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公共施設高圧電力供給及びクリーンセンター余剰電力有効活用 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

公共施設の電力調達見直しによるコストの削減並びに「春日井市地球温暖化対策実

行計画」に示す低炭素社会の実現及び「春日井市役所地球温暖化対策行動指針」に基

づき、市が率先して、温室効果ガス排出量を削減し、環境にやさしいまちづくりを推

進する。   

その取り組みの一つとして、クリーンセンターの余剰電力を公共施設で活用し、エ

ネルギーの地産地消を図る。 

本実施要領は、公共施設における電力調達についてコスト削減の提案のほか、温室

効果ガス排出量削減、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成、環境配慮に係る環境

啓発・環境教育等に資する提案を求め、電力の購入及びクリーンセンター余剰電力の

売却について、総合的な観点から最も優れた提案者を公募型プロポーザル方式により

選定するにあたり、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

（１）件名 

   公共施設高圧電力供給及びクリーンセンター余剰電力を有効活用したエネルギ

ーの地産地消業務 

（２）内容 

   仕様書１、２のとおり 

（３）契約期間 

   令和３年５月１日から令和８年１月 31 日まで 

（４）履行期間 

   令和３年７月１日から令和８年１月 31 日まで 

（５）対象施設 

  ア 電力受給対象施設 

     別紙１「電力受給対象施設一覧」のとおり 111 施設 

  イ 発電施設 

   (ｱ) 発電場所 

     春日井市神屋町１番地２ 

   (ｲ) 対象施設名 

     春日井市クリーンセンター 

   (ｳ) 業種 

     官公庁 

   (ｴ) 用途 

     一般廃棄物処理施設（一般ごみ焼却施設） 

 

３ 選定方法 

  公募型プロポーザル方式により、参加事業者から提出された企画提案書及びプレ

ゼンテーションを審査し、経済的、合理的かつ環境への配慮が高い者を選定する。 
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４ 参加資格 

  参加できる者は、次のいずれにも該当する個人又は法人とする。 

（１）プロポーザル参加申出書の提出日現在において、春日井市建設工事等請負業者

指名停止措置要領による指名停止の期間がないこと。 

（２）本市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書（平成 24年３月 19日

付け春日井市長、愛知県春日井警察署長締結）に基づく排除処置を受けていない

こと。 

（３）プロポーザル参加申出書の提出日現在において、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がなされていない者又は民

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21条に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れていない者であること。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受

けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参

加資格審査の申請を行い、認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手

続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 

（４）プレゼンテーション及びヒアリング（以下「プレゼンテーション等」という。）

実施日前日までに、令和２・３年度春日井市入札参加資格者名簿（物品等）（以下

「名簿」という。）に登載されていること。また、名簿に記載されている営業種目

に電力の登録があること。 

（５）過去 10 年間において、官公庁と高圧電力供給における契約実績があること。 

（６）電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第２条の２の規定に基づき小売電気事業

者の登録を受けていること。 

（７）経済産業省において再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成

23年法律108号）第34条第４項に基づき、同法第11条に規定する納付金が未納で

ある旨の公表がなされていないこと。 

（８）履行期間の開始日の前日までに、電力供給体制が整備できていること。 

（９）国税、愛知県税、春日井市税の未納がないこと。 

（10）プロポーザル参加申出書の提出日現在において、次のいずれにも該当しない者

であること。 

  ア 入札に係る契約を締結する能力を有しない者（未成年者、成年被後見人、被

保佐人、被補助人）及び破産者で復権を得ない者 

  イ 次のいずれかに該当する者又は過去２年以内において、次のいずれかに該当

した者 

(ｱ) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品

質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

(ｲ) 競争入札において、その公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成 

立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

(ｳ) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

(ｴ) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の２第１項の規定による監督

又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

(ｵ) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

(ｶ) (ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者

を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 
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５ プロポーザル参加の手続き 

