
- 1 - 

 

稲城市内公共施設LED化事業 公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 事業の趣旨 

 

稲城市（以下「本市」という。）では、カーボンニュートラルの実現に向けた温室効果ガスの排出

抑制及び高騰する電気料金の節減による財政負担の軽減を目的として、市内の公共施設の照明につい

て、省エネルギーかつ長寿命のLED照明への更新が必要と考えている。 

本事業の実施にあたっては、照明の交換、配線工事、維持管理等に関して豊富な技術・技能を有す

る民間事業者からの提案を受けることとして、本市にとって最良の提案を選定するために、本募集を

実施するものである。 

応募された提案については、環境配慮、財政効果、取組体制等を総合的に審査し、最も優れた提案

を行った応募者（以下「優先交渉権者」という。）は、本市と基本協定の締結に向けた協議を行い、

合意に至った場合は、リース契約を締結のうえ本事業を実施する。 

 

２ 事業概要 

 

⑴業務名称 

稲城市内公共施設LED化事業 

⑵対象施設 

稲城市内公共施設42施設（「別紙 対象施設一覧表」のとおり） 

 ※優先交渉権者決定後の調整により、対象施設数が変更となる可能性があるため留意すること。 

⑶照明器具の種別及び数量 

「別紙 既存照明設備等内訳表」のとおり 

※優先交渉権者決定後の現地調査の結果等により、既存照明設備等内訳表の内容が変更となる可能

性があるため留意すること。 

※照明配置図については、参加資格があると認められたものに別途電子メールで送付する。 

⑷契約方式 

 ①付帯サービス付きリース契約（以下「リース契約」という。） 

 ②契約年数10年 

※本事業でリースした照明器具は、リース期間終了後、本市に無償譲渡されるものとする。 

⑸事業スケジュール 

 現段階における事業のスケジュールは以下のとおり。ただし、優先交渉権者との協議により変更す

ることがある。 

 ①導入工事期間 契約締結日の翌日から令和８年３月31日まで  

 ②実施報告期限 令和８年３月31日まで 

         ※ただし、各年度の実施経過報告については、年度末毎に提出する。 

③リース期間  導入施設毎に工事終了の翌月から10年間（120月） 

⑹提案限度額（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

リース料金の総額 435,000,000円 

※契約金額の限度額を示すものであり契約額ではない。また、本プロポーザル実施後に市場価格の

大幅な変動、消費税及び地方消費税を含めた税制度の変更等があった場合には、その都度、本市
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との協議により対応を決定する。 

⑺事業内容 

 本事業の契約期間内においては、本事業の目的を達成するために整備するLED照明を、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。 

①LED照明の設置に係る計画、施工、施工監理 

②既設照明のLED照明への更新、リサイクル廃棄処分 

③LED照明の維持管理、保証（リース契約期間中の無償修繕等） 

④リース契約期間終了後のLED照明の本市への所有権帰属 

⑤その他、本事業実施に伴い必要となる事項 

 その他詳細については「別紙 稲城市内公共施設LED化事業 業務仕様書」（以下「仕様書」とい

う。）のとおり。 

 

３ 参加資格 

 

⑴応募者の資格 

①本事業に参加しようとする者（以下「応募者」という。）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。 

②グループで応募する場合は、全構成員を明らかにするとともに、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、本市との協議により認めたときはこの限りではない。 

③応募者は、本要領の内容を十分に遂行できると認められる者であること。 

④応募者は、事業運営、維持管理などを円滑に行うため迅速に対応ができる者であること。 

⑵応募者の役割 

①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：市との対応窓口となり、基本協定締結、リース契約締結等の諸手続を行うほか、

事業遂行の全ての責を負う。 

イ 施工役割：施工に関する全ての業務を実施する。 

ウ その他の役割：上記①、②以外の維持管理や機器の供給等に関する業務を実施する。 

 ②各役割（事業役割を除く。）は、複数事業者での構成も可とする。 

 ③一事業者が複数の役割を兼ねることも可とする。 

④参加表明時は、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。 

⑶応募者の資格要件 

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。 

①事業役割を担う構成員は、東京電子自治体共同運営電子調達サービスに登録があること。ただ

し、登録が無い場合は、本プロポーザル二次審査結果通知後に速やかに登録手続きを行うこと。 

②事業役割を担う構成員は、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すること。 

③施工役割を担う構成員は、建設業法（昭和24年法律第100号）に基づく電気工事に係る主任技術者

が所属する者であること。 
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④施工役割の下請業者又は協力事業者の選定にあたっては、可能な限りLED照明更新工事の実績があ

