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１．目的 
  市川市（以下、「市」という。）は、2050 年までに本市からの二酸化炭素排出量実質ゼ
ロを目指す「カーボンニュートラルシティ」を、令和 4 年２月に表明した。 

  このたび、公共施設に太陽光発電設備等を導入し、再生可能エネルギーを最大限地産地
消することで、平常時には温室効果ガスの排出を抑制し、停電等の非常時（以下、「非常
時」という。）には、避難所等での非常用電源として活用することを目的とした「公共施
設への再生可能エネルギー等導入事業（PPA 事業）（以下、「本事業」という。）」を実施
する。 

 
２．公募概要 
（１）募集スケジュール 

本プロポーザルのスケジュールは、以下のとおりとする。なお、スケジュールは事務
局により変更できるものとし、変更があった場合には、速やかに市公式Web サイトに
て公表する。 

予定 日時 
実施要領の公表 令和４年１１月２８日（月） 
参加申請書等の受付期間 令和４年１１月２８日（月）から 

令和４年１２月２１日（水）午後４時まで 
参加資格審査結果通知 令和４年１２月２６日（月） 
質問書の受付期間 令和４年１１月２８日（月）から 

令和４年１２月２１日（水）午後４時まで 
質問書に対する回答書通知 令和４年１２月２６日（月） 
企画提案書の提出期限 令和５年１月２３日（月）午後４時まで 
プレゼンテーション 令和５年 1 月下旬～2月上旬（予定） 
選考結果の通知 令和５年２月中旬～下旬（予定） 
協定書締結 令和５年３月下旬（予定） 

 
（２）事業概要 

「公共施設への再生可能エネルギー等導入事業（PPA 事業）業務説明資料（以下、
「業務説明資料」という。）」のとおり。 

 
３．プロポーザルへの参加資格 
  本プロポーザル参加申請日（以下、「申請日」という。）において以下の要件を全て満た
すものとする。 

（１）市川市入札参加適格者名簿に登録している者。もしくは、以下の書類を提出する者。 
    ア 履歴事項全部証明書 
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    イ 印鑑証明書 
    ウ 使用印鑑届兼委任状（第 4 号様式） 
    エ 納税証明書 
    次に記載するもののうち該当する納税証明書 
    A 市内に事業所がある場合 
      ・市税［法人市民税の納税証明書］（直近 2 年） 
         ［固定資産税の納税証明書］（直近 2 年） 
      ・国税［法人税及び消費税の納税証明書（その３の３）］ 
    B 上記 A に該当しない場合 
      ・国税［法人税及び消費税の納税証明書（その３の３）］ 
（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者のほ

か、次のいずれにも該当しない者。 
   ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は申請日

前６か月以内に手形、小切手を不渡りした者 
   イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始

決定がなされていない者 
   ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始

決定がなされていない者 
   エ この公告日から実施事業者決定日までの間において、市から競争参加資格停止

又は競争参加資格除外の措置を受けている者 
   オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者とし

て、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者 
   カ 中小企業等協同組合にあたる者（以下、「組合」という。）が本プロポーザルの参

加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人もしくは個人 
   キ 本プロポ―ザルに参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入

札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者 
   ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準（昭和 50 年 12 月 13 日施

行）別表第１及び別表第２に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生
が判明し、当該事実による適正な業務履行の確保が困難となるおそれがあると
認められる者 

（３）実施事業者となった場合は、速やかに市川市入札参加適格者名簿に登録すること。 
（４）本事業を実施する体制の中に、以下の資格を有する者を含めること。なお、各資格者

証の写し（表・裏）を提出すること。 
ア 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による構造設計一級建築士（外部委託を含 

む。） 
イ 電気主任技術者（第 3 種以上）（外部委託を含む。） 
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（５）本事業と類似の事業履行実績（令和元年度から令和 4 年度の期間において、「高圧又
は低圧施設の屋上又は屋根における太陽光発電設備等の設備設計及び導入業務」の
履行実績）を有すること。ただし、実績は公共事業に限るものとし、履行中の案件に
ついては、1年間以上適切に履行している場合に 1 件として数える。 

