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はじめに 

東京エコサービス株式会社（以下「弊社」という。）は、東京二十三区清掃一部事務組合（以下

「清掃一組」という。）が、運営する清掃工場の余剰電力の販売先を募集します。本要項は購入を

希望される方のための要項をまとめたものです。 

なお、平成 29 年 4 月 1 日より、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（以下｢FIT法｣という。）の改正により、買取義務者が小売電気事業者から一般送配電事

業者に変更されたため、本要項で販売先を募集するのは、清掃工場の余剰電力の内、再生可能エ

ネルギー電気（以下｢FIT電気｣という。）に該当しない電気（以下｢非 FIT電気｣という。）です。 

 

１  募集概要 

（１）募集名称 

清掃工場余剰電力(非 FIT電気)の販売 

（２）募集対象工場 

   募集対象工場は以下の８工場です。 

工 場 名 所 在 地 発電設備出力[kW] FIT設備 ID 調達期間 

新江東清掃工場 江東区夢の島 3-1-1 50,000 R000031C13 
平成 25年 3月

31日から 74月 

杉並清掃工場 杉並区高井戸東 3-7-6 24,200 
平成 29年度内に調達開始予定

(事業計画提出済み) 

大田清掃工場 大田区京浜島 3-6-1 22,800 RB34657C13 
平成 26年 10月

1日から 240月 

練馬清掃工場 練馬区谷原 6-10-11 18,700 RB34658C13 
平成 27年 12月

1日から 240月 

足立清掃工場 足立区西保木間 4-7-1 16,200 R000036C13 
平成 25年 3月

31日から 121月 

中央清掃工場 中央区晴海 5-2-1 15,000 R000034C13 
平成 25年 3月

31日から 108月 

板橋清掃工場 板橋区高島平 9-48-1 13,200 R000037C13 
平成 25年 3月

31日から 121月 

墨田清掃工場 墨田区東墨田 1-10-23 13,000 － 
平成 30年 3月

31日まで 

＊1 新江東から板橋までの７清掃工場の発電設備は、FIT法第６条に規定される発電設備で

す。(バイオマス発電設備(一般廃棄物)) 

＊2 杉並清掃工場は平成 29年 9月末竣工です。 

＊3 墨田清掃工場は、平成 30年 3月 31日で調達期間が終了するため、平成 30年度は余剰

電力の全量が非 FIT電気です。 

（３）契約期間  

   平成 30年 4月１日から平成 31年 3月 3１日まで 
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（４）応募先 

東京エコサービス株式会社 電力事業部   

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-10-17 KOYO BUILDING 2階 

   電話:03-5402-5371  FAX:03-5402-5387 

（５）応募方法及び契約 

応募を希望される方は、「応募意思表明書」を提出して応募資格を取得していただきます。

その後、応募資格取得者から提出された応募書類の内容等の審査を経て、第１位の優先交

渉権者を選定し、契約交渉をさせていただきます。 

（６）募集日程  

 項 目 対応者 日 程（期 限） 

① 募集開始（ＨＰにて周知） 弊社 平成 29年 12月 1日(金) 

② 「応募意思表明書」提出期限 応募者 平成 29年 12月 8日(金) 17時まで 

③ 「応募資格決定通知書」の送付 弊社 平成 29年 12月 12日(火) 

④ 質問受付期限 応募者 平成 29年 12月 14日(木) 17時まで 

⑤ 質問への回答期限 弊社 平成 29年 12月 19日(火) 17時まで 

⑥ 「応募書類」提出期限 応募者 平成 29年 12月 21日(木) 17時まで 

⑦ 「審査結果」のお知らせ 弊社 平成 29年 12月 25日(月) 

 

２  応募意思の表明と応募資格決定 

（１）応募意志の表明 

応募者は、本募集要項に基づき、下記の必要書類を添付し、応募意思を表明していただき

ます。 

（２）必要な資格及び必要書類 

応募者は下記①の必要な資格に関する条件を全て満たしていることが必要です。また、下

記②の必要書類を、弊社まで持参または郵送で期限までに提出していただきます。 

  ① 応募者に必要な資格に関する事項 

ア 電気事業法 第２条の２の規定により、応募書類提出日において小売電気事業を営もう

とする者として登録されている者。 

イ 会社更生法(平成１４年法律１５４号)第１７条の規定による更正手続開始の申立てが

なされている者ではないこと。  

ウ 民事再生法(平成１１年法律第２２５号)第２１条の規定による再生手続開始の申し立

てがなされている者でないこと。 

エ  平成 28年度において、予定販売電力量合計の 2.39億 kWh以上の小売販売量があるこ

と。  
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オ 応募数の制限 

同一企業の本社、支店等での重複応募は認めません。 

② 必要提出書類 

ア「応募意思表明書」（別紙、様式－１） 

イ「会社案内」 

ウ「会社経歴書」（会社案内に記載されている場合は不要） 

エ「直近の決算からさかのぼって 3期分の決算書類」 

※イ、ウ、エの様式は自由です。 

（３）応募資格決定の方法 

弊社において必要な資格及び提出書類の確認を行い、応募資格を有すると判断された場

合に応募資格を得られるものとします。確認ができ次第「応募資格決定通知書」を送付し

ます。 

 

