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米沢市再生可能エネルギー導入目標策定基礎調査業務委託公募型 

プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の概要 

(1) 業務名 

米沢市再生可能エネルギー導入目標策定基礎調査業務委託 

(2) 業務の目的 

  地球温暖化による自然災害リスクを低減し、持続可能な未来を実現する

ため、２０５０年までに米沢市の二酸化炭素排出実質ゼロを目指す取組を

推進するため、本市は令和２年１０月、ゼロカーボンシティ宣言を行った。 

本業務は、ゼロカーボンシティ実現のための方策のひとつとして、脱炭

素社会を見据えて、本市の地域特性を踏まえた、また、本市の地域課題の

解決につながるような再生可能エネルギーの導入目標を作成し、もって持

続可能でレジリエントな米沢市の実現に資することを目的する。 

今年度は目標を設定するために必要な次の基礎調査業務を行う。 

・ 現在の政策動向、上位計画及び法令の整理 

・ 本市の区域内条件（自然的条件、経済的条件、社会的条件等）を踏ま

えた再生可能エネルギーの導入に関する基礎情報の収集、整理及び現状

分析 

・ 本市の区域内条件（自然的条件、経済的条件、社会的条件等）を踏ま

えた温室効果ガス削減に資する取組に関する基礎情報の収集、整理及び

現状分析 

・ 本市の区域内の温室効果ガス排出量に関する推計 

・ 本市の区域内における再生可能エネルギーのポテンシャル調査や基礎

情報の整理、分析 

・ 可能な限り複数のパターンで将来の温室効果ガス排出量に関する推計

等     

 (3) 注意事項 

  ア この業務は「令和３年度二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金（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）」に公募し、複数年度（令和３年

度及び令和４年度）の事業として採択を受けたものであることから、受
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託者は同補助金交付の趣旨を理解したうえで業務を遂行するものとする。 

今年度は目標を設定するために必要な、現在の政策動向、上位計画及

び法令の整理、本市の区域内条件（自然的条件、経済的条件、社会的条

件等）を踏まえた再生可能エネルギーの導入又は温室効果ガス削減のた

めの取組に関する基礎情報の収集、整理及び現状分析、本市の区域内の

温室効果ガス排出量に関する推計並びに本市の区域内における再生可能

エネルギーのポテンシャル調査や基礎情報の整理、分析等を行い、次年

度はアンケートの実施、本市の将来ビジョン、脱炭素シナリオ及び前年

度の分析を踏まえた再生可能エネルギー導入計画の策定等を行うもので

ある。 

    前述のとおり本業務は複数年度の事業として採択を受けたものであるが、

契約にあっては、令和３年度二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金（再

エネの最大限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）に係るＱ＆Ａ集（令和３年５月公益

財団法人日本環境協会環境事業支援部助成チーム再エネ計画づくり事業

事務局、以下「Ｑ＆Ａ集」という。）１５ページ、０．11(3)のとおり、

単年度ごとに契約を行うものであり、今回のプロポーザルを経て令和３

年度の契約の相手方となったとしても、令和４年度に係る本業務の契約

の相手方であることを確約するものではない。 

なお、業務の実施にあっては、高度な専門知識やノウハウを活用した

優れた提案を得るため、事業者を公募型プロポーザル方式により契約候

補者を選定しようとするものであり、年度毎に公募型プロポーザルを実

施し、契約を締結する。 

  イ 調査業務の核となる部分や請負額の５０％を超えて第三者である業者に

再委託することはできない（Ｑ＆Ａ集１６ページ、０．16）。 

  ウ 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（令和３年法

律第５４号）の趣旨を踏まえ、今年度の分析、調査等の成果は、本市の

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に反映させること（Ｑ＆Ａ集 

１８ページ、１－１．4,5,6）。 

  エ 本業務の予算に係る議決が得られない場合は、この公募型プロポーザル

を中止する。 

オ 業者の選定を公募型プロポーザル方式で行うに当たり、選定理由書を
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公益財団法人日本環境協会へ提出し、確認を受ける必要がある（Ｑ＆Ａ

