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盛岡市内３施設ＬＥＤ照明器具等賃貸借に係る公募型プロポーザル実施要項 

 

１ 募集の趣旨                                      

盛岡市内の３施設（以下「対象施設」という。）に設置されている照明設備は、一部を除き、施

設建築時に設置されたものであり、設置から相当期間経過し、経年劣化による今後の維持管理が

課題となっている。また、この間、行政運営における環境負荷の低減の必要性や電気料金の値上

げ等による財政負担の増加が課題となっていることから、公共施設等で今日広く導入されている、

省エネルギー・長寿命のＬＥＤ照明器具及びＬＥＤランプ（以下「本設備」という。）への更新が

必要と考えている。 

本事業は、対象施設への照明設備導入計画の策定、交換工事、保守・維持管理に関する事業者

からの提案を受け、市にとって最も優れていると考えられる提案を選定するため、本募集を実施

するものである。 

本事業は、財政効果に加え、環境配慮及び事業提案内容を総合的な観点から審査し、事業者を

選定する。最も優れている提案を行った応募者（以下「優先交渉権者」という。）は、市と契約締

結に向け協議を行い、合意に至った場合、リース契約を締結し、本事業を実施する。 

 

２ 事業内容                                       

(1) 照明設備のＬＥＤ化（別紙「仕様書」のとおり） 

対象施設の照明器具の設置状況を踏まえて自ら行った提案を基に、本事業に係る本設備の導

入、保守及び維持管理等を含め、市と合意した内容でリース契約を締結する。 

本事業の契約期間内においては、募集趣旨目的達成のため整備する本設備を善良なる注意義

務をもって、自らの費用負担により、以下の各種サービスを提供するものとする。  

ア 本設備の設置に係る計画、施工、施工管理 

イ 既設照明のＬＥＤ照明への更新、リサイクル廃棄処分 

ウ 本設備の維持管理、保証（無償修繕等） 

エ リース契約終了後の本設備の市への所有権譲渡 

オ その他、本事業実施に伴い必要となる事項 

(2) 契約方式及び事業期間 

ア 契約方式：付帯サービス付きリース契約（以下「リース契約」という。） 

イ リース準備期間：契約締結日の翌日から令和４年 11 月 30 日まで 

  リース契約期間：令和４年 12 月１日から令和 14 年 11 月 30 日まで（10 年間長期継続契

約） 

(3) 事業限度額（消費税込） 

   総額 49,697,400 円 

 (4) 履行場所 

ア 盛岡市玉山総合事務所（盛岡市渋民字泉田 360） 

イ 都南文化会館・都南公民館（盛岡市永井 24 地割 10 番地１） 

ウ 渋民文化会館・渋民公民館・渋民図書館（盛岡市渋民字鶴塚 55） 
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３ プロポーザル参加資格                                 

