
国富町町有施設太陽光発電設備設置事業プロポーザル実施要領 

 

 

1 趣旨 

再生可能エネルギーの普及拡大、公共施設の有効利用、並びに災害時等における非常

用電源の確保による公共施設の機能強化を図るため、公共施設に太陽光発電設備を設置

し、発電事業を実施する事業者の募集及び選定を行う。 

なお、公正かつ公平な方法で選定するため、公募型プロポーザル方式を採用し、必要

な事項を定めるものである。 

応募者は、この実施要領の内容を踏まえ、提案書及び関連書類を提出するものとす

る。 

 

2 業務の概要 

(1)名 称 

  国富町町有施設太陽光発電設備設置事業 

(2)業務内容 

別紙「国富町町有施設太陽光発電設備設置事業仕様書」（以下「仕様書」という。）

を参照すること。 

(3)募集方式 

公募型プロポーザル方式により実施する。 

 

3 日程 

(1)公募開始（役場ホームページヘの要領等掲載） 令和３年３月 ８日（月） 

(2)質問書の提出期限              令和３年３月１２日（金） 

(3)プロポーザル参加意向申出書の提出期限    令和３年３月１５日（月） 

(4)参加資格確認通知書発送           令和３年３月１６日（火）予定 

(5)事業提案書提出期限             令和３年３月２３日（火） 

(6)事業提案評価（プレゼンテーション）     令和３年３月２６日（金）予定 

(7)審査結果の通知・公表            令和３年３月２９日（月）予定 

 

4 参加資格 

本プロポーザルに参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者である

こと。（参加者が連合体であるときは、その構成事業者の全てが(1)～(5)の要件を満た

すこと。(6)については、連合体の構成事業者のうち 1社以上が該当すれば可とする。） 

(1)地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しないこ

と。 

(2)この公告日から落札者の決定の日までの間において、本町から入札参加資格停止を

受けている期間中でないこと。 

(3)会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による更生手続開始の申し立て（同法

附則第 2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧更生事

件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号。以

下「旧法」という。）の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続き

開始の申立て」という。）をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていな

い者であること。ただし、更生手続開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生

手続きの決定を含む。）を受けた者については、その者に係る会社更生法の更生計画

の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。）があった場

合にあっては、その旨を証する書類を提出することにより、更生手続開始の申立てを

しなかった者または更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 

 (4)民事再生法（平成 11 年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない

者又は再生手続をなされていない者であること。ただし、再生手続開始の決定を受け



た者については、その者に係る民事再生法の再生計画の決定があった場合にあって

は、その旨を証する書類を提出することにより、更生手続開始の申立てをしなかった

者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 

(5)国富町暴力団排除条例第２条第１号、第２号及び第３号に規定する暴力団関係者で

ないこと。 

(6)過去に他自治体公共施設において 10kW以上の太陽光発電設備の設置工事を請け負

い、又は発電事業を実施した実績を有すること。 

 

5 プロポーザル参加意向申出書の提出 

(1)提出書類 

プロポーザル参加意向申出書（様式第 1号） 

(2)添付書類 

ア 会社概要書（任意様式）パンフレット等、会社の概要を紹介するものを添付す

ること。 

イ 履歴事項全部証明書 発行後 3か月を超えないもの 

ウ 納税証明書 発行後 3か月を超えないもの 

・国税にあっては、直近決算年度の確定申告分の法人税、消費税及び地方消費税

の納税証明書で、最新の状態が反映されているもの。 

・地方税にあっては、主たる事業所を設置している市区町村税（市町村民税（法

人）（東京都 23区内では都民税（法人））、固定資産税、都市計画税、事業所税

（東京都 23区内では、固定資産税、都市計画税、事業所税については都税）、軽

自動車税）の末納がないことの証明書（主たる事業所を設置している市区町村又

は東京都が発行する各税目の納税証明書）を提出すること。いずれも最新の状態

が反映されたものとする。 

エ 財務諸表 直近 3か年分のものを提出すること。 

オ 業務実績書 他自治体公共施設に設置した実績を証明するもの（任意様式） 

※連合体で参加する場合は、連合体を構成する法人全ての分についてア～エを提出 

(3)提出期限 

令和３年３月１５日（月）午後５時まで（必着） 

(4)提出場所 

  〒880-1192 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄 4800番地 

国富町役場財政課 担当：水元、日髙 

電話番号：0985-75-3111  FAX 番号：0985-75-7903 

(5)提出方法 

持参又は郵送 

※持参する場合は、土・日曜日及び祝日を除く午前 9時から午後 5時までとし、郵

送する場合は、期限必着とし、配達証明付き書留郵便に限る。 

 