（１）参加申出方法 ※郵送受付のみとします。 

  ア 受付期間  令和３年２月 17日(水)から同月 24日(水)午後５時まで（必着） 

  イ 送付先   〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町５丁目 44 番地 

          春日井市総務部総務課 宛 

  ウ 注意事項 

      必要書類を封筒に入れ、封筒表側には「プロポーザル参加申出書在中」と

朱書きするとともに、申出者名を記載し、書留又は簡易書留郵便により送付

すること。 

 （２）提出書類（各１部） 

   ア プロポーザル参加申出書（様式１） 

   イ 誓約書（様式２） 

   ウ 証明書類（発行日から３か月以内のもの） 

     <法人の場合>・・・登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

     <個人の場合>・・・住民票の写し 

   エ 国税、県税及び市税の未納がないことの証明書 

     (ｱ)国税について（所轄税務署が発行する納税証明書） 

      ａ法人･･･「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の納税証明書 

            (その３の３ 未納のないことの証明) 

      ｂ個人･･･「申告所得税及び復興特別所得税」及び「消費税及び地方消費税」

の納税証明書(その３の２ 未納のないことの証明) 

          (ｲ)県税について（愛知県の県税事務所が発行する納税証明書） 

      ａ法人･･･「法人県民税」、「法人事業税、特別法人事業税及び地方法人特別

税」及び「自動車税種別割」（未納の税額のないこと用） 

      ｂ個人･･･「個人事業税」及び「自動車税種別割」（未納の税額のないこと

用） 

     (ｳ)市税について（春日井市財政部収納課が発行する納税証明書） 

      ａ法人･･･滞納がないこと用 

      ｂ個人･･･滞納がないこと用 

   オ 許認可書等の写し 

      登録小売電気事業者であることを証する書類の写しの他、提案事業内容に

より必要な許認可書等の写し 

 （３）参加資格結果通知 

プロポーザル参加申出の受付期間に、提出書類を審査し、その結果を電子メー

ルで通知する。 

 （４）参加を辞退する場合 

     プロポーザル参加申出書の提出後、プレゼンテーション等の実施日の前日ま

でに辞退する場合は、参加辞退届（様式３）を提出すること。 

 

６ 企画提案書の作成及び提出 

（１）企画提案届出書（様式４）及び企画提案書（任意様式） 

 ア 企画提案書については任意様式とし、用紙サイズは原則Ａ４判縦（図表等は、

Ａ３判横の使用可）とし、10ページ以内とすること。（Ａ４、Ａ３ともに１面を

１ページとする。） 
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 イ 提案書については、次の内容等を踏まえて記載すること。   

  （ｱ）地球温暖化対策 

「春日井市地球温暖化対策実行計画」及び「春日井市役所地球温暖化行動指

針」の趣旨・目的等を理解し、温室効果ガス排出削減目標の達成、COOLCHOICE 

の普及啓発や民生家庭部門の取組み促進等に資する提案 

※参照 

（春日井市地球温暖化対策実行計画） 

https://www.city.kasugai.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/

001/016/412/05/.pdf 

（春日井市役所地球温暖化行動指針）

https://www.city.kasugai.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/

001/002/880/shishin202030.pdf 

 （ｲ）環境啓発 

「公共施設高圧電力供給及びクリーンセンター余剰電力を有効活用したエネル 

ギーの地産地消業務」の理解促進やＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に

寄与する提案 

 （ｳ）環境教育 

市内小・中学校の児童・生徒などに対して、深刻化する地球温暖化問題や温

室効果ガス排出量削減の必要性等の理解促進を図る環境教育に関する提案 

 （ｴ）パートナーシップ 

市民、大学、事業者、行政など各主体が協働・連携し、地球温暖化対策をは

じめとする環境問題の解決を図る具体的な取組みに関する提案 

ウ 提案にあたっては、その業務を実施することで、本市が得られる効果を明ら

かにするともに、概算費用、実施工程等を示すこと。なお、提案を受けた業務を

全て実施することを前提とするものではなく、今後その提案業務の具体的な実現

に向けて、提案者と市で引き続き協議するものとする。 

（２）会社概要書及び業務実績書（様式５） 

（３）安定供給確約書（様式６） 

（４）事業工程表（様式７） 

契約日から履行期間の開始日までにおける、接続契約、スイッチング（電気の供給

者の変更）、再生可能エネルギー特定卸供給契約など各種必要手続きに関すること。 

（５）売却電力及び購入電力見積評価書（様式８） 

（６）環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書（様式９） 

（７）提出期限等 

ア 提出期限 令和３年３月19日(金)午後５時まで（必着） 

イ 提出場所 春日井市総務部総務課 

〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町５丁目44番地 
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ウ 提出方法 郵送（書留又は簡易書留郵便に限る）により提出 