３  募集条件と契約条件 

（１）募集区分と余剰電力概要 

① 募集区分 

本募集は、募集対象８工場の非 FIT電気を、以下の通り販売いたします。 

募集 

区分 
対象工場名 

予定非 FIT電力量 

〔kWｈ/年〕 

想定バイオマス 

比率 

募集１ 新江東清掃工場 39,215 ×103 57.334 % 

募集２ 杉並清掃工場 25,922 ×103 51.900 % 

募集３ 大田清掃工場 34,131 ×103 52.426 % 

募集４ 練馬清掃工場 28,418 ×103 53.505 % 

募集５ 足立清掃工場 30,785 ×103 49.019 % 

募集６ 中央清掃工場 22,311 ×103 54.439 % 

募集７ 板橋清掃工場 18,939 ×103 49.698 % 

募集８ 墨田清掃工場 39,682 ×103 － 

合計 239,403 ×103 － 

＊1 予定非 FIT電力量は、直近 12ケ月(平成 28年 11月～平成 29年 10月)の実績値合計です。 

杉並清掃工場は平成 30年 4月～平成 31年 3月までの予定非 FIT電力量合計です。 

＊2 想定バイオマス比率は、直近 12ケ月の実績値の単純平均です。杉並清掃工場は想定値(清

掃一組全工場の平均値)です。 

＊3 足立清掃工場は、電力量計の取替(VCT交換を含む)を、平成 30年度の停電点検時に実施す

る予定で調整中です。取替費用は、清掃一組が負担しますが、購入者は発電契約者として、

東京電力パワーグリッド株式会社への取替工事費負担金を立替払いしていただくことが

あります。 

② 非 FIT電気の販売単価 

応募者は非 FIT 電気の発電者の仕訳後の電力量が、翌月に値が確定する当該月のバイ
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オマス比率によって変動することを了承の上で、「非 FIT 電気の購入単価(税抜)」をご提

案いただきます。 

なお、FIT電気は、改正 FIT法に基づき、清掃一組が東京電力パワーグリッド株式会社

に売却します。 

③ 提案に必要な情報の提供 

月別・時間別電力量（非 FIT電気）、バイオマス比率等については「応募資格決定通知

書」と共に送付いたします。ご提供した情報については、応募書類の作成以外に使用しな

いようお願いします。 

④ 契約期間 

平成 30年 4月１日から平成 31年 3月 3１日まで  

⑤ 工場の稼動条件等 

ア 工場の定期点検等の予定については、平成 28～30年度の計画を参考にして下さい。(応

募資格決定通知書と共に送付いたします。) 

イ 工場の詳細な状況については、必要に応じて、清掃一組のホームページを参照して下さ

い。（http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/） 

（２）応募項目 

「応募意思表明書」で参加希望を表明いただいた募集区分毎に、非 FIT 電気の購入単価 

(円/kWh、税抜、小数点第 2位まで)を「提案書」で提出していただきます 

（３）契約条件 

① 発調契約等は、応募者の責任において締結していただきます。 

② 清掃工場はごみの焼却施設であり、その操業計画は電力販売計画に拘束されるものではあ

りません。そのため、契約期間内の当該工場の実際の非 FIT電力量は、予定売却電力量(年

間、月間、週間計画含む)に比べて増減がある場合や、清掃工場のトラブルによる送電停止

や送電量低下があります。また、計画作成時の想定バイオマス比率と当月のバイオマス比

率実績との差によっても送電計画と実績に差が生じます。 

これらの要因による送電計画等と実績との差により、追加費用や損失が発生しても弊社は

その責めを負いません。 

③ 発電出力の増減要請には、お応えできませんのでご了承ください。ただし、東京電力パワ

ーグリッド株式会社の託送供給等約款にもとづく給電指令が実施された場合は、この限り

ではありません。 

④ 契約時の非 FIT電気の年間販売予定量は、清掃一組の最新の年間送電予定量を使用させて

いただく予定です。 

⑤ 契約開始日以降の送電計画は、週間、月間、年間計画を事前に提出いたしますが、翌日計

画(毎日)は作成いたしません。また、発調契約に伴い必要な、電力広域的運営推進機関へ

の発電計画提出は、応募者の責任において実施していただきます。 

⑥ 毎月の電気料金における決済条件として、月末締め翌月末日までに指定金融機関にお支払

いいただきます。なお、その翌月末日が金融機関の休業日の場合はその前営業日とします。 

⑦ 契約時点での非 FIT 電気の予定月額販売金額の３ケ月分に相当する金額をこえない範囲

で、契約保証金として、契約を開始する前に納めていただく場合があります。契約保証金
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は、契約が終了した際に、未払いの債務と清算の上、残金をお返しします。その際、契約