(1) 応募者の資格要件 

ア 応募者は、本事業を行う能力を有し、かつ、法人格を有する単体企業又はグループ（それ

ぞれが法人格を有する複数の企業の共同）とする。 

イ グループで応募する場合は、事業役割を担い、契約者となる代表者を１者選定する。 

なお、各構成員は、他のグループの構成員として本プロポーザルに参加することはでき

ない。また、構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって当

市との協議により市が認めたときは、この限りでない。 

ウ 参加表明時、応募者の構成員すべてを明らかにし、各々の役割分担を明確にする。 

エ 応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続き及び契約に係る諸手続きを行う。 

(2) 応募者の役割 

   応募者は、次の役割をすべて担い、グループの場合は各構成員が次の役割を分担する。 

ア 事業役割：市とのリース契約締結等の諸手続きを行い、事業遂行のすべての責を負う。 

イ 施工役割：施工に関する業務をすべて実施する。 

ウ 機器納入役割：機器の納入に関する業務をすべて実施する。 

(3) 応募者の資格 

応募者の資格要件は、次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループとしてこれら

の要件を満たすこと。 

  ア 応募者は、事業運営、維持管理など円滑に行うため迅速に対応できる者であること。ま

た、各種対策によりエネルギー削減量等を提案できる者であること。 

イ 事業役割を担う構成員 

東北６県のいずれかに本社又は支店をおき、令和４・５年盛岡市物品の買入れ等競争入

札参加資格者名簿「賃貸借-その他」に記載があること。また、地方公共団体が発注した類

似事業に係るリース契約を 12 か月以上継続して履行した実績を有していること。（12 か月

以上継続する契約を履行している者も含む。） 

ウ 施工役割を担う構成員 

盛岡市に本社又は支店をおき、「令和４・５年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参

加資格者名簿」の「電気工事」に登録されている事業者で、登録業種の区分は甲ＡまたはＢ

であること。また、グループでの参加で施工役割が複数となった場合、全ての構成員は「令

和４・５年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格者名簿」の電気工事に登録され

ている事業者で、登録業種の区分は甲ＡまたはＢであること。 

エ 機器納入役割を担う構成員 

令和元年度以降に国又は地方公共団体が実施する類似事業への導入実績を有しているこ

と。 

(4) 応募の制限 

   次に掲げる者は、応募者又は応募者の構成員となることはできない。 

ア 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 

イ 本募集要項の配布日から事業提案書提出までの期間に、盛岡市競争入札参加者に対する 

指名停止基準（平成３年９月 30 日市長決裁）に基づく指名停止措置を受けている者 

ウ 関係法令の規定による営業又は事業若しくは業務の停止並びに事務所の閉鎖処分を現に受
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けている者 

エ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更生手続開始の申立てがある

者、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定による再生手続開始の申立てがあ

る者 

オ 不正な手段を用いて本事業を誹謗し、又は事業の公正な進行を妨げる者若しくは妨げた者 

カ 直近の国に納付すべき法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者並びに盛岡市に納

付すべき法人市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納している者 

キ 事業者の役員等が、盛岡市暴力団排除条例（平成 27 年条例第９号）第９条第１項各号に

掲げる者 

 

４ 参加表明の提出                                    

 (1) 提出期間 

   令和４年６月１日（水）～令和４年６月９日（木）17 時必着 

 (2) 提出書類及び部数 

  ア 盛岡市内３施設ＬＥＤ照明器具等賃貸借に係る公募型プロポーザル参加表明書（様式第１

号）                                     １部 

  イ 役員一覧（様式第２号） 

（グループの場合は３(1)ウに掲げたグループ構成員の役割分担及び責任の所在等に関する

合意書又は協定書（任意様式）の写し）                     １部 

ウ ３(3)イ及びエに掲げた履行実績等を記載した履行実績調書（様式第３号）     １部 

エ 応募資格を有していることを証明する書類                  各１部 

    ただし、機器納入役割を担う業者で盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格を有する者は、

提出不要とする。 

(ｱ) 納税証明書又は納税義務がない旨の申立書 

・直近の国に納付すべき法人税の納税証明書 

・直近の消費税及び地方消費税の納税証明書 

・直近の盛岡市に納付すべき法人市民税、固定資産税及び都市計画税の納税証明書 

・上記税目において納税義務がない場合は、その旨の申立書（様式第４号） 

(ｲ) 暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団の構成員と密接な関係を有する者に該当し

ない旨の誓約書（様式第５号） 

   (ｳ) 法人登記簿謄本の写し 

   (ｴ) 印鑑証明書 

   (ｵ) 営業又は事業に関し必要な許可、認可等を受けていることを証明する書類又はその写し 

 

(3) 提出方法及び提出先 

   次の宛先に郵送又は持参にて提出すること。 

    〒020-8531 盛岡市若園町２番 18 号 

    盛岡市環境部環境企画課（盛岡市役所若園町分庁舎２階） 
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５ 業務対象施設の現地確認について                            