（６）単体事業者に加え、共同事業体の参加も認めるものとする。共同事業体を構成して参
加する場合にあっては、次のすべての要件を満たしていること。 
ア 構成員において決定された代表者が、共同事業体の協定書において明らかであ
ること。なお、申請に関する権限は代表者に帰属するものとすること。また、代表
者については、業務の遂行に責任を持つことのできる事業者とする。 

イ 協定書には、各構成員の代表者印を押印し、構成員の役割分担を記載すること。 
    ウ 共同事業体を構成する代表者及び構成員が、本公募の他の申請者（他の申請者が

共同事業体である場合は、その代表者及び構成員）でないこと。 
 ※本プロポーザル参加後においても、参加資格要件を満たさなくなった場合は、当該参加 

者の参加資格を取り消すことがある。 
 ※複数企業による共同事業体として申請する場合は、共同事業体内の各構成員が（１）（２）

（３）を満たす必要があり、（４）（５）については、共同事業体内のいずれかの構成員
が満たしていればよい。 

※（４）を外部委託により満たそうとする場合は、各資格者証の写しを可能な範囲で提出
するものとし、企画提案書の実施体制の項目に、外部委託により当該資格を有する者を
含める内容の提案をすること。 

 
４．審査方法 
（１）審査概要 
   本件は、プロポ―ザル方式により、公募に応じた事業者から、審査に必要な書類等の

提出を求め、市が設置する選考委員会において、提出書類及びプレゼンテーション内容
を審査・評価し、当該公募の目的及び内容に最も適した者を実施事業者（予定者）、次
点の者を実施事業者（予定者）次席者として選考する。 
なお、申請者が１者の場合においても審査を実施し、実施事業者（予定者）とするか

否かを判断する。 
  ア 参加資格審査 
    提出書類による公共施設への再生可能エネルギー等導入事業（PPA 事業）実施事

業者選考委員会（以下、「委員会」という。）における審査により、参加資格の確認及
び企画提案書の提出を要請する者を選考する。 

  イ プレゼンテーションによる審査 
    参加資格審査で選考された者について、企画提案書及びプレゼンテーション等に

よる委員会審査により、評価得点の最上位の者を実施事業者（予定者）、次点の者を
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実施事業者（予定者）次席者として選考する。なお、評価得点が同点となり、評価得
点からは実施事業者（予定者）もしくは実施事業者（予定者）次席者又はその両方（以
下、「実施事業者（予定者）等」という。）を選考できない場合は、当該者のみを対象
として選考委員全員による投票を行い、実施事業者（予定者）等を選考する。 

 
（２）委員会の構成 
   市職員 ６名 
   ・総務部長 
   ・企画部長 
   ・財政部長 
   ・環境部長 
   ・生涯学習部長 
   ・危機管理室長 
 
（３）事務局 
   〒272-0023 千葉県市川市南八幡 2丁目 20番 2号 市役所第 2庁舎 
   市川市 環境部 循環型社会推進課 
   TEL：047－712－5782、FAX：047－712－6320 
   E-mail：shigenjyunkan@city.ichikawa.lg.jp 
 
（４）審査及び選考結果の通知 
  ア 参加資格審査 
    参加資格審査に必要な書類（参加申請書等）を期限までに提出している者のうち、

参加資格を満たしている者の参加を認める。参加資格の有無については電子メール
にて通知するものとする。また、参加資格「有」と認められた者に対し、提案限度 PPA
事業単価を併せて通知する。 

  イ プレゼンテーションによる審査 
    プレゼンテーションによる審査の結果は、電子メールにて通知するものとする。 
 
５．質問の方法及び回答 
（１）質問の方法 

質問は、質問書（第５号様式）により電子メールにて事務局へ送付すること。なお、
電子メール以外での質問は受け付けしないため注意すること。質問書を受領した場合、
電子メールにて質問書受領確認の通知をする。 

