秋田市ＬＥＤ防犯灯交換および修繕業務委託に関する
公募型プロポーザル実施要領
１

プロポーザルの目的
この要領に定める公募型プロポーザルは、秋田市ＬＥＤ防犯灯交換および修繕業

務を委託するに当たり、広く技術提案を募集し、最も適切な者を当該業務の受託者
として選定することを目的とする。
２

業務概要

(1) 業務名
秋田市ＬＥＤ防犯灯交換および修繕業務
(2) 業務内容
別紙「秋田市ＬＥＤ防犯灯交換および修繕業務委託仕様書」のとおり。
(3) 委託期間
令和４年１０月１日（土）から令和８年３月３１日（火）まで
(4) 業務委託料（消費税及び地方消費税を含む。）は次の表の額を上限とする。
会計年度 令和４年度
委託料
３

令和５年度

令和６年度

令和７年度

合計

84,230千円 166,241千円 166,241千円 166,241千円 582,953千円

事務局
〒010-8560

秋田県秋田市山王一丁目１番１号

秋田市市民生活部生活総務課
電話：018-888-5625、ＦＡＸ：018-888-5623
Ｅ－ｍａｉｌ：ro-ctmn@city.akita.lg.jp
４

参加資格要件
本プロポーザルに参加できる者は、単独の法人又は複数の法人による共同事業体

（以下「共同事業体」という。）とし、それぞれ次に掲げる全ての要件に該当する
者とする。
なお、単独の法人又は共同事業体の構成員が別の共同事業体の構成員となること
はできない。
(1) 単独の法人又は共同事業体の構成員は、次に掲げる全ての要件を満たすこと。
ア

地方自治法施行令(昭和25年政令第16号)第167条の４第１項および第２項のい
ずれかの規定に該当しないこと。

イ

公告から受託候補者を決定するまでの間において、会社更生法(平成14年法律
第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225
号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされていないこと。

ウ

公告から受託候補者を決定するまでの間において、秋田市の電気工事Ａ級又
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はＢ級に等級格付されていること。
エ

電気工事業の許可を有しての営業年数が６年以上であること。

オ

公告から受託候補者を決定するまでの間において、本市の指名停止又は入札
参加資格停止期間中でないこと。

カ

電気工事に係る資格を有し、かつ、常勤で３か月以上の雇用関係にある者を
監理技術者又は主任技術者として本業務に専任で配置できること。

(2) 共同事業体は、次に掲げる全ての要件を満たすこと。
ア

共同事業体の構成員数は、３社以内であること。

イ

各構成員の出資比率は、２０パーセント以上であること。ただし、共同事業
体の代表者の出資比率は、構成員中最大であること。

(3) 単独の法人又は共同事業体の構成員のうち１社以上は、次に掲げる要件を満た
すこと。
東北電力株式会社と引込線工事委託契約を締結している業者であること。
５

質問受付
募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。

(1) 受付方法
質問票（様式第１号）を事務局へＦＡＸ又は電子メールで送付すること。
なお、ＦＡＸ又は電子メールの送付後に事務局へ電話で到着確認を行うこと。
(2) 受付期間
令和４年７月５日（火）から令和４年７月１１日（月）午後５時１５分まで。
ただし、電話での到着確認は、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91
号）第１条に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除く日の午前
９時から正午までおよび午後１時から午後５時１５分までとする。
(3) 回答方法
質問に対する回答は、令和４年７月１３日（水）に本市のウェブサイトで質問
内容とその回答を掲載する。
なお、質問への回答内容は、本要領の追加又は修正とみなすものとする。
６

参加手続

(1) 申請書等
申請者は、次に掲げる申請書等を提出すること。
なお、市が必要と認める場合には、申請書等の内容について説明や追加資料の
提出を求めることがある。
ア

参加申請書（様式第２号）
共同事業体として申請する場合は、目的、名称、構成員の所在地および名称、
共同事業体の代表者、代表者の権限、構成員の出資の割合等を記載した共同事
業体協定書（任意様式）の写しを添付すること。
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イ

