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延岡市地域新電力会社創業事業計画策定業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

延岡市では、令和２年度中に電力会社を設立し、延岡市内を事業エリアとして、家庭や中小事

業者等の電気代を引き下げて「安く暮らせるまちづくり」を実現するとともに、その事業利益が

市に寄付されることにより市の財源を確保することを目指している。そのため、電力会社が獲得

を目指す主要な顧客を、低圧小口需要家（家庭、事務所、店舗等）とし、本市公共施設への電力

供給に依存しない事業構造を目指すことを想定している。 

また、新電力会社の事業を通じて、エネルギーの地産地消や経済の地域内循環などSDGｓ達成に

向けて取り組む考えである。 

以上の観点より、まず令和元年度に、会社の運営体制や電力調達方法、電力小売事業開始に必

要な費用や人員体制、収支シミュレーションなどの検討を行うため「延岡市地域新電力会社事業

化可能性調査」を実施した。この調査で新電力会社の可能性を確認するとともに、調査結果を受

け、確実な事業展開を企図すべく、より詳細な検討と準備を進めるため、地域新電力会社の設立

及び事業運営に関する専門的な知見と技術、手法、経験等を有する事業者に委託の上、延岡市地

域新電力会社創業事業計画を策定し、本計画策定業務の受託業者を公募型プロポーザル方式によ

り募集することとした。 

  なお、プロポーザル審査により選定され本契約を締結した受託業者は、今後延岡市議会におい

て、会社への出資金について議決が得られた場合は、新会社の連携相手（新会社設立支援や会社

設立後の需給管理、その他事業実施に必要な業務の委託先等）となる可能性を有するが、それを

確約するものではない。 

 

２. 業務概要 

（１）業務名称  延岡市地域新電力会社創業事業計画策定業務 

（２）業務内容  別紙「延岡市地域新電力会社創業事業計画策定業務委託仕様書」 

（以下「仕様書」という。）のとおり 

（３）業務期間  契約締結の日から令和3年3月24日（水）まで 

 

３. 委託金額の上限額   

３，９６０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

４. 委託業者の選定方法 

  公募型プロポーザル方式により行う。 

 

５．参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者に限る。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１６７条の4第1項及び第2項の各号に該当しな

い者であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立て

をしている者でないこと。 
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（３）手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が

著しく不健全であると認められる者でないこと。 

（４）民事執行法（昭和５４年法律第４号）の規定による金銭債権に対する強制執行又は国税、地

方税その他の公課について滞納処分の執行を受けた者でないこと。 

（５）民事保全法（平成元年法律第９１号）に基づく民事保全の手続が常態として行われていると

認められる者でないこと。 

（６）法人税、その他租税公課を滞納していないこと。 

（７）延岡市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号に規定する暴力団又は同条

第３号に規定する暴力団関係者でないこと。 

（８）参加申込書の提出期限から受託候補者の選定までの間に、延岡市競争入札参加資格者指名停

止措置要綱（平成１８年告示第６３号）に基づく指名停止を受けている者でないこと。 

 

６. 選定スケジュール  

  本プロポーザルに係る選定スケジュールは、次の通りとする。 

（１）ホームページへの公告  令和2年6月18日（木） 

（２）参加申込期限           令和2年7月 6日（月）17時          

（３）質問受付期限           令和2年7月 6日（月）17時  

（４）質問への回答      令和2年7月10日（金）までに随時回答       

（５）参加資格審査結果通知  令和2年7月10日（金） 

（６）企画提案書の提出期限  令和2年7月31日（金）17時          

（７）一次審査（書類審査）   令和2年7月31日（金）～8月11日（火）の期間内  

（８）プレゼンテーション     令和2年8月27日（木）※予定 確定日時は後日参加申込み者に通知       

（９）選定結果通知・公表     令和2年8月下旬 

（10）契約締結        令和2年9月上旬 

 

 

７. 実施要領等の配付 

  実施要領及び仕様書、参加申込書等の公募に関する資料、様式、参考資料「延岡市地域新電力

会社事業化可能性調査」等は延岡市の公式ホームページからダウンロードすること。 

    

 「延岡市の公式ホームページ」 

http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=200615164053 
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８．参加申込 