エ 提出部数 上記（１）～（６）について、原本１部、副本10部、併せて電子

データ（ＰＤＦ）を保存した電子媒体（ＤＶＤ－Ｒ等）１部を提

出すること。   

 

７ 質問の受付及び回答 

  この要領及び仕様書に関する質問は、質問書（様式10）を総務部総務課に電子メ

ールで送信することにより受け付ける。 

※電子メール以外の方法で提出された質問に対しては回答しない。 

電子メールアドレス： <somu@city.kasugai.lg.jp>春日井市総務部総務課  

（１）受付期間 

   令和３年２月17日(水)から同月24日(水)午後５時まで 

（２）回答 

   質問をとりまとめ、全ての提案者に対して、令和３年３月２日(火)までに電子

メールで回答する。 

 

８ 企画提案書等の審査 

  企画提案書等に関し、市が設置する「公共施設高圧電力供給及びクリーンセンタ

ー余剰電力有効活用公募型プロポーザル審査委員会（以下「委員会」という）」に

おいて、次のとおり審査を実施する。 

（１）審査方法等 

ア 提出された企画提案書等について、事務局による書類審査及び委員会におい

て、客観的かつ総合的に評価する。委員会は、別表「評価基準」に基づき次の

とおり候補者を選定する。 

(ｱ)「財政的評価」「環境配慮」 

各提案者の計算値の高い者から評価項目ごとに順位付けを行う。 

(ｲ)「環境温暖化対策」 

a 各委員が、評価点数を付し、点数の高い者から順位付けを行う。 

b 委員会が、各委員の付した順位を合計し、合計値の最も低い者から順位付け

を行う。 

(ｳ)「環境啓発」「環境教育」及び「パートナーシップ」 

a 各委員が、評価項目ごとに評価点数を付し、それらの合計値の高い者から順

位付けを行う。 

b 委員会が、各委員の付した順位を合計し、合計値の最も低い者から順位付け

を行う。 

(ｴ)委員会が、(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)の順位にそれぞれ評価割合（(ｳ)については評価

割合の合計）を乗じ、合計値が最も低い順に最優秀者、次点者を選定する。な

お、最優秀者を選定候補者とする。 
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イ 評価割合を乗じた合計値が同点になった場合、財政的評価の高い提案者を上

位とし、見積金額が同額の場合はくじ引きにより決定する。 

ウ 提案者が１者のみの場合においても、審査を行う。 

エ 本市が求める基準に達した提案者がいない場合は、候補者なしとする場合が

ある。 

 

（２）プレゼンテーション実施日時・場所 

ア 日時：令和３年３月26日(金)（予定） 

イ 場所：市役所庁舎内 12階大会議室（予定） 

ウ 実施時間 

準備、片付けを含めて、35分以内 

（プレゼンテーション20分以内、ヒアリング10分以内とする。） 

エ 内容 

（ｱ）１社ずつの呼び込み方式とし、プレゼンテーションに引続き、ヒアリングを

実施する。 

（ｲ）プレゼンテーションは、提出された企画提案書等に基づき実施し、追加資料

は認めない。 

（ｳ）出席者は原則４人以内とする。（パソコン等の操作者を含む。） 

（ｴ）プレゼンテーション等に必要なプロジェクター等の機材は提案者が用意する 

こと。ただし、スクリーンは本市で用意する。 

（ｵ）プレゼンテーションの日時及び場所等の詳細は、別途メール等で通知する。 

（３）審査結果 

   審査結果は、提案者全員に対し書面で通知するとともに、市ホームページに掲

載し公表するものとする。 

（４）その他 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、状況に応じプレゼンテーション等

を省略し書類審査等に替えることがある。 

 