（２）質問書の受付期間 
令和４年１１月２８日（月）から令和４年１２月２１日（水）午後 4 時までとする。 

mailto:shigenjyunkan@city.ichikawa.lg.jp
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（３）質問に対する回答 

質問及び回答については、参加資格を満たす者であることを確認した全員に通知す
る。また、質問回答書は、本実施要領の追加又は修正として、実施要領と同様に扱うこ
ととする。 

 
６．参加資格審査 
（１）実施要領の公表 
   令和４年１１月２８日（月）に市公式Webサイトで公表する。 
 
（２）提出書類 
   申請者は、以下のとおり参加申請書類を提出すること。 

No. 書類名 様式 提出部数 
１ 参加申請書 第１号様式 

原本 
各 1部 

２ 誓約書・委任状 第 2号様式 
３ 共同事業体協定書 

（共同事業体を結成して参加する場合は提出必要。
様式は任意とする。） 

― 

４ 会社概要書 第３号様式 
５ 市川市入札参加業者適格者名簿に登録していない者

にあっては以下の書類を提出すること。 
ア 履歴事項全部証明書 
イ 印鑑証明書 
ウ 使用印鑑届兼委任状 
エ 納税証明書 

   次に記載するもののうち該当する納税証明書 
   A 市内に事業所がある場合 
    ・市税[法人市民税の納税証明書](直近 2年) 
       [固定資産税の納税証明書] (直近 2 年) 

・国税[法人税及び消費税の納税証明書(そ 
の３の３)] 

   B 上記 A に該当しない場合 
・国税[法人税及び消費税の納税証明書(そ 
の３の３)] 

   
   
  ― 

― 
第４号様式 

― 
 

６ 「３．プロポーザルへの参加資格（４）（５）」を証明
する書類 

― 
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（３）提出期間 
   令和４年１１月２８日（月）から令和４年１２月２１日（水）午後４時までとする。

なお、受付時間は、午前 10 時から午後 4 時までとする（正午から午後 1 時の間を除
く）。 

 
（４）提出先 
   事務局（市川市 環境部 循環型社会推進課） 
 
（５）提出方法 
   持参又は郵送（配達証明の取れるもの）とする。 
   （郵送の場合、令和４年１２月２１日（水）午後 4時必着） 
   なお、持参者が他の申請者と会うことを避けるため、持参の場合は事務局へ電話し、

持参の日時について事務局から指示を受けること。 
   
（６）提出書類の受領確認 
   持参の場合は、受領時に提出書類受領確認書を交付する。郵送の場合は、提出書類の 

確認後、電子メールにて提出書類受領確認書を送付する。 
 
７．プレゼンテーションによる審査 
（１）企画提案書の提出 
   参加資格審査の結果選考された者はプレゼンテーションによる審査にあたり、以下

のとおり企画提案書等を提出すること。 
 ア 提出期間：令和４年１２月２６日（月）～令和５年１月２３日（月）午後４時 
 イ 提出先 ：事務局（市川市 環境部 循環型社会推進課） 
ウ 提出書類：本事業に係る企画提案書一式 

        本実施要領「７（２）企画提案書の作成」に掲げる項目について、本事業
の提案内容を具体的に記載すること。 

No. 書類名 様式 提出部数 
１ 企画提案書（表紙） 第６号様式 原本 1 部 
２ 技術提案 任意様式 

17 組 
（複写可） 

３ 実施体制 任意様式 
４ 類似業務履行実績概要 任意様式 
５ PPA 事業単価及び積算が分かる資料 任意様式 
６ 提案書の開示に係る意向申出書 任意様式 
７ プレゼンテーション用提案書 

