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大仙市地域再生可能エネルギー導入目標等策定事業 

公募型プロポーザル実施要領 

 

  

１．業務の目的 

本市では、令和２年に「第 2 次大仙市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定

し、市の事務及び事業に関する温室効果ガス排出量の削減に取り組んできた。また、令和

４年３月１８日、「大仙市ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、２０５０年までに二酸化

炭素排出実質ゼロを目指すこととしている。 

本事業は、２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けて市民・事業者・行政等が協

働で市域全体の温室効果ガスの抑制に取り組むための指針となる「大仙市地球温暖化対策

実行計画（区域施策編）」の基礎資料を作成するとともに、持続可能な地域を実現するた

め、地域の再生可能エネルギーポテンシャルや将来のエネルギー消費量を踏まえた再生可

能エネルギー導入目標を設定することを目的とする。 

本事業の実施にあたっては、豊富な経験と高い専門知識をもとに、より良い提案ができ

る事業者を選定するため、公募型プロポーザル方式を採用する。 

 

２．業務概要 

（１） 業務の名称 

大仙市地域再生可能エネルギー導入目標等策定事業 

（２） 業務の内容 

別紙「大仙市地域再生可能エネルギー導入目標等策定事業業務委託仕様書」のとおり 

（３） 履行期間 

契約締結日の翌日から令和５年２月１５日まで 

 

３．見積上限額 

金 ９，９００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

但し、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すための

ものであることに留意すること。また、後述する「見積書（任意様式）」を提出する際は、

上記見積上限額の金額を超えてはならない。 

 

４．事務局（担当部局） 

〒０１４－８６０１ 秋田県大仙市大曲花園町１番１号 

  大仙市 市民部 生活環境課 担当：高橋 

  電話：０１８７－６３－１１１１（内線１８８） 

  ＦＡＸ：０１８７－６３－５７９０ 

  E-mail：seikatsukankyo@city.daisen.lg.jp 

  ※送信後、必ず電話により着信確認をしてください。 
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５．参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。 

（１） 本プロポーザルへの参加から契約の履行完了まで、一貫して信義に従い誠実に対応で

きること。 

（２） 単体の事業体であること。 

（３） 過去３年以内に国内において、省エネルギー化調査事業・環境関連施策事業等の調査

実績があること。 

（４） 参加時点において、大仙市入札契約資格等審査実施要綱に規定する入札参加有資格者

名簿に登録されている者で、次の事項全てに該当する者。 

ア 秋田県内に本社、支社（店）又は営業所を有すること。 

イ 公告の日から特定通知の日までの期間に大仙市又は秋田県において指名停止の措

置を受けていない者であること。 

ウ 専門技術者等、充分な業務遂行能力及び適正な業務執行体制を有すること。 

（５） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第１６７条の４に該当する者でないこと。 

（６） 破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の

申立てまたは民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされていない企業で

あること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定または民事再生法に基づ

く再生手続開始の決定を受けた場合は、この限りではない。 

（７） 大仙市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 16 号）第２条第１号、第２号及び第５号に

該当しない者及びそれらの利益となる活動を行う者に該当しないこと。 

 

