県東広島市鏡山3-10-23
気需給契約の申込み
広島大学産学連携センターで使用する電気需
広島県東広島市鏡山3-10-31
給契約の申込み

文部科学省

国立大学法人広島大学

文部科学省

国立大学法人広島大学

文部科学省

国立大学法人広島大学

広島大学東広島キャンパスで使用する電気

広島県東広島市鏡山1-3-2

文部科学省

国立大学法人広島大学

広島大学東千田キャンパスで使用する電気

広島県広島市中区東千田町1-1-89

文部科学省

国立大学法人広島大学

霞地区

広島県広島市南区霞1-2-3

文部科学省

国立大学法人山口大学

小串キャンパス

山口県宇部市小串1-1

文部科学省

国立大学法人山口大学

山口大学工学部

山口県宇部市常盤台2-16-1

文部科学省

国立大学法人徳島大学

蔵本地区

文部科学省

国立大学法人徳島大学

文部科学省

655,367 R2.4～R3.3

令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施予
定
令和３年度分から実施予
定

複数の新電力への市場調査の結果，小口規模であり，応札が見込めな
かったため。
複数の新電力への市場調査の結果，小口規模であり，応札が見込めな
かったため。

483,000 R2.10～R4.3

随意契約

237,000 R2.10～R4.3

随意契約

40,694,000 H29.4～R4.3

随意契約

複数の新電力への市場調査の結果，新電力の応札が見込めず，随意契
実施時期を検討中
約の官報公示を行い，意見がなかったため。

通常の競争入札

「ひろしまの『知の拠点』再生プロジェクト」及び広島大学東千田キャンパ
スにおける省エネ・CO2削減に寄与するため、エネルギー供給サービスを 実施時期を検討中
基盤としたスマートコミュニティー事業に合意したため。

825,093 H28.4～R11.3

実施時期を検討中
実施時期を検討中

40,000,000 H30.4～R5.3

随意契約

検討をしたが，新電力の安価な応札が見込めなかったため。

実施時期を検討中

24,678 H29.4～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

令和４年度分から実施予
定

8,871,408 H29.4～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

徳島県徳島市新蔵町２丁目２４番地

38,089,914 H29.4～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

理工学部地区

徳島県徳島市新蔵町２丁目２４番地

7,417,850 H29.4～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

国立大学法人徳島大学

総合科学部地区

徳島県徳島市新蔵町２丁目２４番地

2,149,240 H29.4～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人徳島大学

新蔵地区

徳島県徳島市新蔵町２丁目２４番地

286,628 H29.4～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人徳島大学

城南地区

徳島県徳島市新蔵町２丁目２４番地

124,385 H29.4～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人徳島大学

中常三島地区

徳島県徳島市新蔵町２丁目２４番地

54,494 H29.4～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人徳島大学

石井地区

徳島県徳島市新蔵町２丁目２４番地

608,961 H29.4～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人鳴門教育大学

附属小学校・附属幼稚園

徳島市南前川町1丁目1番地

252,000 H30.4～R5.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人鳴門教育大学

附属中学校

徳島市中吉野町1丁目31番地

146,000 H30.4～R5.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人鳴門教育大学

附属特別支援学校

徳島市上吉野町2丁目1番地

140,000 H30.4～R5.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人鳴門教育大学

学生宿舎

鳴門市鳴門町高島字中島99番地の7

379,000 H30.4～R5.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人鳴門教育大学

高島地区

鳴門市鳴門町高島字中島748番地

2,281,000 H30.4～R5.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人香川大学

香川大学幸町地区ｷｬﾝﾊﾟｽ

香川県高松市幸町1-1

4,305,720 H29.4～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人香川大学

香川大学創造工学部

香川県高松市林町2217-20

3,404,100 H29.4～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人香川大学

香川大学農学部

香川県木田郡三木町池戸2393

3,934,643 H29.4～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

国立大学法人愛媛大学

城北地区

愛媛県松山市文京町３番

11,010,420 H24.4～R4.3

随意契約

随意契約のため

文部科学省

国立大学法人愛媛大学

理学部

愛媛県松山市文京町２番５号

3,980,811 H24.4～R4.3

随意契約

随意契約のため

文部科学省

国立大学法人愛媛大学

農学部

愛媛県松山市樽味３丁目５番７号

3,053,430 H24.4～R4.3

随意契約

随意契約のため

文部科学省

国立大学法人愛媛大学

医学部

愛媛県東温市志津川

23,525,220 H24.4～R4.3

随意契約

随意契約のため
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令和４年度分から実施予
定
令和４年度分から実施予
定
令和４年度分から実施予
定
令和４年度分から実施予
定

実施困難な理由

所管省庁名

法人名

施設名称等

施設所在地

年間予定使用
電力量(kWh)

環境配慮契約（裾切り方式）未実施の詳細
契約期間

契約方式
裾切り方式未実施の理由

文部科学省

国立大学法人長崎大学

長崎大学 坂本キャンパス

長崎県長崎市坂本1丁目7番1号

文部科学省

国立大学法人熊本大学

熊本大学黒髪南地区

文部科学省

国立大学法人熊本大学

文部科学省

今後の見通し

契約期間は１年間であるが、九州電力（株）と令和元年10月から令和6年
9月まで長期契約割引特約契約を締結しており、途中解約すると解約金
が発生するため。
実施時期を検討中
また、毎年度、九州電力（株）と随意契約するにあたり他大学の契約実績
を調査し、契約額の優位性について確認をしている。

