
 

 

美濃加茂市公告第１１号 

 

美濃加茂市脱炭素型地域循環共生圏モデル形成調査委託業務に係る公募型プ

ロポーザル方式実施要領 

 

美濃加茂市脱炭素型地域循環共生圏モデル形成調査委託業務に係る公募型プロポ

ーザル方式を以下のとおり実施する。 

 

令和３年６月３日 

 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

 

１ 発注主管課  美濃加茂市産業振興部商工観光課 

〒５０５－８６０６ 岐阜県美濃加茂市太田町３４３１番地１ 

電話：０５７４－２５－２１１１  

ＦＡＸ：０５７４－２７－３８６３ 

Ｍａｉｌ： sdgs@city.minokamo.lg.jp 

 

２ 業務概要 

（１）業 務 名 美濃加茂市脱炭素型地域循環共生圏モデル形成調査委託業務 

（２）履行期間 契約締結日から令和３年１２月２８日（火）まで 

（３）目 的 現在、国と地方が協働・共創して２０５０年までのカーボンニュ

ートラルの実現を目指している。本市では、国連が掲げる持続可

能な開発目標「ＳＤＧｓ」の達成に向けて、官民連携を基本とし

た循環型社会の構築を進めようとしており、再生可能エネルギー

の活用などによって、カーボンニュートラルへの貢献を図ろうと

しているとともに、地域資源を融通し合うネットワークを構築し、

経済・社会・環境を同時に解決するローカルＳＤＧｓ＝地域循環

共生圏の形成を進めている。 

地域循環共生圏の中でカーボンニュートラルを実現するための仕

組みや計画づくりを進めるため、先行事例や地域の現状の調査を

した上で、技術的な問題や資金的な問題、地域の実情と照らした

問題や、問題解決のための課題を整理し、課題解決案を実現可能

性や持続可能性と照らして検討する必要があり、一連の業務を遂

行する際には、専門性が求められる。 

上記の状況を踏まえ、この要領に定める公募型プロポーザルは、

美濃加茂市脱炭素型地域循環共生圏モデル形成委託業務（以下「本



 

 

件業務」という）を委託するに当たり、広く企画提案を募集し、

もっとも適切な者を本件業務の委託者として選定することを目的

とする。 

なお、本件の優先交渉権者は、環境省補助金「再エネの最大限の

導入の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリ

エントな地域社会実現支援事業」の申請等について、本市と協力

して行うものとする。ただし、補助金が獲得できない場合、ある

いは議会において予算の承認を得られない場合、事業は実施され

ないものとする。 

（４）業務内容   別紙「仕様書」による。 

（５）契約上限金額 １０，０００，０００円（税込み） 

注 参考見積書の金額が契約上限金額を超過した場合は失格とする。 

（６）契約保証金  美濃加茂市契約規則（昭和３９年美濃加茂市規則第５号）第

３２条の規定に基づく。 

（７）費用分担   受注者が業務を遂行するに当たり必要となる経費は、契約金

額に含まれるものとし、本市は、契約金額以外の費用を負担

しない。 

 

３ 参加資格 

参加事業者は、次の要件を満たしていること。 

（１）美濃加茂市プロポーザル方式等実施要綱（令和元年美濃加茂市告示第２３号。

以下「要綱」という。）第４条第１項各号に掲げる要件に該当する者であるこ

と。 

（２）美濃加茂市競争入札参加資格者名簿（以下「参加資格者名簿」という。） に

登録されていない者であっても、要綱第４条第２項に規定する書類を参加表

明書に添付し、参加することができる。ただし、契約の相手方となったとき

は、契約締結時までに参加資格者名簿に登録されること。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法にあっ

ては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受け

ている者は除く。 

（４）美濃加茂市暴力団排除条例（平成２４年美濃加茂市条例第１０号）第２条に

規定する暴力団、暴力団員等でない事業者又はそれらが直接的若しくは間接

的にも関与しない事業者であること。 

（５）政治活動又は宗教活動を目的としない事業者であること。 

（６）今回の調査結果を踏まえ、今後募集を予定している省エネルギー化、再生可



 

 

能エネルギー等の導入実施にあたり、参画事業者として応募する者ではない

こと又は参画事業者として応募する者と資本面又は人事面に密接な関係があ

る者ではないこと。 

（７）過去に、国又は地方自治体において、本業務と同等又は類似した業務を履行

した実績を１件以上有していること。 

（８）参加事業者は、金融機関を活用した再生可能エネルギーの資金スキームづく

りの実績を１件以上有すること。 

（９）参加事業者は、自治体のエネルギー調査受託実績を有すること。 

（１０）参加事業者は、ＳＤＧｓ又は地域循環共生圏事業推進にかかる地域連携事

業について、自治体との連携実績を有すること。 

※ なお、参加申請後における、代表となる法人や共同企業体の構成員の変更は原

則として認めない。 

 