（No.1～５をまとめて再構成したもの） 
任意様式 
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エ 提出方法：持参又は郵送（配達証明の取れるもの）とする。 
        （郵送の場合、令和５年１月２３日（月）午後 4時必着） 
         なお、持参者が他の申請者と会うことを避けるため、持参の場合は事務

局へ電話し、持参の日時について事務局から指示を受けること。 
オ 提出書類の受領確認：持参の場合は、受領時に提出書類受領確認書を交付する。郵

送の場合は、提出書類の確認後、電子メールにて提出書類受
領確認書を送付する。 

カ その他：①企画提案書等に虚偽の内容が記載された場合、その者が提出した企画提
案書等を無効とし、選考の対象外とする。 

        ②参加資格がない者、提案限度 PPA 事業単価を超える見積り金額を提案
した者については、選考の対象外とする。 

        ③提出された企画提案書等は理由の如何を問わず、返却しないものとす
る。 

 
（２）企画提案書の作成 

 本事業への応募者は、業務説明資料及び「（４）企画提案の審査基準」を参考に、企
画提案書を作成すること。 
提案は、業務説明資料別紙１の全ての候補施設を対象とし、次の項目に沿って行うも

の。 
 

ア 技術提案 
技術提案には、次の（ア）から（カ）までを必須事項として含めること。なお、企

画提案書等の参考資料として、参加申請書類を提出した申請者のうち、参加資格「有」
と認めた申請者に対し、「１１．参考資料」に示す電子情報を交付する。交付方法に
ついて別途指示する。 

（ア）実施方針 
・提案の基本方針、概要等を記載すること。 
・設備の平常時のシステム構成図を記載すること。 

（イ）太陽光発電設備及び蓄電池設備容量 
・各施設における想定設置量（太陽光発電設備定格出力（kW）、蓄電池出力（kW）
及び容量（kWh））を検討すること。 

・蓄電池設備容量は、業務説明資料の「５．条件等」を一読のうえ、施設ごとに最
低限の使用水準を満たすように提案すること。 

・１施設ごとに想定した設備仕様及び設置量を算出・記載すること。なお、業務説
明資料別紙１の全ての候補施設において、設置可能を前提とすること。 

・最終的な設置可否については、協定締結後の調査の結果を優先し、実施事業者と
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の協議において決定する。事業実施の考え方については、業務説明資料を参照す
ること。 

（ウ）自家消費量及び温室効果ガス排出削減量 
・１施設ごとに想定自家消費量を算出し、記載すること。なお、自家消費量を算出
する際は、導入可否に関わらず、業務説明資料別紙１の全ての候補施設を対象と
すること。 

・想定する蓄電池の運転モード（充放電の運用方法）を示すこと。 
・温室効果ガス排出削減量は、全施設における１年間の総量を算出すること。 
・電力の二酸化炭素排出係数は 0.000527ｔ-CO2/kWh を使用すること。 

（エ）設備設置仕様 
・太陽光発電設備の設置場所、設置方法（架台等）を記載すること。 
・想定する設置場所、設置方法における、JIS C8955（2017）に定められている荷
重（風圧、積雪、地震）に対する太陽光発電設備の耐荷重を、風速、積雪量、震
度等を用いて記載すること。 

・太陽光発電設備の単位面積当たりの重量（基礎、パネル重量込み）を記載するこ
と。 

・想定する蓄電池の設置場所、設置方法、寸法、重量等を記載すること。 
・太陽光発電設備が設置可能な場所は、原則として施設の屋上又は屋根とする。ま
た、蓄電池設備が設置可能な場所は、管理運営に支障のない箇所とし、特に業務
説明資料別紙１の「浸水想定区域欄」に該当する施設については適切な浸水対策
を施すこと。なお、浸水想定区域の詳細は市公式Webサイトに掲載する「市川
市水害ハザードマップ」を参照すること。 