34,990,392 R2.4～R3.3

随意契約

熊本県熊本市中央区黒髪２丁目３９−１

9,708,696 R2.4～R3.3

随意契約

熊本大学黒髪北地区

熊本市中央区黒髪2丁目40番1号

2,898,729 R2.4～R3.3

随意契約

国立大学法人熊本大学

熊本大学黒髪東地区

熊本市中央区黒髪2丁目40番1号

168,654 R2.4～R3.3

随意契約

文部科学省

国立大学法人熊本大学

熊本大学本荘北地区

熊本市中央区本荘1丁目1番1号

27,440,718 R2.4～R3.3

随意契約

文部科学省

国立大学法人熊本大学

熊本大学本荘中地区

熊本市中央区本荘2丁目2番1号

6,463,826 R2.4～R3.3

随意契約

文部科学省

国立大学法人熊本大学

熊本大学本荘南地区

熊本市中央区九品寺4丁目24番1号

670,977 R2.4～R3.3

随意契約

文部科学省

国立大学法人熊本大学

熊本大学大江北地区

熊本市中央区大江本町5番1号

3,167,088 R2.4～R3.3

随意契約

文部科学省

国立大学法人熊本大学

熊本大学宇留毛地区

熊本市中央区黒髪6丁目27

586,533 R2.4～R3.3

随意契約

文部科学省

国立大学法人熊本大学

熊本大学京町地区

熊本市中央区京町本丁5番12号

355,816 R2.4～R3.3

随意契約

文部科学省

国立大学法人熊本大学

地域共同研究センター

熊本県上益城郡益城町田原2081の7

42,354 R2.4～R3.3

随意契約

文部科学省

国立大学法人熊本大学

会津マリンステーション

熊本県上天草市松島町合津6061番

52,623 R2.4～R3.3

随意契約

文部科学省

国立大学法人熊本大学

大江総合運動場

熊本市中央区渡鹿4丁目1番1号

43,416 R2.4～R3.3

随意契約

文部科学省

国立大学法人大分大学

挾間キャンパス

由布市挾間町医大ケ丘１－１

19,259,078 期間の定めなし

随意契約

九州電力と協議の下、特別高圧電力施設の改修工事中であるため。

文部科学省

大学共同利用機関法人人間文化研
究機構

702,685 R2.4～R3.3

随意契約

電力供給会社HP上のシミュレーションで年間の電気料削減額を算出した
ところ、入札を実施しなかった場合との差が少額であった（R2年度実績に
当てはめると削減率18％）。
実施困難
また、関東地方へ供給可能な各電力会社の前年度販売実績及びCO2排
出量等を調査したところ、安定供給並びに環境配慮の観点で東京電力エ
ナジーパートナーが圧倒的に優位であったため。

文部科学省
文部科学省
文部科学省
文部科学省
文部科学省
文部科学省
文部科学省

大学共同利用機関法人人間文化研
究機構
大学共同利用機関法人自然科学研
究機構
大学共同利用機関法人自然科学研
究機構
大学共同利用機関法人自然科学研
究機構
大学共同利用機関法人自然科学研
究機構
大学共同利用機関法人自然科学研
究機構
大学共同利用機関法人自然科学研
究機構

実施時期を検討中
実施時期を検討中
実施時期を検討中
実施時期を検討中
実施時期を検討中
実施時期を検討中
実施時期を検討中
実施時期を検討中
実施時期を検討中
実施時期を検討中
実施時期を検討中
令和４年度分から実施予
定

総合地球環境学研究所

京都府京都市北区上賀茂本山457-4

1,152,130 R2.4～R3.3

随意契約

年間使用電力量が少なく、入札参加者が見込めないため

令和４年度分から実施予
定

国立天文台三鷹団地

三鷹市大沢2-21-1

7,400,000 R1.12～R3.11

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

水沢VLBI観測所

奥州市水沢区星ガ丘町2-12

5,800,000 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

実施時期を検討中

野辺山宇宙電波観測所

南佐久郡南牧村野辺山462-2

1,600,000 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

実施時期を検討中

岡山天体物理観測所

浅口市鴨方町本庄3037-5

310,000 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

実施時期を検討中

VERA入来観測局

薩摩川内市入来町浦之名字大谷４０１８－３

400,000 R2.4～R3.3

随意契約

使用電力量が少なく、新電力会社の応札が見込めないため

実施時期を検討中

茨城観測局

高萩市大字石滝字上台６０８－１

470,000 R2.4～R3.3

随意契約

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため

実施時期を検討中

明大寺地区、山手地区、岡崎コンファレンスセ
ンター

（明大寺地区）岡崎市明大寺町字二本木１－
１、岡崎市明大寺町字西郷中３８－２
（山手地区）岡崎市明大寺町字東山５－１、（岡
崎コンファレンスセンター）岡崎市明大寺町字伝
馬８-１

34,277,241 R3.2～R6.3

随意契約

裾切り方式の条件を満たす事業者と環境に配慮した随意契約を行ったた
実施時期を検討中
め。

本建物は、ガス発電機によってエネルギーを賄っており、不足分は電気を
購入しているが、ガス発電機の故障、経年劣化により、発電量の見通し
が立たず、購入分の電力推移の予測も困難であるため、現時点では随意
実施時期を検討中
契約としている。
なお、現在、発電機の更新工事を行っており、更新後、電気契約を見直す
こととしている。

文部科学省

大学共同利用機関法人情報・システ
学術総合センター
ム研究機構

文部科学省

実施時期を検討中

東京都立川市緑町10-2

文部科学省

文部科学省

九州管内の他大学に聞き取り調査を行い検証を行った結果、本学の契約
の方が安価であったため
九州管内の他大学に聞き取り調査を行い検証を行った結果、本学の契約
の方が安価であったため
九州管内の他大学に聞き取り調査を行い検証を行った結果、本学の契約
の方が安価であったため
九州管内の他大学に聞き取り調査を行い検証を行った結果、本学の契約
の方が安価であったため
九州管内の他大学に聞き取り調査を行い検証を行った結果、本学の契約
の方が安価であったため
九州管内の他大学に聞き取り調査を行い検証を行った結果、本学の契約
の方が安価であったため
九州管内の他大学に聞き取り調査を行い検証を行った結果、本学の契約
の方が安価であったため
九州管内の他大学に聞き取り調査を行い検証を行った結果、本学の契約
の方が安価であったため
九州管内の他大学に聞き取り調査を行い検証を行った結果、本学の契約
の方が安価であったため
九州管内の他大学に聞き取り調査を行い検証を行った結果、本学の契約
の方が安価であったため
九州管内の他大学に聞き取り調査を行い検証を行った結果、本学の契約
の方が安価であったため
九州管内の他大学に聞き取り調査を行い検証を行った結果、本学の契約
の方が安価であったため

国立国語研究所

大学共同利用機関法人自然科学研
究機構

大学共同利用機関法人情報・システ
千葉分館
ム研究機構
大学共同利用機関法人情報・システ
国立遺伝学研究所
ム研究機構

東京都千代田区一ツ橋2-1-2

2,900,000 R3.2～R4.1

随意契約

千葉県千葉市稲毛区弥生町1-8

1,300,000 R2.12～R3.11

随意契約

静岡県三島市谷田1111

10,247,004 H31.4～R4.3

随意契約

4,824,818 R2.4～R3.3

随意契約

765,576 R2.4～R3.3

随意契約

独立行政法人国立科学博物館

国立科学博物館筑波実験植物園

茨城県つくば市天久保4-1-1

文部科学省

独立行政法人国立美術館

東京国立近代美術館工芸館

石川県金沢市出羽町3-2

文部科学省

独立行政法人国立高等専門学校機
構

旭川工業高等専門学校

北海道旭川市春光台2条2丁目1-6

1,172,518 R2.4～R3.3

随意契約

入札により契約した会社が破綻ないし，事業撤退したことにより電力供給
契約が混乱した事案を複数見聞きしており，また，電力スポット市場にお
実施時期を検討中
ける取引単価の高騰などにより供給会社に電力供給不安が発生した等
の報道もあることから，安定した電力の供給に不安があるため。