４ 失格要件 

（１）参加表明書（承諾届）を提出してから受注者が決定されるまでの間に、次の

いずれかに該当した場合は、失格とし、又は審査の対象より除外する。 

① 参加資格要件を満たさないこととなったとき 

② 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

③ 一つの参加事業者が複数の提案を行った場合 

④ 提案書等の作成に当たり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき 

⑤ 参加承諾届又は提案書等に虚偽の内容が記載されている場合 

⑥ 参加事業者が不渡手形又は不渡小切手を出した場合 

⑦ 会社更生法の適用申請等により、契約の履行が困難と認められる状態 

に至った場合 

⑧ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

⑨ 著しく信義に反する行為があった場合 

（２）（１）の場合、その理由を付して文書で通知するものとする 

 

５ 参加に関する留意事項 

（１）参加事業者は、提案書の提出をもってこの実施要領の記載内容を承諾したも

のとみなす。 

（２）参加に関して必要な費用は、参加事業者の負担とする。 

（３）提案した内容は、実現を約束したものとみなす。 

（４）参加事業者から実施要領に基づき提出される書類の著作権は、作成者に帰属

する。ただし、採用した提案書等の著作権は、市に帰属する。 

採用・不採用に関わらず、市は本プロポーザルの報告、公表等のために必要

な場合は、提出書類等の内容を無償で使用できる。 



 

 

（５）参加事業者から実施要領に基づき提出される書類は、提出期間に限り補正す

ることができる。提出期間終了後は変更することができないものとし、また、

その理由如何に関わらず提案書の返却はしない。 

（６）市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め、また記載内容に関する聞

き取り調査を行うことがある。 

（７）本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、美濃加茂市情報公開条

例（平成１１年美濃加茂市条例第２０号）に基づき、提案書を公開すること

がある。 

 

６ スケジュール 

各項目の詳細については、後述する。 

参加表明書の提出 令和３年６月１６日（水）午前９時まで 

令和３年６月２３日（水）午後５時まで 

質問の受付 令和３年６月１０日（木）午前９時から 

令和３年６月１４日（月）午後５時まで 

質問の回答 令和３年６月１５日（火） 

提案書等の提出 令和３年７月 ６日（火）午前９時から 

令和３年７月 ８日（木）午後５時まで 

第１次審査（書類審査） 令和３年７月１２日（月） 

第２次審査 

（プレゼンテーション及びヒアリング） 

令和３年７月中旬頃を予定 

選定結果の通知・公表 令和３年７月下旬頃を予定 

契約の締結 令和３年８月上旬頃を予定 

事業完了（支払完了） 令和４年１月３１日（月） 

※１ 質問の受付・回答方法の詳細は後述する。 

※２ 第１次審査は、参加事業者が５者を超えた場合のみ実施する。 

※３ 第１次審査は、参加資格要件を満たす者の中から、提出書類を審査し、一定

基準に達し、かつ、効果が期待できる業者５者以内を選定する。 

※４ 第１次審査を通過したものに対し企画提案書についてのプレゼンテーション

及びヒアリングを実施し、最も優れている提案を特定する。審査方法の詳細

は後述する。 

  

７ 提出書類 

（１）（様式１）質問書 

（２）（様式２）参加表明書 

（３）（様式３）プロポーザル等提案書 



 

 

（４）（様式４）企画提案書 

（５）（様式５）会社概要 

（６）（様式６）類似業務実績調書 

（７）（様式７）業務実施体制 

（８）（様式８）配置担当者調書 

（９）見積書（経費内訳書／任意様式） 

 

※ 本市入札参加資格有資格者でない場合は、以下の書類も提出すること。 

※ （１０）～（１４）は、原本とし、申請日現在で発行から３箇月以内のものに

限る。 

（１０）登記事項証明書又は登記簿謄本 

（１１）印鑑証明書 

（１２）直近１箇年分の本店所在地の市町村税の納税証明書（全税目） 

（１３）直近１箇年分の消費税及び地方消費税の納税証明書 

（１４）直近１箇年分の貸借対照表及び損益計算書（連結決算の場合は単体分） 

 

※ 受付については、９時から１７時までとし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

 

８ 書類の提出について 

提出方法について、（１）、（２）は、ファックス又はＥメールで提出するものとし、

送信時には必ず電話で受信の確認を行うものとする。 

電子メールによる提出の場合は、「件名」に「【書類名：脱炭素型地域循環共生圏

モデル形成委託業務】」と明記すること。 

 