本プロポーザルに参加意思のある者は、書面により持参又は郵送で、以下の通り参加申込をす

ること。参加申込後に参加を辞退する場合は、辞退届（様式４）を提出すること。 

（１）参加申込に係る提出書類 

・参加申込書兼誓約書（様式１）  

・暴力団等排除に係る誓約書（様式２） 

・直近事業年度３か年の決算財務諸表の写し 

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書） 

・新電力関連業務実績（添付資料・任意様式） 

※過去３年間程度の新電力会社の設立や運営業務に関する実績を記載する。（自社又は他

社と共同で新電力会社を運営している場合は、その設立・運営実績を記載すること。他

社の設立、運営を支援している場合は、その設立・運営支援等の実績を記載すること。 

※業務実績と合わせて、自社や共同出資先、または設立・運営支援先の新電力会社の電力

供給契約の高圧と低圧の割合を、金額と供給量、契約件数ベースで明記すること。（過

去３年分） 

・納税の証明書（「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納の税額がないことの

証明書） 

（２）添付資料 

・会社概要（本社所在地など企業の概要や事業内容等が確認できる印刷物） 

（３）提出期限 令和2年7月6日（月）17時 

（４）提出方法 提出期限内に、下記の提出先に直接持参又は郵送により提出すること。郵送の場

合は、簡易書留など、配達完了の確認ができる方法とし、提出期限までに必着と

すること。 

（５）提 出 先 延岡市商工観光部新財源確保推進室 

（〒882-8686 宮崎県延岡市東本小路２番地１） 

 

 

９.質問の受付及び回答 

（１）質問の受付 

   ① 提出書類 質問書（様式３） 

   ② 提出期限 令和2年7月6日（月）17時 

   ③ 提出方法 質問書の提出は電子メールにより下記のアドレスへ送付。 

   ④ 提 出 先 延岡市商工観光部新財源確保推進室 zaigen@city.nobeoka.miyazaki.jp 

      ⑤  電子メールの件名 「地域新電力会社創業事業計画策定業務に関する質問（会社名）」 

                         ※メールには、質問書（様式３）に質問内容等の必要事項を記入

し添付すること。 

⑥ 質問内容 本業務の公募に直接関係する内容に限るものとし、評価及び審査に係る質問

は受け付けない。 

（２）質問に対する回答 

   ① 回答期日 令和2年7月10日（金）までに随時回答 

   ② 回答方法 延岡市の公式ホームページに掲載又は全ての参加申込者にメールで回答。 

 

 

mailto:zaigen@city.nobeoka.miyazaki.jp
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10．企画提案書等の提出 

（１）提出書類 ※提出する書類はＡ４サイズとする。 

   ① 企画提案書 (任意の様式） 

企画提案書には、本要領の「11.提案内容」に示した項目順に提案内容を記載すること。

また、正本の表紙には法人名称等を記載すること。（副本は法人名称等の記載無し。） 

      ② 見積書 

     見積書及び見積内訳書（仕様書に基づき任意の様式で作成すること。） 

     ※委託金額の上限額 3,960,000円（消費税及び地方消費税を含む。）を超えないこと。 

また、見積価格については税抜きの価格を記載すること。 

     ※本プロポーザルでは、見積価格は審査の対象としない。 

※プロポーザル審査により受託候補者として選定された場合は、業務委託に関する必要 

な協議を行った後、業務委託契約締結時に再度見積書の提出を依頼する。 

（２）提出部数 １１部（正本１部、副本１０部） 

   ・正本（１部）：正本にのみ、法人名称等を記載すること。 

   ・副本（１０部）：副本には提案者が特定できる法人名称やロゴを記載しないこと。 

（３）提出期限 令和2年7月31日（金）17時 

（４）提出方法 提出期限内に、下記の提出先に直接持参又は郵送により提出すること。郵送の場

合は、簡易書留など、配達完了の確認ができる方法とし、提出期限までに必着と

すること。 

（５）提出先  延岡市商工観光部新財源確保推進室 

（〒882-8686 宮崎県延岡市東本小路２番地１ 延岡市役所本庁舎３F ） 

 

 

11．提案内容 

提案者は次の各項目について、記載順に提案すること。また、提案に際しては下記の【設立予

定の地域電力会社の基本的な方針について】、「14.審査内容 (2)審査基準(別紙)」及び「延岡市

地域新電力会社創業事業計画策定業務委託仕様書」を考慮すること。 

① 事業の実施方針 

② 事業の実施にあたっての自社の強みやノウハウ 

③ 事業の実施体制及び工程（※事業従事者の業務実績などもお示しください） 

④ 事業の実施内容（調査・分析の手法や内容） 

⑤ 創業事業計画策定のポイント 

⑥ 低圧小口の顧客をいかに多く獲得するかについての実践に基づく提案 

⑦ いかに安価で安定的な電源を調達するかについての実践に基づく提案 

⑧ 設立予定の地域電力会社に対する提案者の強み・知見等を活かした独自の提案 

⑨ 設立予定の地域電力会社が事業開始初年度から主要な顧客を低圧小口需要家（家庭、事務所、

店舗等）とすることに対する課題と対策（固定費の削減を含め） 

⑩ 設立予定の地域電力会社について提案者が重要と考えるKPI（例：・電源調達における再生可 

能エネルギーの比率、・低圧と高圧の需要家の契約件数比率、・エネルギーの地産地消率等） 

⑪ 設立予定の地域電力会社について提案者が目標として考える新電力会社名（固有名詞ではなく

目標とする新電力会社の具体的なイメージでも可）とその理由 

⑫ 設立予定の地域電力会社と競合が想定される他の小売電力事業者等とその影響 

（※事業者等ごとに影響の大きさを理由まで含めてお示しください。） 
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12．一次審査の実施 