（オ）非常時に利用可能なシステム 
以下の点を含め、非常時の利用方法を提案すること。 
・非常時のシステム構成図 
・非常時の利用、操作方法（ＬＥＤ照明機器、非常用コンセント等の特定負荷への
供給の有無、非常時に必要な機器の操作及び配線作業の要否等） 

・自立運転時に太陽光発電設備から使用可能な出力（取り出し口ごとの出力（kW）
及び総出力（kW））（※蓄電池への充電はここには含めないこととする） 

・自立運転時の太陽光発電設備から蓄電池への充電能力（kW） 
・自立運転時に蓄電池から使用可能な出力（取り出し口ごとの出力（kW）及び総
出力(kW）） 

・非常時を想定した運用支援 
（カ）市の特性を生かした独自提案 

提案者が有する知識や技能、経験等を活かした、脱炭素社会に向けた再生可能エネ
ルギー等の利用促進、持続可能なまちづくりなど、カーボンニュートラルシティの実
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現に資する提案を期待する。 

 
イ 実施体制 
（ア）事業実施体制図 

・代表事業者名、構成関連事業者名を示し、それぞれの事業者の関係や役割分担
を示した体制図を作成すること。 

（イ）施工計画概要、実施体制、スケジュール 
（ウ）市内事業者の活用 

・本事業の実施に当たっては市内事業者を活用する提案をした者を優先して選
考することとするため、提案者が行う業務における市内事業者の活用方法に
ついて記載すること。 

（エ）運転期間における維持管理・メンテナンス等の計画（定期点検、設備交換計画、
遠隔監視の有無等）、実施体制、スケジュール 

（オ）申請者の経営状況（過去３ヵ年） 
・賃借対照表、営業利益率、流動比率、自己資本比率等を記載すること。 
・共同事業体の場合は、共同事業体を構成する代表者及び構成員すべてについて
記載すること。 

（カ）施工費、運転管理、維持管理及び撤去のための費用、資金調達を含めた事業資金
計画 

（キ）故障、緊急時の対応体制図 
（ク）事業実施中のリスクに対する対策 

・損害保険の補償額、適用範囲、その他の対策等を記載すること。 

 
ウ 類似業務履行実績概要 
類似業務履行実績には、次の項目を網羅すること。 
・事業名  ：契約上の正式な名称を記載 
・事業内容 ：対象となる施設の概要（用途、構造、規模等）や同種性が分かるよう

に記載 
・発注者  ：発注者名を記載 
・受注形態 ：単体事業者、共同事業体などの別を記載 
・契約年月日：契約締結日を記載 
・契約期間 ：契約期間を記載 
また、上記の類似業務履行実績について、契約書（協定書）の写しを添付すること。
なお、類似業務履行実績は公共事業に限るものとし、履行中の案件については、1年
間以上適切に履行している場合に 1 件として数える。 
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エ PPA事業単価 
提案内容について見積もった PPA事業単価及び積算内容を記載すること。PPA 事業

単価の考え方は業務説明資料を参照すること。 
 

オ 提案書の開示に係る意向申出書 
企画提案書等の内容に対して、開示請求があった場合の取扱いについて意向を申し

出ること。 
  
（３）企画提案書類の作成上の留意事項 

ア 記述の内容 
後述する審査基準と照らして、審査の着目点についての記載内容を明らかにして、提

出書類を作成すること。作成にあたっては、高度な専門知識を有しない者でも理解でき
るよう、わかりやすい表現とすること。 
イ 様式サイズ等 
表紙以外は任意様式とするが、プレゼンテーション用資料は、時間内に説明できる枚

数に再構成しまとめること。また、文字の大きさは 10.5 ポイント以上とする（図表等
に使われる文字は除く）。 
なお、プレゼンテーションは匿名で実施するため、申請者（共同事業体が申請する場