八戸工業高等専門学校

青森県八戸市大字田面木字上野平16-1

1,540,136 H30.3～R5.2

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

一関工業高等専門学校

岩手県一関市萩荘字高梨

1,419,000 H30.3～R5.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

宮城県名取市愛島塩手字野田山４８番地

1,527,347 H30.3～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

宮城県仙台市青葉区愛子中央４丁目１６番１号

1,142,198 H30.3～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省
文部科学省
文部科学省

独立行政法人国立高等専門学校機
構
独立行政法人国立高等専門学校機
構
独立行政法人国立高等専門学校機
構
独立行政法人国立高等専門学校機
構

仙台高等専門学校
名取キャンパス
仙台高等専門学校
広瀬キャンパス
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電力供給会社HP上のシミュレーションで年間の電気料削減額を算出した
ところ、入札を実施しなかった場合との差が少額であった（R2年度実績に
当てはめると削減率18％）。
また、関東地方へ供給可能な各電力会社の前年度販売実績及びCO2排
出量等を調査したところ、安定供給並びに環境配慮の観点で東京電力エ
ナジーパートナーが圧倒的に優位であったため。

R2年度後半～R3年度前半にかけて行う設置機器の移転・施設の廃止に
実施困難
R3年度前半に廃止（電気利用終了）するため。
伴う、電力需要の変動が不明であるため。
令和４年度分から実施予
長期契約期間中のため
定
令和３年度分から実施済
入札（裾切り）を実施するか否かの検討に時間を要していたため。
み
令和４年度分から実施予
開館時期が不透明であり予定価格の算出ができなかったため
定

文部科学省

文部科学省

実施困難な理由

所管省庁名

法人名

施設名称等

施設所在地

年間予定使用
電力量(kWh)

環境配慮契約（裾切り方式）未実施の詳細
契約期間

契約方式
裾切り方式未実施の理由

文部科学省
文部科学省
文部科学省
文部科学省
文部科学省
文部科学省

独立行政法人国立高等専門学校機
構
独立行政法人国立高等専門学校機
構
独立行政法人国立高等専門学校機
構
独立行政法人国立高等専門学校機
構
独立行政法人国立高等専門学校機
構
独立行政法人国立高等専門学校機
構

鶴岡工業高等専門学校

山形県鶴岡市井岡字沢田104

1,920,000 H30.3～R5.2

随意契約

福島工業高等専門学校

福島県いわき市平上荒川字長尾30

1,610,482 H30.3～R5.2

今後の見通し

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

茨城工業高等専門学校

茨城県ひたちなか市中根866

1,270,000 R2.4～R3.3

随意契約

本契約は年間契約が通常より100万円程度安価となっており、解約してし
実施時期を検討中
まうと通常料金となるため随意契約とした。

群馬工業高等専門学校
鳥羽団地

群馬県前橋市鳥羽町５８０番地

1,508,151 R2.4～R3.3

随意契約

令和2年3月19日検討を行った結果、本契約は年間契約が通常より200万
円程度安価となっており、解約してしまうと通常料金となるため随意契約 実施時期を検討中
とした。

東京工業高等専門学校

東京都八王子市椚田町1220-2

1,798,612 R2.4～R3.3

随意契約

特別な契約により、安価契約が可能となっており、入札を行った場合、約
実施時期を検討中
180万円の増額となるため。

長岡工業高等専門学校

新潟県長岡市西片貝町888番地

1,970,684 R30.3～R5.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

文部科学省

独立行政法人国立高等専門学校機
構

富山高等専門学校
本郷キャンパス

富山県富山市本郷町13番地

1,359,234 R2.4～R3.3

随意契約

地元電力会社以外の電力事業者の情報が少なく,安定した電力の供給に
実施時期を検討中
不安があるため，長期契約を解約せずに1年間更新した。

文部科学省

独立行政法人国立高等専門学校機
構

富山高等専門学校
射水キャンパス

富山県射水市海老江練合1番2

1,056,445 R2.4～R3.3

随意契約

地元電力会社以外の電力事業者の情報が少なく,安定した電力の供給に
実施時期を検討中
不安があるため，長期契約を解約せずに1年間更新した。

石川工業高等専門学校

石川県河北郡津幡町北中条タ1

1,999,869 R2.4～R3.3

随意契約

地元電力会社以外の電力事業者の情報が少なく,安定した電力の供給に
実施時期を検討中
不安があるため

福井工業高等専門学校

福井県鯖江市下司町

1,217,941 R2.4～R3.3

随意契約

競争に付することが不利と認められるため

文部科学省
文部科学省

独立行政法人国立高等専門学校機
構
独立行政法人国立高等専門学校機
構

実施時期を検討中

文部科学省

独立行政法人国立高等専門学校機
構

長野工業高等専門学校校舎地区

長野県長野市徳間７１６

791,186 R2.4～R3.3

随意契約

産業用および長期割引による割安な契約をしており入札をした場合、これ
令和４年度分から実施予
らの割引が適応されなくなるため、また、他機関との共同調達を実施する
定
事を模索していたため。

文部科学省

独立行政法人国立高等専門学校機
構

長野工業高等専門学校学寮地区

長野県長野市徳間７１６

495,484 R2.4～R3.3

随意契約

産業用および長期割引による割安な契約をしており入札をした場合、これ
令和４年度分から実施予
らの割引が適応されなくなるため、また、他機関との共同調達を実施する
定
事を模索していたため。

宇部工業高等専門学校

山口県宇部市常盤台2丁目14番1号

1,160,946 H30.7～R3.6

随意契約

長期契約期間中のため

宇部工業高等専門学校
寮

山口県宇部市常盤台2丁目12番1号

565,341 H30.7～R3.6

随意契約

長期契約期間中のため

849,066 H30.4～R3.3

随意契約

中国電力より3年随意契約の価格提供があり，他3者に見積を依頼したと
令和３年度分から実施済
ころ全ての業者が中国電力の見積より高額であった。そのため競争に付
み
することが不利と判断し，中国電力と随意契約を行った。

89,009 H30.4～R3.3

随意契約

中国電力より3年随意契約の価格提供があり，他3者に見積を依頼したと
令和３年度分から実施済
ころ全ての業者が中国電力の見積より高額であった。そのため競争に付
み
することが不利と判断し，中国電力と随意契約を行った。

689,364 H30.4～R3.3

随意契約

中国電力より3年随意契約の価格提供があり，他3者に見積を依頼したと
令和３年度分から実施済
ころ全ての業者が中国電力の見積より高額であった。そのため競争に付
み
することが不利と判断し，中国電力と随意契約を行った。