配置予定技術者調書（様式第３号）

ウ

誓約書（様式第４号）

エ

技術提案書（様式第５－１号）
次の内容について、簡潔に記載すること。
なお、文章を補完するためのイラスト、概念図等の使用は可とし、色数は制
限しない。
(ｱ) 総合的な体制構築についての提案
・ＬＥＤ防犯灯の交換および修繕に当たって、東北電力との契約切替等、必要
に応じて発生する関係機関との連携体制に関すること。
・ＬＥＤ防犯灯の調達並びに交換および修繕の施工等における市内企業の活用
に関すること。
・ＬＥＤ防犯灯の交換および修繕における安定的な製品確保の手段に関するこ
と。
・ＬＥＤ防犯灯交換の工程および修繕状況を管理するための適切な体制に関す
ること。
(ｲ) ＬＥＤ防犯灯の交換についての提案
・ＬＥＤ防犯灯の交換において、トータルコストおよび維持管理性を考慮した
適切な交換計画の策定に関すること。
・交換を適切に行うための人員体制の構築に関すること。
・ＬＥＤ防犯灯の交換に当たって、今後の維持管理に対する、耐久性、汎用性、
メンテナンス性について十分に配慮した施工手順に関すること。
・ＬＥＤ防犯灯の交換計画において、事前に町内会との調整を図るなど周辺住
人に対する配慮に関すること。
(ｳ) ＬＥＤ防犯灯の修繕についての提案
・ＬＥＤ防犯灯の不点灯等の不具合発生から復旧までの手順に関すること。
・ＬＥＤ防犯灯の不点灯等の不具合に対し、早急に対応できる体制の構築に関
すること。
(ｴ) ＬＥＤ防犯灯についての提案
・秋田市ＬＥＤ防犯灯交換および修繕業務委託仕様書のＬＥＤ防犯灯に対する
提案するＬＥＤ防犯灯に関すること。
・ＬＥＤ防犯灯の交換における本市の気候風土、特性等、環境全般への配慮に
関すること。

オ

ＬＥＤ防犯灯性能仕様書（様式第５－２号）

カ

業務実績調書（様式第６号）

キ

概算見積書（様式第７号）および内訳書（任意様式２枚以内）

ク

法人概要書（様式第８号）

(2) 提出方法
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持参により事務局へ提出すること。
なお、提出に当たっては、事前に電話で連絡すること。
(3) 提出期間
令和４年７月５日（火）から令和４年７月２２日（金）まで。ただし、受付時
間は、休日を除く日の午前９時から正午まで、および午後１時から午後５時まで
とする。
(4) 提案数、提出部数
提案数は１提案とし、提出部数は１０部とする。
(5) 費用負担
申請等に要する経費は、申請者の負担とする。
(6) 著作権等
提出された技術提案書等の著作権等は次のとおりとする。
ア