合には構成するすべての事業者を含む）を特定することができる内容の記述（具体的な
社名や実績の名称等）を記入しないこと。 

 
（４）企画提案書の審査基準 
   審査基準は以下のとおりとする。 
No. 審査項目 記載内容 審査の着目点 配点 
技術提案に関する視点（140点） 
1 太陽光発電設備及

び蓄電池について 
太陽光発電設備 太陽光発電設備の出力（kW）が大きいか 30点 

2 蓄電池の活用方
法 

施設の利用方法に即した現実的かつ有効的
な活用方法であるか 

20点 

3 提案の実現性につ
いて 

システム提案の
実現性 

システム構成、各設備容量や自家消費量の
考え方等、システム提案の内容が明確で実
現性があるか 

10点 

4 
 

設備の設置方法 設備の設置方法は実現性があるか、また安
全性が高く、施設への影響が小さいものに
なっているか 

15点 

5 設備の維持管理 設備の維持管理は実現性があるか、また安
全性が高く、施設への影響が小さいものと

10点 
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なっているか 
6 
 

非常時の利用につ
いて 

非常時利用の利
便性 

自立運転時における太陽光発電設備の電力
利用について、根拠のある提案がなされて
いるか 

5 点 

7 蓄電池自立出力 自立運転時における蓄電池の電力利用につ
いて、根拠のある提案がなされているか 

5 点 

8 運用面 非常時を想定した運用や支援策が整ってい
るか 

5 点 

9 環境教育について 自由記載 環境教育に資する提案となっているか 10点 
10 市川市の特性を生

かした独自提案 
自由記載 提案者が有する知識や技能、経験等を活か

した提案で、カーボンニュートラルシティ
の実現に資する提案となっているか 

30点 

実施体制に関する視点（90 点） 
11 設置工事遂行能力

の確保 
実施体制、スケ
ジュール 

無理のない実施体制、スケジュール等とな
っているか 
また、事業資金計画において補助金を活用
する場合は、補助金要綱等で規定される期
日までに業務を確実に完了するスケジュー
ルとなっているか 

20点 

12 市内事業者の活用 活用事業者の選
定方法 

市内事業者の活用への配慮がなされている
か 

30点 

13 業務遂行能力の確
保 

実施体制、スケ
ジュール 

具体性・妥当性のあるメンテナンス計画、
実施体制等になっているか 
緊急時の対応体制は整っているか 

20点 

14 財務状況 財務状況 当期純利益、当期末残高等、資金調達に問
題ない財務状況となっているか 

10点 

15 事業実施中のリス
クに対する対応 

想定されるリス
クとその対応方
針 

事業実施中に発生するリスクに対応できる
提案となっているか 

10点 

事業実績（30 点） 
16 事業実績 自由記載 類似の業務履行実績及び専門的な知見・知

識を有しており、それらを活かした提案が
なされているか 

30点 

料金体系（50 点） 
17 コストメリット PPA 事業単価 提案内容に見合った単価設定となっている

か 
50点 
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（５）プレゼンテーション 
ア 出席者は 1 者につき４名までする。（共同事業体で参加の場合、共同事業体全体で

4 名以内とする。） 
イ プレゼンテーションの時間は、1者につき 30分程度(説明 20分以内、質疑応答 10

分程度)とする。 
ウ プレゼンテーションの場所、開始時間、留意事項等については参加資格審査後に別

途通知する。 
エ プレゼンテーションは事前に提出した企画提案書の内容に基づき説明を行うこと

とするが、企画提案書の内容から逸脱しない範囲で説明における図表や文体を変
更することは可とする。 

オ プレゼンテーションの順番は、くじ引きで決めるものとする。企画提案書を持参し
た場合は、受領後に提出者がくじを引くこととし、郵送にて提出する場合は、企画
提案書を受領した後、事務局が代理でくじを引くものとする。 

カ プレゼンテーションに出席しない場合は、参加意思がないものとみなし、原則とし
て選考の対象としない。 

 
（６）最低基準点 

選考委員一人につき評価項目の合計得点を 310 点とする。なお、すべての選考委員の
合計得点満点の６割を最低基準点とし、最低基準点に満たない場合は、実施事業者（予定
者）等とはならない。 