文部科学省
文部科学省

独立行政法人国立高等専門学校機
構
独立行政法人国立高等専門学校機
構

文部科学省

独立行政法人国立高等専門学校機
構

弓削商船高等専門学校

愛媛県越智郡上島町弓削下弓削１０００

文部科学省

独立行政法人国立高等専門学校機
構

弓削商船高等専門学校
学校桟橋

愛媛県越智郡上島町弓削太田１８８先

文部科学省

独立行政法人国立高等専門学校機
構

弓削商船高等専門学校
白砂寮

愛媛県越智郡上島町弓削日比６５５

令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施予
定

文部科学省

国立研究開発法人日本原子力研究
開発機構

・幌延深地層研究センター
幌延深地層研究センター及び国際交流施設の 北海道天塩郡幌延町字北進 432-2
電気需給 融雪用電力
・国際交流施設
北海道天塩郡幌延町宮園町1-8

145,524 R2.4～R3.3

随意契約

幌延センターの融雪電力は、平成30年度まで環境配慮契約（裾切り方
式）を実施していたが、北海道電力の1社応札が継続していた。また、国
際交流施設の融雪電力は、平成30年度まで環境配慮契約（裾切り方式）
を実施していたが、入札不調が継続していた。（その後、電事法に基づく
随意契約）そのため、複数企業に融雪用電力供給の実施可能についてヒ 実施困難
アリングを実施した。しかし、融雪用電力プランがないため応札は困難と
いう回答を受けており、現時点で当センター及び国際交流施設へ融雪用
電力プランを供給可能なのは当該企業しか存在しない。よって、令和元年
度以降は随意契約に移行し北海道電力と契約を締結している。

厚生労働省

独立行政法人労働者健康安全機構

千葉労災看護専門学校

千葉県市原市辰巳台東2-13-2

199,466 R2.4～R3.3

随意契約

契約相手方を1者のみと見込んでいたため。

厚生労働省

独立行政法人労働者健康安全機構

岡山労災看護専門学校

岡山県岡山市南区築港緑町1-10-25

180,000 R2.4～R3.3

随意契約

契約相手方を1者のみと見込んでいたため。

随意契約

入札を希望する業者がいないことから公募方式を行ったが、一者のみし
か応募がなかったため。

令和４年度分から実施予
定
令和４年度分から実施予
定
令和４年度分から実施予
定

通常の競争入札

実施時期を検討中のため

実施時期を検討中

厚生労働省
厚生労働省

独立行政法人労働者健康安全機構

熊本労災看護専門学校

独立行政法人国立病院機構

北海道医療センター 令和2年度庁舎電力調達
北海道札幌市西区山の手5条7-1-1
契約

熊本県八代市竹原町1517-2

198,330 R2.4～R3.3
6,108,749 R2.4～R3.3

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

旭川医療センター

北海道旭川市花咲町7-4048

2,939,028 R2.4～R3.3

通常の競争入札

例年参加業者が少ないため、通常の方式にて広く入札の機会を与えるた
実施時期を検討中
め

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

帯広病院

北海道帯広市西18条北2-16

2,889,000 H31.4～R4.3

通常の競争入札

長期契約期間中のため

通常の競争入札

裾切り方式実施による参加業者の減少による、電気の安定供給を懸念し
たため。また、新中核病院整備工事に伴う様々な対応ができる業者がい 実施時期を検討中
なかったため。

通常の競争入札

検討中のため

実施時期を検討中

通常の競争入札

裾切方式による入札を行うための準備が不十分であったため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

弘前病院

青森県弘前市大字富野町1

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

八戸病院

青森県八戸市吹上3-13-1

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

青森病院

青森県青森市浪岡大字女鹿沢字平野155-1

3,805,230 R2.7～R5.6
432,667 R3.1.～R5.12
4,305,000 R1.7～R4.6

幌延センターの融雪電力は、平成30年度まで環境配慮契約（裾切り方
式）を実施していたが、北海道電力の1社応札が継続していた。また、国
際交流施設の融雪電力は、平成30年度まで環境配慮契約（裾切り方式）
を実施していたが、入札不調が継続していた。（その後、電事法に基づく
随意契約）そのため、複数企業に融雪用電力供給の実施可能についてヒ
アリングを実施した。しかし、融雪用電力プランがないため応札は困難と
いう回答を受けており、現時点で当センター及び国際交流施設へ融雪用
電力プランを供給可能なのは当該企業しか存在しない。よって、令和元年
度以降は随意契約に移行し北海道電力と契約を締結している。

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

花巻病院

岩手県花巻市諏訪500

2,111,530 R2.4～R3.3

通常の競争入札

旧一般電気事業者からの切替からまだ日が浅く、広く応募を募りたかった
実施困難
ため。

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

岩手病院

岩手県一関市山目字泥田山下48

2,521,830 R2.7～R5.6

通常の競争入札

検討中のため
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実施困難な理由

実施時期を検討中

裾切り方式実施により、新電力会社が参加を見送る状況が想定されるた
め

所管省庁名

法人名

施設名称等

施設所在地

年間予定使用
電力量(kWh)

環境配慮契約（裾切り方式）未実施の詳細
契約期間

契約方式
裾切り方式未実施の理由

今後の見通し

新病院移転に伴い、工事期間の電力需給契約を東北電力と締結してい
たため、、平成３１年４月に再度変更契約を締結したが、その後最低１年 令和４年度分から実施予
間の間の解約は工事誘導金の支払いとして約３０００万円の支払が生じ 定
るため、その支払期間が令和２年度にかかることから随意契約とした。

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

仙台医療センター

宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-12

8,175,000 R2.4～R3.3

随意契約

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

仙台西多賀病院

宮城県仙台市太白区鈎取本町2-11-11

3,483,992 R2.4～R3.3

通常の競争入札

電気の安定供給を懸念したため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

米沢病院

山形県米沢市大字三沢26100-1

2,306,866 R2.4～R4.3

通常の競争入札

参加者減により電気の安定供給困難となることを懸念したため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