６．日程 

プロポーザルによる選定における日程は、次のとおりとする。（なお、日程は都合により

変更する場合がある。） 

実施項目 日程 

公告日 令和 ４年 ６月２７日（月） 

参加表明書等の受付期間 
令和 ４年 ６月２８日（火）から 

令和 ４年 ７月１１日（月）まで 

質問書受付期間 
令和 ４年 ６月２８日（火）から 

令和 ４年 ７月 １日（金）まで 

質問に対する回答日 令和 ４年 ７月 ５日（火） 

参加資格審査結果通知 令和 ４年 ７月１５日（金） 

技術提案書の提出期間 
令和 ４年 ７月１５日（金）から 

令和 ４年 ７月２８日（木）まで 

ヒアリング 令和 ４年 ８月上旬 

受託候補者の決定及び審査結果通知(発送） 令和 ４年 ８月中旬 

契約 令和 ４年 ８月下旬 
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７．参加表明書の提出等 

（１）提出期間 

令和４年６月２８日（火）から令和４年７月１１日（月）午後５時まで 

（２）提出場所 

事務局 

（３）提出方法 

持参又は郵送（期日まで到着するものに限る。郵送の場合は配達記録が残る方法を利用

すること。）  

（４）提出部数 

１部 

（５）提出書類 

ア 参加表明書（様式１） 

イ 会社概要（様式２） 

ウ 業務実績表（様式３） 

エ 業務実施体制（様式４） 

（５）参加表明についての質問の受付及び回答 

ア 受付期間 

令和４年６月２８日（火）から令和４年７月１日（金）午後５時まで 

イ 受付方法 

  電子メール 

  質問書（様式５）を送信した場合は、事務局に電話にて、その旨連絡すること。  

ウ 回答方法 

  令和４年７月５日（火）に質問者に対して電子メールにて回答するとともに、市ホ

ームページにて質疑応答の内容について掲載する。 

 

８．技術提案書の提出者の選定（１次選考） 

（１）参加者を選定するための基準 

参加者を選定するための審査は、別表１により参加表明書等を評価し、プロポーザル選定

委員会において、概ね５社程度を選定するものとする。ただし、参加者が選考予定者数を大

幅に上回らない場合は、全員を技術提案者として選定することがある。 

 

別表１ 

評価項目 評価内容 配点 

(１)業務実績 同種業務の実績 10 

(２)業務実施体制 
人員配置及び役割分担 5 

管理技術者及び担当技術者の業務遂行能力 5 

                   合  計 20 
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（２）選定通知の結果 

選定された者に対しては、技術提案書の提出要請書を送付する。また、選定されなかった

者には、理由をつけて通知する。（令和４年７月１５日（金）を予定） 

（３）非選定理由の説明について 

（２）のうち、選定されなかった者は、大仙市プロポーザル方式等実施要領の規定に従い

非選定理由について説明を求めることができる。 

 

９．技術提案書の提出等 

（１）技術提案書の作成方法 

技術提案書は、次に定めるところにより作成し、Ａ４縦長ファイルに綴じて以下の部数を

提出するものとする。 

正本：１部 

副本：１０部 

① 技術提案書表紙（様式６） 

正本についてのみ押印する。 

② 提案書本編（任意様式） 

ア 用紙規格は、Ａ４版縦、全て横書きとし、両面使用で４０ページ（用紙２０枚）以

内とする。 

イ 使用言語は、日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法に定めるものとし、原則と

してフォントは１０．５ポイント以上とする。  

③ 見積書（任意様式） 

本業務の技術提案見積価格を記載すること。また、金額の内訳として、それぞれの項

目について積算根拠が判る任意の積算書を添付すること。 

（２）技術提案書の提出 

ア 提出期間 

令和４年７月１５日（金）から令和４年７月２８日（木）午後５時まで 

イ 提出場所 

事務局 

ウ 提出方法 

持参又は郵送（期日まで到着するものに限る。郵送の場合は配達記録が残る方法を

利用すること。）   

 

１０．ヒアリング 

（１）日程及び実施場所 

令和４年８月上旬 予定 

大仙市役所 大曲庁舎３階 大会議室 （秋田県大仙市大曲花園町１番１号）  

（２）出席者 

本業務を担当する管理技術者は必ず出席すること。 
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（３）時間 

一提案者当たり２５分以内とする。 

 （説明 10 分、質疑応答 15 分） 

（４）その他 

ア ヒアリングは非公開で実施する。ただし、事務局職員については例外とする。 

イ 説明は技術提案書に記載した内容に限り、追加の説明資料等は認めない。 

 

１１．技術提案書の特定（２次選考） 

（１）技術提案書を特定するための評価基準 

技術提案書を特定するための審査は、別表２により参加表明書、技術提案書、見積書及び

ヒアリング内容等を評価し、プロポーザル選定委員会において、評点の高い者を契約候補者

とする。なお、最高評点が２者以上となった場合は、（4）技術提案書の評価内容②⑤の合計

点が高い者を契約候補者とする。また、評価者いずれかが、５０点に満たない評価とした場

合は契約候補者としない。 

 