保証金には、利子をお付けしません。 

（４）応募書類 

① 書式 

「提案書」（別紙、様式－３）の提出部数は１部とします。 

② 提出方法 

応募書類を一括して封筒に入れ、弊社（電力事業部）まで持参または郵送で提出期限まで

に提出するものとします。 

持参の場合は提案書を入れた封筒を、糊付けして提出下さい。(割り印等は不要です。) 

③ その他 

提出された書類については返却しません。 

 

４  質問方法と回答 

   質問に関しては、応募者からの電子メールでのみ、受け付けるものとします。なお、質問

者への回答は電子メールにて実施するものとします。 

・「質問書」（別紙、様式－２） 

・質問用メールアドレス:teco@tokyoecoservice.co.jp 

 

５  審査 

（１）審査委員会 

本募集の審査は、東京エコサービス株式会社の審査委員会によって実施されます。 

（２）優先交渉権者の決定方法 

募集区分毎に、非 FIT電気の提案価格を中心に、総合的に勘案して優先交渉権者を決定さ

せていただきます。 

数値が同一の場合は、同一の応募者を対象に、応募書類の再提出を求めることがあります。

この場合、平成 29年 12月 22日(金)12時までに再提出していただく事とします。 

なお、募集区分毎の非 FIT電気の価格等が、当社の設定する基準に達する提案が無かった

場合は、「優先交渉権者無し」とさせていただき、その旨を公表させていただきます。 

（３）審査結果の通知 

弊社の審査委員会において審査した結果については、優先交渉権者に書面で通知するもの

とします。優先交渉権者以外の応募者には、電話、メール、その他の方法で通知します。 

なお、審査結果に関するお問い合わせには、お答えできませんので、ご了承下さい。 

（４）契約者の公表 

契約締結後に、契約者名を弊社ホームページで公表させていただきます。 

 

６  欠格事項 

次のいずれかの欠格事項に該当する場合は、失格とします。なお、優先交渉権者の選定後に判
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明した場合も同様とします。 

(１) 提出期限後に書類の提出があった場合 

(２) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(３) 募集要項に違反した場合 

(４) 公正を欠いた行為があったとして審査委員会が認定した場合 

(５) その他、募集要項に違反すると認められた場合 

 

７  別紙 

「応募意思表明書」（様式－１） 

「質問書」（様式－２） 

「提案書」（様式－３） 

 

８  問い合わせ先 

東京エコサービス株式会社 電力事業部   

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-10-17 KOYO BUILDING 2階 

               電話:03-5402-5371    FAX:03-5402-5387 

質問メールアドレス:teco@tokyoecoservice.co.jp 

ホームページ http://www.tokyoecoservice.co.jp/ 

   以上 

http://www.tokyoecoservice.co.jp/
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    平成２９年１２月  日 

東京エコサービス株式会社 御中 

《応募意思表明書》 

 

平成３０年度 清掃工場余剰電力(非 FIT 電気)の販売 

 

私は平成３０年度 清掃工場余剰電力の販売(非 FIT 電気)についての募集要項を遵守し、

応募の意思を表明します。 

会社名 

代表者名 

 

 

                                           印 

 

所在地 
 

 

登録番号  

連絡責任者 
所属部署 氏名  

                      

電話番号 
 

ＦＡＸ番号  

メールアドレス  

応募工場 

(希望工場に○) 

募集１ 

新江東 

募集 2 

杉並 

募集 3 

大田 

募集 4 

練馬 

募集 5 

足立 

募集 6 

中央 

募集 7 

板橋 

募集 8 

墨田 

        

平成２８年度 

電力供給実績 
○○ × 103 kWh （添付資料不要） 

                   

様式－１ 
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平成２９年１２月  日 

東京エコサービス株式会社 御中 

 

《質 問 書》 

平成３０年度清掃工場余剰電力(非 FIT 電気)の販売について 

 

次の事項について質問します。      【締め切り：平成 29 年 12 月 14 日(木) 17 時】 

<会社名称> 

<担当者名称> 

<連絡先 TEL／メールアドレス> 

<質問> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<回答> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

様式－２ 
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    平成２９年１２ 月  日 

東京エコサービス株式会社 御中 

 

                                    所在地 

                             会社名                   印 

 

《提案書》 

「平成３０年度清掃工場余剰電力(非 FIT 電気)の販売」 

 

      

「平成３０年度清掃工場余剰電力（非 FIT 電気）の販売」についての募集要項に基づき、

以下の通り提案します。 

 

非 FIT 電気購入価格 （円/kWh、税抜、小数点第２位まで） 

 

募集 1 

新江東 

募集 2 

杉並 

募集 3 

大田 

募集 4 

練馬 

募集 5 

足立 

募集 6 

中央 

      

 

募集 7 

板橋 

募集 8 

墨田 

  

 

 

 

以上 

様式－３ 