参加申込に係る提出書類、企画提案に関する提出書類をもとに書類審査を行い、高い評価を得

た者（５者以上の企画提案があった場合は５者）をプレゼンテーション参加者として選定する。 

（１）審査方法 書類審査 

（２）実施日  令和2年7月31日（金）～8月11日（火）の期間内を予定 

（３）結果通知 令和2年8月12日（水）を目処として、プレゼンテーション審査への参加者（一次

審査通過者）にメールによる連絡を行い、後日、全提案者に書類で通知を行う。 

（４）公表等  書類審査の結果については公表しない。また審査結果に関する説明を求めること

及び異議を申し立てることはできないものとする。 

 

 

13．プレゼンテーション審査 

提出された提案書類をもとに、「延岡市地域新電力会社創業事業計画策定業務プロポーザル方

式選定委員会（以下「選定委員会」という。）」においてプレゼンテーション審査を実施し、受

託候補者を選定する。 

（１）説明方法 プロジェクターを用いた説明とする。 

（プロジェクター・スクリーンは市で準備するが、パソコンは提案者が持参する 

こと。また、パソコンはD-Sub15ピン端子による出力に対応していること。） 

（２）説 明 者 入室は３名以内とする。 

（３）説明時間 説明は20分以内とし、その後20分程度の質疑応答を行う。 

（４）審査日時 令和2年8月27日 (木) ※予定 確定日時は後日通知 

（５）審査会場 延岡市内（延岡市役所内会議室） ※予定 会場の詳細は後日通知 

（６）公開有無 非公開とする。 

 

 

【設立予定の地域電力会社の基本的な方針について】 

○市民が支払う電気代がしっかりと市内に残り、生じる利益を市の財源とすることで、市

民の生活の向上につなげることを目的とした地域電力会社を設立する。 

○地域電力会社の事業を通じて、エネルギーの地産地消や経済の地域内循環などSDGｓ達成

に向けて取り組む。 

○地域電力会社は、市民の皆様に従来よりも安い電気を提供し、事業で得られた利益は必

要経費等を除き、市の財源確保のために市に寄付し、株式配当等には充てない。 

○会社の利益を寄付することによる市の財源確保を目的とし、出資については延岡市の単

独出資を想定しているが、共同出資の可能性についても検討する。 

〇会社が獲得を目指す主要な顧客は、低圧小口需要家（家庭、事務所、店舗等）とし、本

市公共施設への電力供給に依存しない事業構造を目指すことを想定している。 

○基本的には発電施設等を持たない形を想定しており、施設整備に係る投資等は行わな

い。 
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14．審査内容 

プレゼンテーション審査については、次の通り行う。 

（１）審査方法 

提案について、選定委員会が、別紙「審査基準」に基づき審査し、総合点数が基準以上（得点

率が全体点数の60％以上）でかつ最も高い提案者（最優秀提案者）を受託候補者として選定す

る。 

同点の者が２以上あるときは、評価項目の内「業務遂行能力」の点数が高い方を受託候補者と

し、なお同点の場合は、選定委員の多数決により受託候補者を決定する。 

（２）審査基準 

別紙審査基準のとおりとする。 

 

15．審査結果の通知及び公表 

審査結果については、選定作業終了後、プレゼンテーション審査に参加した全事業者に書面で

通知する。また、審査結果通知日の翌日以降に次の項目を本市の公式ホームページに掲載する。 

 ・受託候補者の名称及び総合点数 

 ・各参加者の総合点数（受託候補者以外の事業者名はＡ社、Ｂ社などと記載する。） 

 

16．契約に関する事項 

・受託候補者は、市と業務委託に関する必要な協議を行うものとし、契約書の作成にあたっての

条件の協議が整い次第、業務委託契約を締結することとする。 

・受託候補者の選定後、特別な事情により契約を締結しない場合は、その理由を記載した辞退届

を提出すること。なお、この場合、次順位者を受託候補者とする。 

 

17.その他 

（１）提出書類の取扱い 

①提出された書類は、返却しない。 

②提出された書類の訂正・差替えは認めない。ただし、市から指示があった場合は除く。 

③提出された書類は、本プロポーザルにおける受託候補者選定以外の目的では使用しない。ただ

し、情報公開請求があった場合には、延岡市情報公開条例に基づき対応する。その際に、事業

を営む上で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認める場合は非公開と

する場合がある。 

④提出のあった書類は、選定作業において必要な範囲で複製する場合がある。 

 

（２）その他 

①本プロポーザルに係る費用については、すべて参加者の負担とする。 

②参加申込書の提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する時は、辞退届（様式４）を提出する

こと。 

③企画提案書及び見積書は、１者につき１提案に限る。 

④参加業者が１者の場合であっても、本プロポーザルを実施する。 

⑤審査結果について説明を求めること及び異議を申し立てることはできないものとする。 

 

附 則 

この要領は、令和2年6月18日から施行し、本業務の契約締結をもってその効力を失う。 