集１５ページ、０．13）ことから、この確認を受けることができなけれ

ば、契約を締結しない。 

(4) 業務内容 

別紙「米沢市再生可能エネルギー導入目標策定基礎調査業務委託仕様

書」に記載のとおり。ただし、契約時における仕様書は、契約候補者とし

て選定された事業者の企画提案内容に応じて、仕様を変更する場合がある。 

(5) 業務委託期間 

令和３年度業務期間：契約締結日から令和４年１月１４日まで 

（参考） 

令和４年度業務期間：契約締結日(ただし交付決定後とする。)から令

和５年１月１３日まで 

(6) 予算上限額（令和３年９月１日時点） 

令和３年度：5,467,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（参考） 

令和４年度：8,767,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※これらの予算の範囲内で企画提案を行うこと。 

(7) 契約方法 

令和３年度：公募型プロポーザル方式による随意契約 

（参考） 

令和４年度：公募型プロポーザル方式による随意契約 

２ 参加資格要件 

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。 

(1) 本市の令和３年度競争入札参加資格者名簿に登録されていること及び本

市の区域内又は山形県内に本社、営業所又は事業所が所在すること。 

(2) 過去に、本案件と同種又は同程度と認められる国又は地方自治体発注の

業務を受注した実績があること。 

(3) 本事業に係る業務を十分に履行できるものであること。 

(4) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定により、

一般競争入札又は指名競争入札の参加を制限されていない者 

(5) 手形交換所から取引停止処分を受けている等経営状況が著しく不健全で

ない者 
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(6) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく会社更生手続開始若しく

は更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法（平成 11 年法

律第 225 号）に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなさ

れている場合にあっては、一般（指名）競争入札参加資格の再審査に係る

認定を受けている者 

(7) 公告又は指名から契約までの期間において、米沢市又は山形県から指名

停止等の措置を受けていない者 

(8) 法令、規則等に違反していない者 

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

条）第 2 条及び米沢市暴力団排除条例（平成 24 年 3 月 28 日条例第 1 号）

の規定による暴力団又は暴力団員でないこと。 

３ 応募手続等に関する事項 

(1) 参加申請書類 

ア プロポーザル参加申請書（様式第６号） 

イ 事業者概要表（様式第２号） 

ウ 業務実績表（様式第３号） 

平成３０年度から令和３年度までの間に受注した、地球温暖化、環境

問題、再生可能エネルギー等に係る計画策定、調査分析に関する業務実

績を合計最大１１件記載すること。なお、記載欄が不足する場合は追加

すること。 

(2) 企画提案書類 

ア 企画提案書提出書（様式第１号） 

イ 企画提案書（任意様式） 

仕様書の業務内容に掲げる各事項全てについて、具体的な提案をする

とともに、業務の実施手順及び実施体制、業務スケジュールを記載する

こと。 

本事業に関する基本的な考え方を記載すること。 

企画提案書の提出は１社１案とすること。 

ウ 事業者概要表（様式第２号） 

エ 業務担当者一覧表（様式第４号） 

責任者及び担当者の業務実績等を記載すること。 

オ 見積書及び見積内訳書（任意様式） 
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(3) 提出期限 