6 質問の受付及び回答 

質問がある参加者は、質問書（様式第 2号）を提出すること。なお、質問書以外で 

出された質問に対しては、回答しない。 

(1)受付期間  令和３年３月１２日（金）午後５時まで（必着） 

(2)提出方法  電子メール（zaisei@town.kunitomi.miyazaki.jp) 

※電子メールの件名を「【質間】太陽光発電プロポーザル」とすること。 

※メール送信後は、必ず事務局に電話で連絡すること。 

(3)回答方法 

質問に対する回答は、「プロポーザル参加意向申出書」の提出のあった全社に対し

３月１５日（月）までに質問者を伏せた形で電子メールにて回答する。 

ただし、質問の内容によって本プロポーザル方式による事業者選定に公平性を保て

ない場合は、回答しない。 



なお、質問に対する回答は、実施要領等の追加又は修正とみなす。 

 

7 参加資格確認通知書及び事業提案書提出要請書の送付 

提出されたプロポーザル参加意向申出書により審査を行い、結果について「参加資格

確認結果通知書」（様式第 3 号）により通知するとともに、参加資格を有する者には、

プロポーザル関係書類提出要請書（様式第 4 号）により事業提案書の提出を要請する。 

通知日：令和３年３月１６日（火）予定 

 

8 事業提案書の提出 

(1)提出期限 令和３年３月２３日（火）午後５時まで（必着） 

(2)提出場所及び提出方法  上記 5(4)(5)に同じ 

(3)提出制限 

提案書は、1提案者について 1件とする。 

(4)提出書類 

以下の項目に沿った事業提案書（様式は自由） 

ア 事業提案方針・概要、その他アピールポイント 

イ 資金計画等 設備投資計画、資金計画・経営収支計画について作成すること。） 

ウ 設置提案施設・設備一覧（提案する施設について一覧にしたものを作成するこ 

と。）  

エ 設計・工事等の品質管理について 

オ 工事期間中の配慮（騒音・振動対策、安全対策等）について  

カ 防水施工の保証期間や保証内容について 

キ 契約予定の損害保険等について 

ク 維持管理体制について 

ケ 雨漏り等緊急時の対応についての提案 

 

9 事業提案の評価方法 

プロポーサルの評価は次のとおりとする。 

(1)企画提案評価 

参加資格の確認された者から提出された事業提案書、プレゼンテーション及びヒア

リングについて、審査委員会において、別紙の評価基準及び配点で示す評価基準に基

づいて評価し、最も高い評価を受けた事業提案を行った者を優先交渉権者とし、協定

締結の交渉を行う。 

ただし、提出された全ての提案が基準を満たさないと判断した場合は、優先交渉権

者を特定しない。なお、基準とは、すべての審査員の合計点が 5割以上であることと

する。 

また、事業提案書の提出者が多数となった場合は、予備評価として書類選考により

プレゼンテーションの対象者を選定する。 

(2)開催日時及び場所等 

ア 開催日時 

令和３年３月２６日（金）予定 

※詳細な日時、場所については、別途通知する。  

イ 開催場所 

国富町役場  

ウ 実施内容 

企画提案説明に 30分、質疑応答に 10分程度とする。 

(3)評価結果の通知 

審査結果は、後日、プロポーザル評価結果通知書により、参加者全員に文書で通知

する。ただし、評価項目の点数等は、公表しないものとする。また、審査結果に対す

る異議は受け付けない。 



(4)優先交渉権者選定後の手続 

ア 関係機関との協議 

審査結果により優先交渉権者として選定された事業者は、太陽光発電設備の設

置について各施設管理者、電気事業者及び経済産業省等と協議を行い、接続契約

等必要な手続きを速やかに行うこと。 

イ 協定の締結 

優先交渉権者は、町との間で本事業に係る基本的な事項を定めた協定を締結す

る。なお、その協定に関する協議が整わないときは、優先交渉権者としての決定

を取り消すとともに、次順位の者を繰り上げ、協定に関する協議を行うこととす

る。 

ウ 使用許可申請 

町と協定を締結した後に、当該協定書に基づき各施設管理者に対して行政財産

目的外使用許可申請書等を提出し使用許可を受けること。 

 