 
８．失格 
次の条件のいずれかに該当する場合には失格となることがある。 
ア 提出資料等が本要領の提出方法に適合しない場合 
イ 提出資料等が本要領に示された条件に適合しない場合 
ウ 虚偽の内容が記入されている場合 
エ その他、本要領に違反すると認められた場合 
オ 選考委員に不当な働きかけをした場合 
カ 選考の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合 
 
９．実施事業者（予定者）との協定 
審査で選考した実施事業者（予定者）と、提案内容についての協議、調整を行ったうえで、

事業開始に向けた協定を締結する。締結に向けた協議の結果に基づき、提案内容の一部を変
更する場合がある。 
なお、選考した実施事業者（予定者）との協定の協議が整わなかった場合には選考を取消

し、次点となった者を実施事業者（予定者）と協議する。 
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１０．留意事項 
（１）提出書類について 

ア 提出書類に不備がある場合は原則として受領しない。その場合、改善の上、提出期
間内に再度提出し、受領されなければ無効となる。 

イ 本市が受領した書類等は返却しない。 
ウ 参加申請書及び企画提案書を受領した後の追加、削除、修正及び差し替えについて、

それぞれの提出期間内であれば認める。 
エ 提出書類については、市川市公文書公開条例（平成 9 年条例第 2 号）第 5 条の規

定に基づき公開請求されたときは、同条例第 8条に定められた非公開情報を除き、
公開の対象とする。ただし、選考期間中においては、同条例第 8 条第 1 項第 5 号
の規定に基づき、開示の対象としない。 

オ 実施事業者（予定者）として選考された者の提案書等については、プレゼンテーシ
ョンの公正性、透明性及び客観性を確保する必要があると認められた場合、申請者
の許可を得て公表することがある。 

 
（２）辞退について 

参加申請書類提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合、本市宛てに辞退届を提
出すること（第７号様式）。 
なお、辞退した者は、これを理由として以降の業務発注等において不利益な扱いを受け

ることはない。 
ただし、実施事業者（予定者）として選考されたものが、プレゼンテーションした内容

を自身が履行できない等実施事業者（予定者）の瑕疵による辞退の場合は、その辞退によ
る市の損害を請求する場合がある。 

 
（３）費用について 

プロポーザルへの参加に係る費用はすべて申請者の負担とする。 
 
（４）その他 

ア 本事業の実施に至らなかった場合、それまでに要した費用は各自の負担とする。 
イ 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。 
ウ プロポーザルの選考過程並びに協定の締結後、申請資格を満たさないことが判明

したとき、提案内容の虚偽・粉飾等が判明したとき、又は財務状況の悪化等により
事業の履行が確実でないと認められるとき、若しくは社会的信用を著しく損なう
など、実施事業者としてふさわしくないと認められるときは、市はプロポーザルへ
の参加資格の取消、又は協定を解除し、業務の全部若しくは一部の停止を命じるこ
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とができるものとする。 

 
１１．参考資料 

・業務説明資料 別紙１：候補施設一覧 
・業務説明資料 別紙２：予想されるリスクと責任分担 
・代表施設における 30 分間隔年間電力使用量（令和 3年 10 月～令和 4年 9 月） 
 （代表施設区分：小学校 GHPあり・なし、中学校 GHP あり・なし、公民館、消防

署） 
・公共調達共通仕様書 
・市川市地域防災計画（震災編、風水害編、大規模事故編） 
・市川市業務継続計画（震災編） 
・市川市水害ハザードマップ 
・市川市環境基本計画 
・市川市地球温暖化対策実行計画（区域施策編、事務事業編） 
・市川市地域エネルギー計画 


	実施要領
	【確定】実施要領（表紙）

	20221209_【確定】実施要領ver.1.15