いわき病院

福島県いわき市小名浜野田字八合88-1

1,443,206 R2.4～R5.3

通常の競争入札

参加業者を多く募るため、裾切方式の実施は検討しなかった。

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

水戸医療センター

茨城県東茨城郡茨城町桜の郷280

8,561,227 R2.10～R3.9

通常の競争入札

新電力会社の参入を見込めないため。

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

霞ヶ浦医療センター

茨城県土浦市下高津2-7-14

2,689,269 R1.11～R4.10

通常の競争入札

競争性を高めるため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

茨城東病院

茨城県那珂郡東海村照沼825

3,400,330 R2.4～R4.3

通常の競争入札

裾切り条件を設定できなかったため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

栃木医療センター

栃木県宇都宮市中戸祭1-10-37

4,425,433 R2.10～R3.10

通常の競争入札

入札参加業者数が低下し、競争性の担保ができなくなる可能性があるた
実施時期を検討中
め。

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

7,639,787 R2.4～R3.3

通常の競争入札

環境配慮契約法の対象となっていることを知らなかったため。

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

154,613 R2.4～R3.3

通常の競争入札

環境配慮契約法の対象となっていることを知らなかったため。

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

渋川医療センター

群馬県渋川市白井383

6,555,972 R2.11～R3.10

通常の競争入札

検討中のため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

埼玉病院

埼玉県和光市諏訪2-1

7,108,494 R2.6～R3.5

通常の競争入札

検討中のため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

東埼玉病院

埼玉県蓮田市黒浜4147

4,029,720 R2.3～R5.4

通常の競争入札

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

千葉医療センター

千葉県千葉市中央区椿森4-1-2

3,989,570 R2.6～R3.5

通常の競争入札

入札参加者を確実に確保するため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

村山医療センター

東京都武蔵村山市学園2-37-1

3,536,528 R2.7～R3.6

通常の競争入札

価格の競争性を働かせるため。

令和４年度分から実施予
定

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

久里浜医療センター

神奈川県横須賀市野比5-3-1

2,215,281 R2.4～R3.3

随意契約

供給業者が１社のみのため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

箱根病院

神奈川県小田原市風祭412

1,730,637 R2.4～R3.3

通常の競争入札

裾切り方式を実施することにより、参加業者が限定される可能性があるた
実施時期を検討中
め。

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

神奈川病院

神奈川県秦野市落合666-1

2,798,215 R2.7～R3.6

通常の競争入札

裾切り条件を設定できなかったため

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

西新潟中央病院 庁舎電力

新潟県新潟市西区真砂1-14-1

3,662,226 R2.4～R3.3

通常の競争入札

入札参加者を集めることに重点を置いたため。

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

さいがた医療センター

新潟県上越市大潟区犀潟468-1

2,530,290 R2.4～R4.3

通常の競争入札

最低価格を優先したため

随意契約から一般競争入札に切り替えるにあたり入札業者を確保するた 令和４年度分から実施予
め
定

高崎総合医療センター 2020年度電力供給契
群馬県高崎市高松町36
約一式
高崎総合医療センター付属高崎看護学校
群馬県高崎市高松町36
2020年度電力供給契約一式

実施時期を検討中

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

甲府病院

山梨県甲府市天神町11-35

3,428,855 R3.4～R4.3

通常の競争入札

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

東長野病院

長野県長野市上野2-477

1,799,638 R2.4～R5.3

通常の競争入札

検討中のため

実施時期を検討中
実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

小諸高原病院

長野県小諸市甲4598

1,429,335 R2.10～R3.9

通常の競争入札

数年間の入札において、多くの業者が参加し、競争性が働いるが、実施
により競争性の担保が取れないため。

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

富山病院

富山県富山市婦中町新町3145

3,724,372 R2.4～R3.3

通常の競争入札

一般競争入札を初めて行い多数の業者に応札してもらうため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

北陸病院

富山県南砺市信末5963

2,340,000 R2.4～R3.3

通常の競争入札

電気の安定供給を懸念したため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

金沢医療センター

石川県金沢市下石引町1-1

7,351,000 R2.4～R3.3

通常の競争入札

契約単価を安価とすべく、また広く競争参加を促すため、一般競争入札と
実施時期を検討中
したため。

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

医王病院

石川県金沢市岩出町ニ73-1

4,172,932 R2.10～R3.9

通常の競争入札

競争原理を働かせるために、５社以上の入札参加が担保できないため。 実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

七尾病院

石川県七尾市松百町八部3-1

2,230,022 R2.10～R3.9

通常の競争入札

実施時期を検討中であるため

令和４年度分から実施予
定

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

静岡医療センター（本館）

静岡県駿東郡清水町長沢762-1

5,282,106 R2.7～R3.6

通常の競争入札

裾切り条件を設定できなかった

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

名古屋医療ｾﾝﾀｰ【単価契約】

愛知県名古屋市中区三の丸4-1-1

12,065,000 R2.4～R3.3

通常の競争入札

検討中のため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

東尾張病院

愛知県名古屋市守山区大森北2-1301

1,320,000 R3.4～R4.3

通常の競争入札

経常収支が赤字のため（費用削減を優先）

実施困難

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

豊橋医療センター

愛知県豊橋市飯村町字浜道上50

5,088,632 R2.9～R3.8

通常の競争入札

裾切り条件を設定できなかった。

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

三重病院

三重県津市大里窪田町357

3,835,709 R3.4～R6.3

通常の競争入札

裾切り方式による入札を行うための準備が不十分であったため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

鈴鹿病院（電力供給契約（庁舎電力））

三重県鈴鹿市加佐登3-2-1

2,767,438 R2.4～R3.3

通常の競争入札

環境配慮契約（裾切り方式）を採用せず、入札参加業者が増えることによ
実施時期を検討中
り費用削減効果が見込めるため。

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

三重中央医療センター

三重県津市久居明神町2158-5

8,363,972 R3.4～R6.2

通常の競争入札

新電力事業者の競争参加資格の可能性が見込めなかったため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

敦賀医療センター

福井県敦賀市桜ヶ丘町33-1

3,188,930 R2.4～R3.3

通常の競争入札

検討中のため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

あわら病院

福井県あわら市北潟238-1

1,649,745 R2.4～R5.3

通常の競争入札

実施時期を検討中であったため。

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

東近江総合医療センター 庁舎電力

滋賀県東近江市五智町255

3,840,742 H31.4～R4.3

通常の競争入札

裾切り条件を設定出来なかったため。

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

紫香楽病院

滋賀県甲賀市信楽町牧997

1,371,696 R2.4～R3.3

通常の競争入札

費用増加のため

実施困難

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

京都医療センター

京都府京都市伏見区深草向畑町1-1

11,517,891 H30.4～R3.3

通常の競争入札

裾切条件を設定できなかった

実施時期を検討中
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実施困難な理由

経常収支が赤字のため（費用削減を優先）

収支状況が悪いため

所管省庁名

法人名

施設名称等

施設所在地

年間予定使用
電力量(kWh)