（１）質問書  

① 提出書類  「７ 提出書類」に示す（１） 

② 提出先   産業振興部商工観光課 

回答方法 質問の回答は、市のホームページ上で公表する。 

※電話や口頭での質問は受け付けない。 

 

（２）参加表明書 

① 提出書類  「７ 提出書類」に示す（２） 

② 提出先   産業振興部商工観光課 

③ 参加資格の認定及び通知 

参加資格の選定は、令和３年６月２４日（木）をもって行うものとし、そ

の結果は、令和３年６月２９日（火）までに通知（発送）する。 

④ 参加資格が認められなかった者に対する理由の説明 



 

 

参加資格が認められなかった者は、令和３年７月２日（金）までに書面に

より理由について説明を求めることができる。説明を求められたときは、

令和３年７月６日（火）までに書面により回答する。 

 

９ 審査委員会 

プロポーザルの審査は、美濃加茂市脱炭素型地域循環共生圏モデル形成調査委託

業務プロポーザル方式等審査委員会（以下「審査委員会」という。）が美濃加茂市脱

炭素型地域循環共生圏モデル形成調査委託業務プロポーザル方式審査委員会設置要

綱に従い実施する。委員については、公平性・透明性を確保し、専門的な観点から

評価を行うため、学識経験を有する外部の者も含めて構成する。 

審査の流れ  

プロポーザルの審査は、次のとおりとする。 

① 事業者からの提案書類をもとに企業概要、技術面、事業管理面、財務状況、

事業実績等から、提案内容の実行能力を審査する。 

② ①の審査結果に従い、総合得点の最も大きい提案をした事業者を最優秀提

案者とし、優先交渉権者とする。その他、上位数者を次選交渉権者として

順位を付して選出する。 

 

１０ 第１次審査（書類審査）について 

（１）提出書類  「７ 提出書類」に示す（３）～(１０) 

※ （様式４）企画提案書は、合計２０枚以内で作成すること。 

（２）提出部数 正本   印刷物１部（記名・代表者印を押印したもの） 

副本※   印刷物１１部及び電子データ（ＰＤＦ ファイル） 

※ 副本には、記名・押印しないこと。なお、法人名等が印刷された用紙等

を使う場合でも、副本にはマスキングの処理を行うこと。 

（３）提出先   産業振興部商工観光課 

（４）提出方法 持参のほか郵送（受付期間必着）、電子メールによる申込を可とす

る。郵送の場合は、受付期限必着とし、配達までの送達過程の記

録が確認できる簡易書留等によること。電子メールによる場合は、

送付後に電話確認を行うこと。電子メールによる提出の場合は、

「件名」に「【提案書：脱炭素型地域循環共生圏モデル形成委託業

務】」と明記すること。 

（５）書類審査（第１次審査） 

第１次審査は、参加事業者が５者を超えた場合のみ実施される。 

審査委員会は、提案書等について、「１２ 審査基準」に示す審査基準に従っ

て評価を行い、得点の合計が最も高い提案から上位５事業者を選考する。 

ただし、評価の低い参加事業者が複数あるときは、５事業者に満たない参加



 

 

事業者を選考することがある。 

（６）審査結果の通知 

審査結果を書面により通知する。 

※ 採点内容等については通知せず、結果のみを通知するものとする。 

 

１１ 第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）について 

企画提案の審査については、審査委員会を開催し、次の評価項目について、意見

を聴取の上、本市で優先交渉権者を決定する。審査は非公開とし、審査内容につい

ての質問や異議は一切受け付けない。 

 

（１）審査の流れ 

① 企画提案について口頭にて説明を行うこと。なお、資料の追加又は変更は

認めない。 

② プレゼンテーションの際、プレゼン資料を画面に投影することを認める。

ただし、投影する資料は企画提案書の内容を逸脱しないこと。投影データ

がある者は、前日までに担当課に届けること。 

③ 市はスクリーン及び電源コンセントは用意するが、それ以外に必要な機材

（パソコン、プロジェクター、ポインター、ケーブル等）は参加事業者が

準備すること。 

④ プレゼン２０分、ヒアリング２０分、評価２０分とし、一事業者１時間を

目処とする。 

⑤ 審査の順番については提案書等の受付順とする。 

⑥ プレゼンテーションの説明者は、主たる担当者を含めて１者当たり３名以

内とすること。 

（２）審査の結果 

審査結果は、全参加事業者に文書で通知する。 

また、最終審査結果は、市のホームページ上でも公表する。 

 

１２ 審査基準 

審査における評価項目及び配点は次のとおりとする。 

評価項目 審査内容 配点 

①業務目的及び業

務内容の理解度 

ア 事業目的及び内容に関する理解・知識が十

分にあるか 

イ 提案された内容は、本市の示す委託目的・

委託内容と合致するか 

 