ア 参加申請書類：令和３年９月１４日（火）１７時１５分必着 

イ 企画提案書類：令和３年９月２１日（火）１７時１５分必着 

(4) 提出方法 

持参又は郵送によることとする。 

ア 郵送の場合は、書留郵便に限るものとし、提出期限必着とする。 

イ 持参する場合は、執務時間中（平日の午前８時３０分から午後５時 

１５分まで）にプロポーザル事務局に持参すること。 

(5) 提出部数 

ア 参加申請書類：正本１部 

イ 企画提案書類：正本１部、副本５部（副本については複写を可とす

る。） 

４ 質問の受付及び回答  

(1) 提出書類  

質問票（様式第５号） 

(2) 提出方法  

電子メールでプロポーザル事務局まで送付すること。また、電話により

受信確認を行うこと。 

(3) 受付期限 

令和３年９月１０日（金）１１時必着 

(4) 回答方法 

質問に対する回答は、令和３年９月１５日（水）までに、電子メールに

より参加事業者全員に通知する。なお、質疑を行った事業者名は公開しな

いものとする。 

５ 契約候補者の選定方法 

本市職員で構成する「米沢市再生可能エネルギー導入目標策定基礎調査業

務委託者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）を設置し、このプロ

ポーザルの審査を行い、契約候補者を選定する。 

企画提案書の提出を受けた後にプレゼンテーション審査を行い、評価が最

も優れている事業者を第１優先契約候補者として選定する。（次点者以降も

決定する。） 

なお、このプロポーザルに参加した他の参加者の情報、選定結果及び評価
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点は公開しない。選定結果については、提案者全員に対し自己の結果のみ通

知する。 

評価の詳細・評価点・審査の経緯及びその内容は公開しない。また、審査

及び結果に関する質問や異議は受け付けないものとする。 

６ プレゼンテーション及び審査の実施 

(1) 審査方法 

提出された企画提案書をもとに、各社によるプレゼンテーションを実施

し、選定委員会において評価が最も優れている事業者を選定する。なお、

参加者が５者以上の場合には、担当課において書類審査を実施し、プレゼ

ンテーションを実施する者を５者程度に絞り込む。 

書類審査の有無については、９月２８日（火）までに電子メールで通知

する。また、書類審査を実施した場合は、その結果を１０月１日１５時ま

でに電子メールで通知する。 

(2) プレゼンテーション内容 

企画提案書をもとに、３０分以内の説明とする。（準備５分、口頭説明

２０分、質疑応答５分） 

(3) プレゼンテーション及び選定委員会実施日 

令和３年１０月５日（火） 

(4) プレゼンテーションの際の注意事項 

ア プレゼンテーションの実施時間及び会場等の詳細は、別途通知する。

なお、プレゼンテーションの順番は、企画提案書の受付順とする。 

イ プレゼンテーションに使用するプロジェクター及びスクリーンはプロ

ポーザル事務局が準備するが、パソコン等は提案者において準備するこ

と。 

ウ プレゼンテーションの準備は開始時間までに行う事とし、開始時間が

過ぎた場合は所要時間に含める。 

エ 提出した企画提案書の内容と著しく異なるプレゼンテーションは認め

ない。 

オ 指定した時間に遅れる場合は失格とする。ただし、やむを得ない事情

がある場合はこの限りではない。 

(5) 審査結果 

プロポーザルは、選定委員会が「米沢市再生可能エネルギー導入目標策



- 7 - 

 