環境配慮契約（裾切り方式）未実施の詳細
契約期間

契約方式
裾切り方式未実施の理由

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

京都医療センター 附属看護助産学校

京都府京都市伏見区深草向畑町1-1

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

近畿中央呼吸器センター

大阪府堺市北区長曽根町1180

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

大阪刀根山医療センター

大阪府豊中市刀根山5-1-1

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

大阪南医療センター 病院本館

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

厚生労働省

201,734 H30.4～R3.3

今後の見通し

通常の競争入札

裾切条件を設定できなかった

実施時期を検討中

3,947,280 R2.4～R3.3

通常の競争入札

制度に対する認識不足

実施時期を検討中

4,800,000 R2.4～R3.3

通常の競争入札

入札参加業者が限定される

実施時期を検討中

大阪府河内長野市木戸東町2-1

27,955,751 H31.4～R4.3

通常の競争入札

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

大阪南医療センター 看護学校

大阪府河内長野市木戸東町2-1

723,002 H31.4～R4.3

通常の競争入札

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

独立行政法人国立病院機構

南和歌山医療センター

和歌山県田辺市たきない町27-1

4,608,018 R2.4～R3.3

通常の競争入札

費用増を押さえるため

実施困難

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

和歌山病院

和歌山県日高郡美浜町大字和田1138

2,862,710 H31.4～R4.3

通常の競争入札

裾切り条件を設定できなかった

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

松江医療センター

島根県松江市上乃木5-8-31

通常の競争入札

検討中のため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

南岡山医療センター

岡山県都窪郡早島町早島4066

4,579,157 H31.4～R4.3

通常の競争入札

実施検討の時間が十分に確保できなかったため。

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

広島西医療センター

広島県大竹市玖波4-1-1

6,066,576 H30.9～R3.9

通常の競争入札

一般競争入札のため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

東広島医療センター

広島県東広島市西条町寺家513

7,331,292 H31.1～R3.12

通常の競争入札

初の入札で電力供給会社が3社を満たすか不明だったため

令和３年度分から実施予
定

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

山口宇部医療センター

山口県宇部市東岐波685

5,456,669 R1.8～R4.7

通常の競争入札

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

東徳島医療センター

徳島県板野郡板野町大寺字大向北1-1

3,573,710 H29.4～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

徳島病院

徳島県吉野川市鴨島町敷地1354

3,004,421 H29.4～R4.3

随意契約

検討中のため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

高知病院

高知県高知市朝倉西町1-2-25

6,673,230 H29.4～R4.3

通常の競争入札

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

小倉医療センター

福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘10-1

5,762,496 R2.10～R3.9

通常の競争入札

検討中のため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

佐賀病院

佐賀県佐賀市日の出1-20-1

3,626,424 R2.7～R3.6

通常の競争入札

仕様要件等の書類、運用方法が整っていないため

実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

菊池病院

熊本県合志市福原208

1,570,170 R2.4～R3.3

随意契約

検討中のため

実施時期を検討中

地域独占により契約の相手方が特定されているため（R2.11より裾切り方 令和３年度分から実施済
式による契約実施）
み

12,567 R1.9～R4.8

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

南九州病院

鹿児島県姶良市加治木町木田1882

3,992,224 R2.11～R3.10

随意契約

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

盛岡医療センター

岩手県盛岡市青山1-25-1

2,287,240 R1.11～R4.10

通常の競争入札

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

西埼玉中央病院

埼玉県所沢市若狭2-1671

3,654,408 R2.9～R3.8

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

通常の競争入札

検討中のため

実施時期を検討中

4,069,000 H30.9～R3.8

通常の競争入札

初めての電力入札であり、参加業者数の見込みが立たなかったため、参
実施時期を検討中
加可能業者の制限をせず、入札を実施した。

10,034,820 H31.4～R3.3

通常の競争入札

地域で履行できる業者が一者に限られるため

実施困難

3,069,218 R2.7～R3.6

通常の競争入札

裾切り方式を実施すると参加業者が少なくなるため

実施時期を検討中

267,234 R3.4～R6.3

通常の競争入札

入札参加者が減少するため。

実施困難

2,922,700 R2.4～R5.3

通常の競争入札

特になし

実施時期を検討中
実施時期を検討中

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

新潟病院

新潟県柏崎市赤坂町3-52

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

呉医療センター

広島県呉市青山町3-1

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

西別府病院

大分県別府市大字鶴見4548

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

中国四国グループ

広島県東広島市西条町寺家513

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

宮城病院

宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原100

1,532,680 H30.10～R5.9

通常の競争入札

年々、参加業者が減少している中で、更なる縛りを設けるのが困難なた
め。

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

あきた病院

秋田県由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢8440

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

宇都宮病院

栃木県宇都宮市下岡本町2160

3,180,396 R2.11～R4.10

通常の競争入札

新電力の応札がないことを懸念したため

実施時期を検討中

独立行政法人国立病院機構

災害医療センター

東京都立川市緑町3256

8,870,000 R2.11～R3.10

通常の競争入札

検討中のため。

実施時期を検討中

本部 事務棟・研修棟

東京都港区高輪３丁目22番12号

591,486 H31.5～R3.4

通常の競争入札

長期契約期間中のため

北海道病院

北海道札幌市豊平区中の島１条８丁目３番18
号

3,061,000 R2.4～R3.3

通常の競争入札

入札参加業者が3社に満たない可能性が高かったため。

札幌北辰病院

北海道札幌市厚別区中央２条６丁目２番１号

2,867,000 R2.4～R3.3

通常の競争入札

裾切り方式の実施について本部より指示がなかった

登別病院

北海道登別市登別東町３丁目10番地22号

1,005,000 R2.4～R5.3

通常の競争入札

準備不足の為

厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省

独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構

さいたま北部医療センター

埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目851

2,598,510 R2.4～R3.3

通常の競争入札

東京高輪病院

東京都港区高輪３丁目10番11号

3,954,197 H30.9～R3.9

通常の競争入札

東京新宿メディカルセンター

東京都新宿区津久戸町５-１

9,125,630 R2.5～R3.4

通常の競争入札

東京新宿メディカルセンター看護学校

東京都新宿区揚場町２-28

87,834 R2.5～R3.4

通常の競争入札

横浜中央病院

神奈川県横浜市中区山下町268番地

横浜中央病院附属看護専門学校

神奈川県横浜市南区中村町３-209-１

湯河原病院

3,273,898 R3.1～R4.12

通常の競争入札

647,987 R3.1～R4.12

通常の競争入札

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-21-６

1,691,384 R2.7.1～R3.3

随意契約

高岡ふしき病院 負荷率別電力契約

富山県高岡市伏木古府元町８-５

2,034,213 R2.4～R3.3

随意契約

金沢病院（老健他含む）

石川県金沢市沖町八-15

4,849,320 R2.4～R5.3

通常の競争入札
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実施困難な理由

費用増が見込まれるため

地域で履行できる業者が一者に限られるため

入札参加者の減少が見込まれるため。

令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
実施時期を検討中

令和４年度分から実施予
裾切方式による入札を行う為の準備が不十分であった。
定
令和４年度分から実施予
応札可能業者が少数の可能性が高く、十分な競争性を確保できないため
定
令和３年度分から実施済
裾切り方式による入札を行うための準備が不十分であったため
み
令和３年度分から実施済
裾切り方式による入札を行うための準備が不十分であったため
み
横浜市環境創造局による、横浜型グリーン電力入札制度のランクにより
実施時期を検討中
裾切りを実施しているため
横浜市環境創造局による、横浜型グリーン電力入札制度のランクにより
実施時期を検討中
裾切りを実施しているため
令和３年度分から実施予
新築で使用実績が1年間ないため、入札が行えないため。
定
長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため。
有利契約