 (1) 次の日程で業務対象施設の現地確認を可能とする。 

    期  間   ：令和４年６月 14 日（火）から令和４年６月 21 日（火）まで 

    確認可能時間帯：各施設の業務時間の範囲内（各施設管理者に確認のこと。） 

    ただし、渋民文化会館・渋民公民館・渋民図書館については６月 14 日（火）のみ現地確認

を可能とし、日程は次のとおりとする。（詳細は施設管理者に確認のこと。） 

    令和４年６月 14 日（火）①午前の部 午前９時から 

                ②午後の部 午後１時から 

 (2) 現地確認を希望する場合は、参加申込書を提出したうえで、業務対象施設に直接電話で連絡

し日程調整を行うこと。 

 (3) 施設図面の閲覧について 

業務対象施設の図面の閲覧を希望する場合は、任意様式により次の連絡先に電子メールで閲

覧を希望する旨連絡すること。 

ア 都南文化会館・都南公民館、渋民文化会館・渋民公民館・渋民図書館 

【提出先】盛岡市環境部環境企画課 

   E-mail：kankyou@city.morioka.iwate.jp 

イ 盛岡市玉山総合事務所 

【提出先】盛岡市玉山総合事務所総務課 

 E-mail：tm.soumu@city.morioka.iwate.jp  

 

６ 質問及び回答                                     

 (1) 質問受付期間 

   令和４年６月１日（水）～令和４年６月９日（木）17 時必着 

 (2) 質問受付方法 

   任意様式により、次の提出先に電子メールで提出すること。 

   【提出先】盛岡市環境部環境企画課 

    E-mail：kankyou@city.morioka.iwate.jp 

 (3) 回答 

   提出された質問への回答は、質問者あて電子メールで回答するほか、市のホームページで公

表する。 

 

７ 提案書類の提出                                    

 (1) 提案書受付期間 

   令和４年６月 15 日（水）～６月 24 日（金）17 時必着 

 (2) 提出書類及び部数 

   提出書類は次のとおりとする。様式の記載欄が不足する場合は、適宜、行を増やして記入又

は複数枚に分けて記入すること。 

  ア 盛岡市内３施設ＬＥＤ照明器具等賃貸借に係る提案書提出届（様式第６号）    ６部 

  イ 提案書表紙（任意様式）                           ６部 

  ウ 事業者概要書（様式第７号）                         ６部 

mailto:kankyou@city.morioka.iwate.jp
mailto:kankyou@city.morioka.iwate.jp
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エ 使用器具等提案書（様式第８号）                       ６部 

  オ 維持管理等提案書（様式第９号の１、第９号の２）              各６部 

  カ 工事中の対応・廃棄計画書（様式第 10 号）                   ６部 

  キ 契約終了後の対応（様式第 11 号）                       ６部 

ク 見積書（任意様式）                             ６部 

(3) 提出方法及び提出先 

   次の宛先に郵送又は持参にて提出すること。 

    〒020-8531 盛岡市若園町２番 18 号 

    盛岡市環境部環境企画課（盛岡市役所若園町分庁舎２階） 

 

８ 企画提案等提出書類の作成要領                             

 (1) 提案書表紙 

   任意の様式とし、用紙サイズは原則としてＡ４判縦とすること。 

(2) 事業者概要書 

   様式第７号又は同様の項目のある既存パンフレット、資料等により提出すること。 

(3) 使用器具提案書 

  ア 様式第８号又は同様の項目のある既存パンフレット若しくは同様の項目のある任意の

様式により提出すること。 

   イ 作成にあたっては別紙「仕様書」を参照すること。 

   ウ 本設備を導入する設置箇所を明確にし、図面で提出すること。作成にあたっては別紙「図

面作成要領」を参照すること。 

 (4) 維持管理等提案書 

   様式第９号の１及び様式第９号の２又は同様の項目のある任意の様式により提出すること。 

 (5) 工事中の対応・廃棄計画書 

   様式第 10 号により提出すること。 

 (6) 契約終了後の対応 

   様式第 11 号により提出すること。 

 (7) 見積書 

   任意の様式とし、事業者名を記載すること。 

なお、見積書に記載する金額は次のとおりとする。 

 ・長期継続契約期間における賃貸借契約金額の総額（消費税及び地方消費税の額） 

 ・賃貸借契約に係る支払い月額 

 (8) 留意事項 

   提案書類の内容は、別紙「評価基準」の事業提案による評価項目（ＬＥＤ照明設備について、

事業実施体制について、施工体制について、その他）に沿ったものにすること。 

 