定基礎調査業務委託者選定評価基準」に基づき審査し、後日速やかに参加

者全員にその結果を書面にて通知する。 

(6) 審査結果の公表 

審査結果は、事業予定者の名称のみ米沢市ホームページで公表する。応

募提出書類は非公表とする。 

７ 評価項目 

評価項目及び評価内容は次のとおりとする。 

評価項目 評価内容 配点 

業務遂行能力 

(1) 同種業務の実績 

(2) 管理技術者の業務遂行能力 

(3) 担当技術者の業務遂行能力及び人員配置 

(4) 組織のマネジメントシステム等の認証取得状

況 

２０ 

企画提案 

(1) 政策動向、上位計画、法令の整理 

(2) 基礎情報の収集及び現状分析 

(3) 地域の状況及び課題の把握 

(4) 将来の温室効果ガス排出量に関する推計 

(5) 脱炭素シナリオ及び将来ビジョンの検討 

(6) 再生可能エネルギー導入に関する現状分析及

び再生可能エネルギー導入目標の検討 

(7) 施策に関する構想の検討 

(8) その他事業者からの追加提案 

(9) 業務スケジュール 

７５ 

見積価格 価格の妥当性、積算内訳の妥当性 ５ 

合計 １００ 

８ 契約の締結 

審査結果に基づき選定した第１優先契約候補者と、提案に沿って契約内容

の協議、調整を行った上で、随意契約により委託契約を締結する。その際、

協議等の結果に基づき、提案内容の一部を変更する場合がある。 

なお、第１優先契約候補者に選定された事業者が辞退した場合、又は協議

が整わなかった場合は審査により順位づけられた上位の者から順に協議等を

行った上で、契約を締結するものとする。 
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また、参加者が１者の場合にあっても審査を実施し、その提案内容が審査

基準を満たすと認められる場合は、その事業者を契約候補者として選定し、

随意契約により委託契約を締結する。 

９ 実施スケジュール 

項目 期日 

公募型プロポーザル公募開始（公

告・ホームページ掲載） 
令和３年９月７日（火） 

本業務に関する質問の受付期限 令和３年９月１０日（金）１１時まで 

本業務に関する質問の回答期限 令和３年９月１５日（水） 

参加申請書類の提出期限 令和３年９月１４日（火） 

企画提案書類の提出期限 令和３年９月２１日（火） 

（書類審査を実施した場合） 

選定結果通知 
令和３年９月２８日（火） 

プレゼンテーション実施日 令和３年１０月５日（火） 

審査結果通知 令和３年１０月上旬 

契約締結（予定） 令和３年１０月上旬 

10 その他 

(1) 企画提案書の作成・提出等一切の経費は、企画提案者の負担とする。ま

た、提出書類は返却しない。 

(2) 提出期限後の企画提案書の提出及び差し替えは認めない。 

(3) 採用された企画提案については、内容の一部変更を指示することがある。 

(4) 本事業により得られた成果品及びすべての権利（所有権、著作権等）は、

本市に帰属するものとする。 

(5) 本市の特性に係る基礎情報（自然的条件、経済的条件、社会的条件等）

の収集及び現状を分析するに当たり、地域脱炭素ロードマップ（令和３年

６月９日、国・地方脱炭素実現会議）３５ページから３８ページまでに記

載されている別添３地域脱炭素の取組に対する関係省庁の主な支援   

ツール・枠組みを参照した場合、その参照した部分が分かるようにするこ

と。 

(6) この要領に定めのない事項については、別途協議のうえ決定する。 

(7) このプロポーザルに応募した者は、この実施要領に同意したものとみな
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す。 

11 必要に応じて次の資料等を参照すること。 

 (1) 米沢市 令和元年９月 米沢市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

(2) 公益財団法人日本環境協会 令和３年５月１４日日環協第 21051402 号 

令和３年度二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金（再エネの最大限の計画

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）公募要領 

(3) 国・地方脱炭素実現会議 令和３年６月９日 地域脱炭素ロードマップ 

(4) 公益財団法人日本環境協会環境事業支援部助成チーム再エネ計画づくり

事業事務局 令和３年５月 令和３年度二酸化炭素排出抑制対策事業費補

助金（再エネの最大限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）に係るＱ＆Ａ集 

(5) 環境省大臣官房環境計画課 令和３年３月 地方公共団体における長期

の脱炭素シナリオ作成方法とその実現方策に係る参考資料（Ver.1.0） 

(6) 環境省ホームページ 策定・実施マニュアル・ツール類 

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/manual.html 

 (7) 国土交通省ホームページ 令和３年度設計業務委託等技術者単価について 

   https://www.mlit.go.jp/tec/content/001387446.pdf 

12 プロポーザル事務局 

米沢市市民環境部環境生活課 

住所：〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目２番２５号 

電話：0238-22-5111（内線 3301、3302） 

ＦＡＸ：0238-22-0498 

電子メールアドレス：kankyo-t@city.yonezawa.yamagata.jp 