10 失格事項 

本プロポーザルの提案者若しくは提出された提案書が、次のいずれかに該当する場

合は、その提案者を失格とする。 

(1)提案書の提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの 

(2)提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの 

(3)プレゼンテーション等に出席しなかったもの 

(4)虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの 

(5)選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行ったもの 

 

11 その他留意事項 

(1)提出期限後におけるプロポーザル参加意向申出書及び提案書の差替え、訂正及び再

提出は認めない。なお、プロポーザル参加意向申出書及び提案書の提出後に、必要に

応じて説明又は追加資料の提出を求める場合がある。 

(2)提出されたプロポーザル参加意向申出書及び提案書は、提案資格の確認以外の目的

で、提案者に無断で使用しない。 

(3)提出されたプロポーザル参加意向申出書及び提案書は返却しない。 

(4)プロポーザル参加意向申出書及び提案書の作成に要した費用、旅費、その他提出に

要した一切の費用については、提案者の負担とする。 

(5)本手続きにおいて提出した書類に虚偽の記載をした場合には、提出されたプロポー

ザル参加意向申出書及び提案書を無効にするとともに、虚偽の記載をしたものに対し

て、指名停止を行う場合がある。 

(6)協定締結者は、本業務を実施する場合において、町と密接に打合せを行うなど、相

互の信頼関係を維持し、かつ、守秘義務を遵守すること。また、協定終了後において

も、守秘義務を遵守すること。 

(7)提案者が 1者であっても企画提案の評価を実施し、基準を満たしていると判断した

場合は、優先交渉権者を特定する。なお、基準は 9(1) と同様とする。 

(8)プロポーザル参加意向申出書提出後に辞退する場合は、辞退届（様式第 5号）を提

出すること。 

 

12 担当窓口 

  〒880-1192 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄 4800番地 

国富町役場財政課 担当：水元、日髙 

電話番号：0985-75-3111  FAX 番号：0985-75-7903 

  メール：zaisei@town.kunitomi.miyazaki.jp 

 

 



別紙 

評価項目一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の観点 

 

最高点 

１ 

 

施設の使用料 
使用料の額は事業収支の見込み等を考慮して、適正に 

算出されているか。 

 

10 

 

点 

２ 
 

事業者の経営状況 提案者の経営状況や資金管理計画が信頼できるか。 
 

10 

 

点 

３ 事業計画 
適切な事業計画がなされており、当該計画が信頼でき

るか。 

 

10 

 

点 

４ 
設計・工事等の品質管

理 

優れた品質管理を行い、期限までに確実に工事を完了

し、発電を開始できる信頼性があるか。 

 

10 

 

点 

５ 
 

工事期間中の配慮 
工事期間中の配慮、(騒音・振動対策、安全対策等)に

ついての提案があるか。 

 

10 

 

点 

６ 

設置施工、防水施工に

係る保証及び損害保険

等 

設置施工及び防水加工に係る保証期間及び保証内容に

対する十分な提案がなされているか。 

また契約を予定している損害保険等の適切な提案がな

されているか。 

 

10 

 

 

点 

７ 
町内又は県内事業者の

活用 

施工及び維持管理において、町内又は県内に営業所を

有する事業者を活用する提案がなされているか。 

 

10 

 

点 

８ 

 

維持管理体制 

雨漏りや災害等、緊急時の対応を含め具体性・妥当性

のある維持管理体制の提案がなされているか。 

停電時の施設への電力供給についての提案がなされて

いるか。 

 

10 

 

点 

９ 教育等への貢献 
学校教育や地域の環境学習支援等につながる提案がな

されているか。 

 

10 

 

点 

10 太陽光発電事業の実績 
事業用太陽光発電の実施又は事業用太陽光発電設備の

設置を請け負い、発電事業を実施した実績は十分か。 

 

10 

 

点 

   

合計 

 

100 

 

点 