実施困難
実施困難

長期継続契約等、特別な契約により、安価な契約が可能なため。
入札参加業者が1社のみ

所管省庁名

法人名

施設名称等

施設所在地

年間予定使用
電力量(kWh)

環境配慮契約（裾切り方式）未実施の詳細
契約期間

契約方式
裾切り方式未実施の理由

厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省

独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構

福井勝山総合病院

福井県勝山市長山町２-６-21

3,402,150 R2.4～R5.3

随意契約

可児とうのう病院

岐阜県可児市土田1221番地５

3,775,000 H30.4～R3.3

通常の競争入札

三島総合病院

静岡県三島市谷田字藤久保2276

3,718,581 R1.11～R3.10

随意契約

今後の見通し

準備期間不足及び供給可能業者が他になかったため、実施が困難で
あった。

実施時期を検討中

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

参加事業者が確保出来ず、競争性が保てなくなる恐れがあるため。

実施時期を検討中

Ｒ1年度の報告には、3者参加があったが、評価項目に入れずに入札を実
施した。
実施時期を検討中
Ｒ4契約時には、一般・総合入札での評価項目として配慮する。

厚生労働省

独立行政法人地域医療機能推進機
構

京都鞍馬口医療センター

京都府京都市北区小山下総町27番地

3,284,503 R2.4～R3.3

通常の競争入札

厚生労働省

独立行政法人地域医療機能推進機
構

大阪病院

大阪府大阪市福島区福島４-２-78

9,258,059 R2.4～R5.3

通常の競争入札

電力供給会社が3社に満たない

実施時期を検討中
実施時期を検討中

厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省
厚生労働省

独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構
独立行政法人地域医療機能推進機
構

大阪みなと中央病院

大阪府大阪市港区磯路１-７-１

3,707,851 R2.11～R4.10

通常の競争入札

契約当時は新病院移転後1年未満であったため、年間の使用量等の実
績が不明であった。また、経費削減のため契約価格を重視することとし
た。

星ヶ丘医療センター

大阪府枚方市星丘４-８-１

7,970,000 R2.5.1～R4.3

通常の競争入札

電気の安定供給を懸念したため

令和４年度分から実施予
定

大和郡山病院

奈良県大和郡山市朝日町１-62

2,900,000 H30.4.～R3.3

通常の競争入札

長期契約期間中のため

実施時期を検討中

玉造病院

島根県松江市玉湯町湯町１-２

3,001,700 R1.6～R4.5

通常の競争入札

契約金額を低く抑えるため

下関医療センター

山口県下関市上新地町３丁目３番８号

3,820,700 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札に向けた準備等をしていたため、１年間随契とした

下関医療センター附属健康管理センター

山口県下関市上新地町３丁目３番８号

182,190 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札に向けた準備等をしていたため、１年間随契とした

下関医療センター附属介護老人保健施設

山口県下関市上新地町３丁目４番36号

489,870 R2.4～R3.3

随意契約

一般競争入札に向けた準備等をしていたため、１年間随契とした

りつりん病院

香川県高松市栗林町３丁目５番９号

2,204,527 H28.4～R3.3

随意契約

長期契約期間中のため

宇和島病院

愛媛県宇和島市賀古町２-１-37

2,678,827 H29.4～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

宇和島病院附属介護老人保健施設

愛媛県宇和島市賀古町１-２-20

637,048 H29.4～R4.3

随意契約

長期契約期間中のため

高知西病院(ｾﾝﾀｰ含む)

高知県高知市神田317-12

1,741,000 H29.4～R4.3

随意契約

松浦中央病院

長崎県松浦市志佐町浦免856番１号

1,593,996 R3.11～R4.3

随意契約

天草中央総合病院

熊本県天草市東町101番地

2,259,265 R2.4～R3.3

通常の競争入札

農林水産省

日本中央競馬会

東京競馬場けやき寮

府中市八幡町3-19-10

農林水産省

日本中央競馬会

東京競馬場日吉体育館

府中市八幡町3-8-8

農林水産省

日本中央競馬会

東京競馬場清水が丘寮

農林水産省

日本中央競馬会

農林水産省

日本中央競馬会

農林水産省

実施困難な理由

実施時期を検討中
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施予
定
令和４年度分から実施予
定
令和４年度分から実施予
定

入札を行うと新規契約となり現在の割引ﾌﾟﾗﾝは適応されなくなり高価とな
入札を行うと新規契約となり現在の割引ﾌﾟﾗﾝは適応されなくなり高価とな
実施困難
る為
る為
令和４年度分から実施予
当院が新築移転の伴い年間電力使用量の把握が困難だった為
定
単価重視での契約

実施時期を検討中

141,744 R2.4～R3.3

随意契約

使用量の予測ができない上、居住者が使用料を支払うため

実施困難

使用量の予測ができない上、居住者が使用料を支払うため

75,725 R2.4～R3.3

随意契約

使用量の予測ができないため

実施困難

使用量の予測ができないため

府中市清水が丘2-12-1

144,691 R2.4～R3.3

随意契約

使用量の予測ができない上、居住者が使用料を支払うため

実施困難

使用量の予測ができない上、居住者が使用料を支払うため

京都競馬場淀寮

京都市伏見区淀池上町128

119,781 R2.4～R3.3

随意契約

使用量の予測ができない上、居住者が使用料を支払うため

実施困難

使用量の予測ができない上、居住者が使用料を支払うため

宮崎育成牧場

宮崎市花ヶ島町大原2347

376,682 R2.4～R3.3

随意契約

応札業者が見込めないため

実施困難

応札業者が見込めないため

国立研究開発法人森林研究・整備機
森林総合研究所北海道支所
構

北海道札幌市豊平区羊ヶ丘７

567,858 R2.4～R3.3

随意契約

大手電気事業者（新電力）へ調査したところ、室蘭等の工業地帯を主に契
約しているので余剰が無い旨の回答があり、中小の事業者では当支所の
令和３年度分から実施済
規模に供給するのは困難であるとの回答もあった。入札参加者が無い状
み
況となることが予想されたため従来より契約していた北海道電力との継続
契約とした。