９ 失格・無効 

次に掲げる事項に該当する場合は、失格とする。 

（１）提出方法、提出期限、提出先に適合しない場合 

（２）提出書類が仕様書等に示された条件に適合しない場合 

（３）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（４）審査の公平性を害する行為があった場合 

（５）その他、委員会が社会通念に照らし失格にあたると認める場合 
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10 契約の締結 

（１）本プロポーザルによって、選定された契約候補者と契約に向けた協議を行うも

のとする。 

（２）契約候補者が契約締結までに、「４参加資格」に該当しなくなった場合、

「９失格・無効」に該当することとなった場合、その他事故等の特別な事由等

で、契約等が不可能と本市が判断した場合は、選定候補者の次点者を繰り上

げ、契約に向けた協議を行うものとする。 

（３）本業務に係る契約の条件等については、企画提案書の内容を基本とするが、

本市と契約候補者との協議により追加、変更及び削除を行ったうえで、契約上

限金額の範囲内で契約に反映させることができるものとし、契約候補者が履行

の義務を負うものとする。 

（４）契約候補者は、本市と事業実施に向けた協議を行うとともに、発電側施設と

の電力売却に関する契約及び供給側施設との電力購入に関する契約について協

議を行い、協議が整い次第、速やかに契約の手続きを行うものとする。なお、

各契約書の作成にあたっては、電力需給に関する法の改正、電力市場や国の動

向を踏まえ、本市と協議を行ったうえで締結するものとする。 

（５）契約期間中に新規施設が増えた場合は、本市と協議し、速やかに変更手続きを 

行うものとする。 

 

11 その他留意事項 

（１）一の参加者は、複数の企画提案をすることはできない。 

（２）提出書類の作成等に要した費用は、プロポーザル参加者の負担とする。 

（３）提出後の書類の修正又は変更は、原則として認めない。 

（４）提出書類は審査以外の目的には使用せず、一般に公表しない。ただし、春日 

井市情報公開条例（平成12年春日井市条例第40号）に基づく開示請求があったと

きは、開示の対象文書となる。 

（５）企画提案書等に含まれる著作権・特許権等日本国の法令に基づいて保護される

第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負

う。 

（６）提出書類は原則返却しない。 

（７）業務内容等についての詳細は本実施要領によるものとし、説明会は行わないも

のとする。 

（８）提出書類の著作権は、参加者に帰属する。ただし、本市が本プロポーザルに 

関する報告、公表等のために必要な場合は、参加者の承諾を得ずに提出書類の内

容を無償で使用できるものとする。 
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別表 評価基準 

評価項目 評価の考え方 評価割合 

財政的評価 
「売却電力及び購入電力見積評価書（様式８）」による

評価額 
４５ 

地球温暖化対策 

「地球温暖化対策実行計画」及び「地球温暖化対策行動

指針」の趣旨・目的等を理解した提案となっているか。 

・温室効果ガス排出削減目標の達成 

・COOLCHOICEの普及啓発 

・民生家庭部門の取組み 

１５ 

環境啓発 

「公共施設高圧電力供給及びクリーンセンター余剰電力

を有効活用したエネルギーの地産地消業務」の理解促進や

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けた環境啓発

の提案となっているか。 

１５ 

環境教育 

市内小・中学校の児童・生徒などに対して、深刻化する

地球温暖化問題や温室効果ガス排出量削減の必要性等の理

解促進を図る環境教育の提案となっているか。 

１５ 

 

パートナーシップ 

市民、大学、事業者、行政など各主体が協働・連携し、

地球温暖化対策をはじめとする環境問題の解決を図る具体

的な取組みに関する提案となっているか。 
５ 

環境配慮 

電力の調達に係る環境配慮方針に定める「環境に配慮し

た電力調達契約評価項目報告書（様式９）」による環境評

価項目の合計点数 

５ 

 

合計  １００ 

 