別表２ 

評価項目 評価内容 配点 

(1)業務実績 同種業務の実績 10 

(2)業務実施体制 
人員配置及び役割分担 5 

管理技術者及び担当技術者の業務遂行能力 5 

(3)業務工程 業務遂行の確実性 5 

(4)技術提案書 

①本業務の目的及び趣旨の理解度 5 

②情報の収集及び現状分析の方法・手順 10 

③地域の特性や削減対策効果を踏まえた将来の温室効果ガス排出

量に関する推計の方法・手順 
10 

④地域の温室効果ガスの将来推計を踏まえた地域の将来ビジョ

ン・脱炭素シナリオの作成方法・手順 
10 

⑤地域の再生可能エネルギーポテンシャルや将来のエネルギー 

消費量を踏まえた再生可能エネルギー導入目標の作成方法・手順 
10 

⑥地域の将来ビジョン・脱炭素シナリオ及び再生可能エネルギー 

導入目標の実現に必要な政策及び指標の検討並びに重要な施策に 

関する構想の策定方法・手順 

10 

⑦合意形成を行うための会議等の開催支援内容 5 

⑧その他追加提案（特筆事項） 10 

(5)見積価格 価格の妥当性、積算内訳の妥当性 5 

合  計 100 

 

（２）特定結果の通知 

プロポーザル選定委員会の審査に基づき、特定者及び次点者を決定し、特定した技術提案
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書の提出者に対しては、書面により通知を行う。また、特定されなかった者（次点者を含む）

には、理由をつけて通知する。（令和４年８月中旬を予定） 

  

（３）特定理由の説明 

（２）のうち、特定されなかった者は、大仙市プロポーザル方式等実施要綱の規定に従い

非特定理由について説明を求めることができる。 

 

１２．契約の締結方法 

（１）特定結果の通知審査の結果、特定された事業者と業務内容について協議を行い、必要な

仕様並びに契約条項を作成し契約を締結するものとする。なお、特定者との協議が整わ

ない場合は、次点者との協議を行うことができる。 

（２）契約金額は、業務参考見積書に記載された金額を上限とする。 

（３）契約時における契約保証金は、免除する。 

 

１３．業務実施上の条件 

（１）本業務の主たる業務は、これを再委託してはならない。 

（２）参加表明書及び技術提案書に記載した管理技術者は、病休、死亡、退職等極めて特別な

場合を除き、変更することができない。 

 

１４．技術提案書の無効 

参加表明書又は技術提案書が次の条件の一つに該当する場合は無効とする。 

ア 提出方法、提出先、受領期限に適合しないもの。 

イ 実施要領に指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

エ 許容された表現方法以外の内容が記載されているもの。 

オ 虚偽の内容が記載されているもの。 

 

１５．その他の事項 

（１）参加表明書及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

（２）手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は円とする。 

（３）提出された参加表明書及び技術提案書は、技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の

特定以外に提出者に無断で使用しないものとする。 

（４）プロポーザルの結果、特定された者を公表する。また、提出された技術提案書は公正性、

透明性、客観性を期すため公表することがある。 

（５）受領期限以降における参加表明書及び技術提案書の差し替え、及び再提出は認めない。  

（６）その他 

ア 提出期限までに参加表明書が到着しなかった場合は、参加表明者になることはできな

い。 

イ 参加表明者が１名であっても、技術提案書の評価を行い、契約候補者として適当でな
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いと認められる場合には、契約候補者として特定しない場合がある。 

ウ 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした者に対して、指名停止措置を行なうこ

とがある。 

エ 提出された書類は、選定及び特定を行なう作業に必要な範囲又は返却する場合におい

て、複製を作成することがある。 

オ 提出された参加表明書及び特定した技術提案書は返却しない。 

カ 技術提案書の作成のために本市により受領した資料は、本市の了解なく無断で公表及

び使用することはできない。 

 

 

 