国立研究開発法人農業・食品産業技
畜産研究部門御代田山地放牧研究拠点
術総合研究機構
国立研究開発法人産業技術総合研
柏センター
究所

長野県北佐久郡御代田町大字塩野３７５－７１
６
千葉県柏市柏の葉6-2-3 東京大学柏IIキャン
パス内

110,946 契約期間の定めなし

随意契約

長期継続契約期間中であり、実施時期を検討していたため。

9,475,308 R1.10～R3.9

随意契約

他組織の稼働予定特高からの受電を検討していたため。

国土交通省

独立行政法人海技教育機構

国立口之津海上技術学校

長崎県南島原市口之津町丁5782

145,913 R2.4～R3.3

随意契約

入札実施の準備が間に合わなかったため

国土交通省

独立行政法人海技教育機構

国立宮古海上技術短期大学校

岩手県宮古市磯鶏2丁目5番10号

164,174 R2.4～R3.3

随意契約

入札実施の準備が間に合わなかったため

国土交通省

独立行政法人海技教育機構

国立波方海上技術短期大学校

愛媛県今治市波方町波方甲1634-1

161,026 R2.4～R3.3

随意契約

入札実施の準備が間に合わなかったため

国土交通省

独立行政法人自動車技術総合機構

石川事務所検査場

金沢市直江東1丁目1番

110,299 R2.4～R3.3

通常の競争入札

実施に向けての準備に時間を要したため

農林水産省
経済産業省

国土交通省

国土交通省

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

東京東（団地共用部）

北多摩（団地共用部）

東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦
糸町ビル本館7階

東京都立川市曙町2-34-7 ファーレイーストビ
ル10階

7,800,000 R2.4～R3.3

1,200,000 R2.4～R3.3
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令和４年度分から実施予
定
令和３年度分から実施予
定
令和３年度分から実施済
み
令和４年度分から実施予
定
令和４年度分から実施予
定
令和３年度分から実施予
定

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

所管省庁名

法人名

施設名称等

施設所在地

年間予定使用
電力量(kWh)

環境配慮契約（裾切り方式）未実施の詳細
契約期間

契約方式
裾切り方式未実施の理由

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

東京北（団地共用部）

南多摩（団地共用部）

東京南（団地共用部）

城北（団地共用部）

北海道（団地共用部）

千葉（団地共用部）

千葉西（団地共用部）

千葉北（団地共用部）

横浜（団地共用部）

神奈川西（団地共用部）

東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビ
ル7階

東京都多摩市永山1-5 ベルブ永山6階

東京都港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館
1階

東京都台東区東上野5-2-5 下谷ビル4階

北海道札幌市中央区北三条西3丁目1番地 札
幌北三条ビル2階

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジ
ネスガーデンマリブイースト10階

千葉県船橋市前原西2‐12‐7 津田沼第一生命
ビル3階

千葉県柏市柏4-8-1 柏東口金子ビル5階

神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜
7階

神奈川県藤沢市藤沢462 日本生命藤沢駅前ビ
ル9階

7,900,000 R2.4～R3.3

900,000 R2.4～R3.3

2,300,000 R2.4～R3.3

2,300,000 R2.4～R3.3

700,000 R2.4～R3.3

2,500,000 R2.4～R3.3

1,900,000 R2.4～R3.3

200,000 R2.4～R3.3

1,700,000 R2.4～R3.3

800,000 R2.4～R3.3
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今後の見通し

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

実施困難な理由

所管省庁名

法人名

施設名称等

施設所在地

年間予定使用
電力量(kWh)

環境配慮契約（裾切り方式）未実施の詳細
契約期間

契約方式
裾切り方式未実施の理由

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

横浜南（団地共用部）

東埼玉（団地共用部）

浦和（団地共用部）

西埼玉（団地共用部）

名古屋（団地共用部）

大曽根（団地共用部）

千里（団地共用部）

大阪（団地共用部）

泉北（団地共用部）

兵庫（団地共用部）

神奈川県横浜市港南区港南台 3-3-1 港南台
214ビル5階

埼玉県草加市松原1-1-6 ハーモネスタワー松
原A棟3階

埼玉県さいたま市南区沼影 1-10-1 ラムザタ
ワーA棟5階

埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘 1-2-27-301ココネ上
福岡二番館 3階

愛知県名古屋市中区金山1-12-14 金山総合ビ
ル6階

愛知県名古屋市東区矢田1-3-33 名古屋大曽
根第一生命ビル4階

北海道札幌市中央区北三条西3丁目1番地 札
幌北三条ビル2階

大阪府大阪市城東区森之宮 2-9-204

大阪府堺市中区深井沢町3257番地

兵庫県神戸市中央区御幸通 7-1-15 三宮ビル
南館4階

2,100,000 R2.4～R3.3

200,000 R2.4～R3.3

1,000,000 R2.4～R3.3

1,400,000 R2.4～R3.3

1,100,000 R2.4～R3.3

400,000 R2.4～R3.3

1,100,000 R2.4～R3.3

4,100,000 R2.4～R3.3

1,400,000 R2.4～R3.3

2,300,000 R2.4～R3.3
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今後の見通し

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

実施困難な理由

所管省庁名

法人名

施設名称等

施設所在地

年間予定使用
電力量(kWh)

環境配慮契約（裾切り方式）未実施の詳細
契約期間

契約方式
裾切り方式未実施の理由

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省

国土交通省
国土交通省
国土交通省
国土交通省

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整
備支援機構
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整
備支援機構
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整
備支援機構
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整
備支援機構

京都（団地共用部）

奈良（団地共用部）

阪神（団地共用部）

福岡（団地共用部）

北九州（団地共用部）_九州電力管内

京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町
566-1

奈良県奈良市右京1-4 サンタウンひまわり館2
階

兵庫県尼崎市昭和通3-95 アマックスビル８階

福岡県福岡市博多区博多駅南 1-3-11 KDX博
多南ビル3F

福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1 ＡＩＭビ
ル１F

今後の見通し

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

100,000 R2.4～R3.3

随意契約

現在契約を締結している事業者は、平成22年度に環境配慮契約の裾切
り方式により決定した事業者であり、現行の環境配慮契約の裾切り方式
の基準についても満たしている事業者です。また、電気料金の大部分
は、賃貸住宅等の賃借人が負担する共益費から支弁しており、電気料金
実施時期を検討中
の増加は賃借人の負担増にも直結することから、競争化については特に
慎重な検討が必要と考えております。なお、電力会社へのヒアリングの結
果、不調不落等の場合、従前より高い単価での契約となる可能性があり
ます。

900,000 R2.4～R3.3

100,000 R2.4～R3.3

10,600,000 R2.4～R3.3

900,000 R2.4～R3.3

200,000 R2.4～R3.3

北九州（団地共用部）_中国電力管内

福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1 ＡＩＭビ
ル１F

小松鉄道軌道建設所

石川県小松市下牧町9-1

77,486 R2.4～R3.3

随意契約

福井鉄道軌道建設所

福井県福井市みのり3-3-12

75,752 R2.4～R3.3

随意契約

敦賀鉄道建築建設所

福井県敦賀市東洋町1-15

77,812 R2.4～R3.3

随意契約

諫早鉄道建築建設所

長崎県諫早市野中町508-5

66,114 R2.4～R3.3

随意契約

20

地域における事業者の状況、使用量等に応じ、導入の可能性について検
討中のため。
地域における事業者の状況、使用量等に応じ、導入の可能性について検
討中のため。
地域における事業者の状況、使用量等に応じ、導入の可能性について検
討中のため。
契約発注時期までに仕様書等を作成できなかったため。

令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み
令和３年度分から実施済
み

実施困難な理由