９ 事業者選定                                      

 (1) 最優秀提案事業者の選定方法 

   書類審査の結果に基づき、最優秀提案者を選定する。 

 (2) 評価基準及び配点表 
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   別紙「評価基準」のとおり 

 (3) 提案者が１者のみの場合の取扱い 

   提案者が１者のみの場合、基準点を 60 点とし、評価点（全審査委員の評価点の合計の平均

点）が基準点を満たす場合のみ、当該提案者を最優秀提案者とする。満たさない場合は、該当

なしとする。 

 (4) 審査結果の通知及び公表 

   審査結果については、書面により通知するほか、市の公式ホームページで公表する。なお、

審査結果に対する異議申立てや電話等による問い合わせには市は一切応じない。 

 

10 契約の締結                                      

  最優秀提案事業者として選定された者と市が協議し、業務に係る仕様を確定したうえで随意契

約の方法により契約を締結する。この場合において、協議が不調の場合は、評価により順位付け

られた上位の者から順に、契約締結の交渉を行う。 

 

11 スケジュール                                     

(1) 契約締結までのスケジュール 

   本事業は、次の日程で行う。ただし、土曜日、日曜日及び祝日など、盛岡市の休日に関する

条例に定める市の休日（以下、「市の休日」という。）には、受付を行わない。また、スケジュ

ールは参加者の状況などにより、若干変更となる場合がある。 

項 目 日 程 

募集要項の配布（市公式ホームページで公

開） 

令和４年６月１日（水）  

募集要項に関する質問受付 令和４年６月１日（水）～令和４年６月９日

（木） 

参加表明書提出期限 令和４年６月１日（水）～令和４年６月９日

（木） 

質問の回答 令和４年６月 14 日（火） 

業務対象施設の現地確認可能期間 令和４年６月 14 日（火）～令和４年６月 21

日（火） 

提案書の受付 令和４年６月 15 日（水）～令和４年６月 24

日（金） 

書類審査 令和４年６月 28 日（火）（予定） 

審査結果通知 令和４年７月上旬（予定） 

詳細協議・協定締結 令和４年７月上旬～７月中旬（予定） 

リース契約 令和４年７月下旬（予定） 

各施設照明設備ＬＥＤ化工事 令和４年７月下旬 ～令和４年 11 月 30 日

（水）（予定） 

本設備のリース開始・維持管理等 令和４年 12 月１日（木） 
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13 その他                                        

 (1) 応募者は、参加申込書の提出をもって、プロポーザル実施要領等の記載内容を承諾したもの

とみなす。 

(2) 応募者は、複数の提案書の提出はできない。 

(3) 次のいずれかに該当するときは、事業者としての決定を取り消すものとする。 

  ア 提出書類に虚偽の記載をしたことが確認されたとき又は重要な事実について記載をしなか

ったことが確認されたとき。 

  イ 事業者の決定から契約締結までの間に、事業者の資金事情の変化等により、事業の履行が

困難であると市長が判断したとき。 

  ウ 著しく社会的信用を損なう行為等により、事業者としてふさわしくないと市長が判断した

とき。 

  エ 事業者が、応募資格に掲げる資格要件に適合しなくなったとき。 

 (4) 応募に関して必要な費用は、応募者の負担とする。 

 (5) 応募に関して提出された書類は、一切返却しないものとする。 

(6) 参加表明又は提案書の提出後にプロポーザル手続きへの参加を取り下げる場合は、速やかに

取下書（様式第 12 号）を提出するものとする。 

   なお、参加を取り下げた者は、これを理由として以後の業務発注等に不利益な扱いはしない。 

 (7) 本実施要領に定める事項のほか、必要な事項については、別途市と協議して定めるものとす

る。 

 

14 問い合わせ先                                     

  盛岡市環境部環境企画課 

   〒020-8531 盛岡市若園町２番18号（盛岡市役所若園町分庁舎２階） 

   E-mail：kankyou@city.morioka.iwate.jp 

   電 話：019-626-3754（直通）    

mailto:kankyou@city.morioka.iwate.jp