 ５点 

 

１０点 

計 １５点 



 

 

②本市の現状と課

題の理解度 

ウ 本市の現状と課題が十分に把握できてい

るか 

エ 事業成果が発現できる効果的な提案にな

っているか 

 

１０点 

 

１０点 

計 ２０点 

③業務遂行にあた

っての実施体制 

オ 提案内容に対し、必要かつ十分な実施体制

であるか 

カ 事業実施に必要となる専門知識やノウハウ

のある人材を確保し、業務を遂行する内容

となっているか 

キ 客観的指標を持って事業評価を行うことが

できる体制であるか 

 

１０点 

 

 

１０点 

 

 ５点 

計 ２５点 

④工程の計画性、

実施手順の妥当

性 

ク 業務を効率的かつ効果的に実施できる全

体スケジュールであるか 

 

１０点 

計 １０点 

⑤類似業務実績の 

豊富さ 

ケ これまでの実績経験の豊富さはどの程度か 

コ ＳＤＧｓや地域循環共生圏を推進する地域

事業の業務実績はあるか 

５点 

 

５点 

計 １０点 

⑥コスト評価 サ 見積価格が上限額の範囲内であり、かつ、

提案内容と価格を比較した場合、本事業の

目的達成への寄与度が優れているか。 

 

 

２０点 

計 ２０点 

合計 １００点 

※ 「業務遂行にあたっての実施体制」は、本業務を実施する体制の適正さ

を評価するものであり、技術者の数を評価するものではない。 

※ 「類似業務実績」は、ＳＤＧｓ推進地域事業の業務実績、および事業実

施・評価にあたり、連携・協働ができる地域内・外のネットワーク構築

状況について評価を行う。 

※ 合計点が最も高い提案者が複数いる場合は、上記表中「類似業務実績の

豊富さ」の得点が一番高い者を受注上位者とする。 

※ 合計点が最も高い提案者の評価が１００点満点中６０点を下回った場合

は、受注予定者を選定しないことがある。 

※ コスト評価は金額の適正さを評価するものであり、金額の低さを評価す

るものではない。 



 

 

１３ 契約の締結 

（１）契約の方法 

※ 受託候補者特定後、随意契約に係る協議を行い、予算措置が整い次第、

速やかに随意契約の手続を行うものとする。この場合において、受託候

補者として特定された者から見積書を徴収する。なお、優先交渉権者と

契約条件に合意が得られない場合、次点交渉権者と契約に係る協議を行

う。 

※ 契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽があった場合は、

失格とする。また、本市が被った損害について、賠償請求を行うことが

ある。 

※ 契約締結後に消費税及び地方消費税率に変更があった場合は、速やかに

変更契約を締結するものとする。 

※ 契約金額は見積書の金額を上限とする。 

（２）委託料の支払い 

業務完了後、本市の検査を経て、受注者の請求に基づき支払うこととする。 

（３）契約保証金 

契約保証金  免除 

保証人    不要 

（４）その他 

契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が美濃加茂市契約等における暴

力団等排除措置要綱（平成２８年美濃加茂市告示第５５号）に基づく入札等

除外措置を受けたとき及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件に該当した

ときは、契約を解除する。 

 

１４ その他 

提案に要する費用、条件等 

※ 企画提案書等については、期限後の提出、差し替え等は認めない。 

※ 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、

指名停止措置を行うことがある。 

※ すべての企画提案書等は返却しない。 

※ 提出された企画提案書等は、審査・業者選定用以外に応募者に無断で使

用しない（美濃加茂市情報公開条例に基づく公開を除く）。 

※ 参加表明書に記載した配置予定の管理技術者及び担当技術者は、原則と

して変更できない。 

※ 提出書類について、美濃加茂市情報公開条例に基づく開示請求があった

場合は、原則として開示する（受託候補者特定前において、当該特定に

影響を及ぼすおそれがある情報については、特定後の開示とする。）。た



 

 

だし、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

を害すると認められる情報などは、同条例の規定により不開示とするの

で、これらの情報に該当すると考える部分がある場合は、あらかじめ文

書により申し出ること。 

※ 本プロポーザルは受注予定者の選定を目的に実施するものであり、契約

後の業務においては、本市と協議をしながら仕様の策定を行うので、必

ずしも提案内容どおり実施するものではない。 

※ 参加申請後に、美濃加茂市契約等における暴力団等排除措置要綱に基づ

く入札等除外措置を受けた者及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件

にも該当した者は、公募型プロポーザル参加は無効とする。 

※ 企画提案書の提出者（第１次審査を通過した者に限る。）及び審査結果（最

優秀者、次点者の名称）は市ホームページ等により公表する。 