技術提案書等の著作権は、申請者に帰属する。ただし、市は、受託候補者の
決定の公表等に必要な場合には、技術提案書等の内容を無償で使用できるもの
とする。

イ

採用した技術提案書等の著作権は、秋田市に帰属するものとする。

ウ

提出された申請書等については、秋田市情報公開条例（平成９年秋田市条例
第39号）の規定に基づき非公開とすべき箇所を除き、公開することがある。

エ

提出された申請書等は返却しない。

(7) その他
ア

本プロポーザルに当たっては、現地説明会は開催しないものとする。

イ

申請書等を提出した者は、本実施要領等の記載内容に同意したものとみなす。

ウ

提出後における申請書等の再提出、変更および追加は認めない。

エ

申請書等を提出後に申請を取り下げる場合は、辞退届（様式第９号）を提出
すること。

７

審査および選定方法

(1) 候補者の審査
候補者の審査は、別紙「審査基準」に基づき、秋田市ＬＥＤ防犯灯交換および
修繕業務に関する公募型プロポーザル審査委員会設置要綱（令和４年６月２３日
市長決裁）により組織された審査委員会（以下「審査委員会」という。）が行う。
(2) 候補者の選定
候補者の選定は、審査委員会が参加資格要件に基づく申請書等の審査および審
査基準に基づく申請者のプレゼンテーションおよび質疑応答により行う。
(3) 受託候補者の決定
審査委員会は、審査基準に基づく評価を行い、最も評価の高かった者を候補者
として１者、次点者として１者を選定する。その後、秋田市工事請負業者選定審
議委員会において受託候補者を決定する。
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(4) 契約の締結
市は、選定された受託候補者と、契約締結の交渉を行う。契約交渉が不調のと
きは、次点者と契約締結の交渉を行う。
(5) 選定結果の通知および公表
選定された提案者に対しては、書面によりその旨を通知するとともに、選定さ
れなかった者に対しては、書面によりその旨と理由を通知する。また、受託候補
者および次点者に関し、評価点と選定理由を本市のウェブサイトで公表する。
(6) 非選定理由の説明
選定されなかった者は、通知した日の翌日から起算して３日（休日を除く。）
以内に、次に定めるところにより、非選定理由について説明を求めることができ
る。
ア

提出様式
任意様式。ただしＡ４版とする。

イ

提出方法
持参により事務局へ提出すること（休日を除く日の午前９時から正午まで、
および午後１時から午後５時までとする。）。

ウ

回答
市は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して３日（休日を除
く。）以内に、書面により回答を行う。

(7) その他
市は、業者選定後、選定した業者の技術提案書等の内容に拘束されないものと
する。
８

プレゼンテーションおよび質疑応答
審査委員会は、次のとおり、技術提案書等に係るプレゼンテーションおよび質疑

応答を実施し、候補者として１者および次点者として１者を選定する。
なお、申請者が多数の場合、プレゼンテーションを実施する前に、申請書等によ
る予備審査を行う場合がある。
(1) 日時および場所
令和４年８月２日（火）を予定。時間等の詳細は申請者に対して後日通知する。
(2) 出席者
プレゼンテーションの出席者は、単独の法人又は共同事業体に関わらず４名ま
での出席を可とする。
(3) プレゼンテーションおよび質疑応答時間
プレゼンテーションの時間は２０分以内、質疑応答の時間は２０分程度とする。
(4) プレゼンテーションの内容
プレゼンテーションは、提出した技術提案書等に基づき説明を行うものとし、
資料の追加は認めない。
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(5) 使用機材等
スクリーンおよびホワイトボードは秋田市が用意する。その他の機器が必要な
場合は、提案者が準備すること。
９

スケジュール
公募から契約までのスケジュールは、次のとおりとする。
なお、スケジュールは公募時点の予定であり、変更される場合がある。
令和４年７月

10

５日（火）

公告・申請書等受付開始

令和４年７月１１日（月）

質問締切

令和４年７月１３日（水）

質問回答

令和４年７月２２日（金）

申請書等提出期限

令和４年８月

プレゼンテーション

２日（火）

令和４年８月１０日（水）

選定結果の通知および公表

令和４年８月１６日（火）

仮契約

令和４年９月議会

契約議案上程

令和４年９月下旬

本契約

申請書等の無効
次のいずれかに該当する場合は、失格とし申請書等を無効とする。
(1) 参加希望者が、申請書等提出後に参加資格を満たさなくなった場合
(2) 定められた提出先、提出方法および提出期限に適合しない場合
(3) 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
(4) 記載すべき事項以外の内容が記載されている場合
(5) 本実施要領に示された様式および記載上の留意事項に適合しない場合
(6) 虚偽の内容が記載されている場合
(7) 本実施要領に定める手続以外の手法により、審査委員会委員又は関係者に申請
書等に対する援助等を直接的又は間接的に求めた場合
(8) その他、本実施要領に違反すると認められた場合
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