る地元業者を優先し、地域への経済波及効果に資するよう配慮すること。 

⑤その他の役割を担う構成員は、国又は地方公共団体が実施する類似事業の中で、維持管理業務の

業務実績を有し、リース期間中維持管理を行うことができ、部品供給や代替照明器具の供給が可

能な者であること。 

⑷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。 

①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 

②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受けている者 

③本実施要領の配布日から優先交渉権者の決定までの期間に、稲城市指名業者停止措置要綱（平成

24年１月27日市長決裁）に基づく指名停止措置を受けている者 

④本実施要領の配布日から優先交渉権者の決定までの期間に、稲城市契約における暴力団等排除措

置要綱（平成22年９月10日市長決裁）に基づく排除措置を受けている者 

⑤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、又は民

事再生法（平成11年法律第第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 

⑥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 

⑦都道府県民税・市町村民税、法人税、法人事業税、消費税、地方消費税を滞納している者 

⑧事業者の役員等が、稲城市暴力団排除条例（平成25年条例第３号）第２条第１号から第３号に掲

げる者 

 ⑨応募資格申請書に虚偽の記載をし又は重要な事実について記載をしなかった者 

 

４ 応募に関する留意事項 

 

⑴応募に関する一切の費用は、全て応募者の負担とする。 

⑵提出書類の著作権は応募者に帰属するが、原則として提出書類は返却しない。また、本市は本事業

以外の目的で提出書類を使用しない。ただし、本事業に係る情報公開請求があった場合は、プロポー

ザル方式による業者選定情報に係る情報公開基準（平成21年９月市長決裁）に基づき、提出書類を公

開することができるものとする。 

⑶提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される

第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料または維持管理方法等

を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとする。 

⑷本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、応募者は、応募

にあたって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

⑸応募者は１つの提案しか行うことができない。 

⑹提案書の提出後は、加筆、修正及び差し替えは認めない。ただし、提出期限内での誤字等の軽微な

修正はこの限りではない。 

⑺参加表明書又は提案書に虚偽の記載があったと認められる場合、若しくは重要な事実について記載

しなかった場合は、当該提案書等は無効とする。 

⑻提出書類の提出期限を順守すること。遅延した書類は受理しない。 
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５ 事業スケジュール 

 

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、稲城市の休日を定める条例

（平成元年条例第16号）に定める市の休日には受付を行わない。また、スケジュールは変更となる場

合がある。 

項目 日程 

実施要領等の配布（市ホームページで公開） 令和５年３月17日（金） 

実施要領等に関する質問受付 令和５年３月17日（金）～３月31日（金） 

参加表明書提出期限 令和５年３月31日（金） 

参加資格確認結果の通知 令和５年４月10日（月） 

質問への回答 令和５年４月10日（月） 

提案書等の提出期限 令和５年４月21日（金） 

一次審査（書類審査） ― 

一次審査結果通知 令和５年４月26日（水） 

二次審査（プレゼンテーション審査） 令和５年５月18日（木） 

二次審査結果通知（優先交渉権者の決定） 令和５年５月23日（火） 

優先交渉権者による現地調査 令和５年５月下旬 ～ ６月中旬 

業務内容についての詳細協議 令和５年６月中旬 ～ ６月下旬 

基本協定の締結（予定） 令和５年６月30日（金） 

リース契約 令和５年７月下旬 ～ 

各施設照明設備LED化工事 令和５年８月上旬 ～ 

リース開始・維持管理等 令和５年９月上旬 ～ 

 

６ 提案書等の提出募集に係る手続き 

 

⑴実施要領等の配布 

 実施要領等は、本市ホームページに掲載する。 

⑵質問の受付及び回答 

本実施要領等に対する質問の受付及び回答は、次により行う。 

 ①質問受付期間  

令和５年３月17日（金）～３月31日（金） 午後５時必着 

 ②質問受付方法 

  任意様式により、下記の提出先に電子メールにて送付すること。なお、件名は「稲城市内公共施

設LED化事業に関する質問（〇〇社）」とすること。 

  【送付先】稲城市企画部企画政策課 

       電子メール kikakuseisaku@city.inagi.lg.jp 

 ③回答 

  参加者からの質問事項を取りまとめ、全ての参加者宛に電子メールにて回答する。なお、質問事

項が重複していると市が判断した場合は、整理したうえで回答する。また、本件の趣旨からかけ離

れている質問には回答しない。 
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⑶参加表明書の提出 

①提出期限 

令和５年３月31日（金）午後５時 

②提出先 

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地 

稲城市企画部企画政策課（本庁舎５階） 

③提出方法 

持参（受付時間は土日祝日を除く午前８時30分から午後５時まで。以下同じ。）又は郵送（提出

期限までの必着とし、簡易書留等の配達記録が残る方法に限る。以下同じ。） 

④提出書類 

 下記書類各１部を提出すること。 

ア 参加表明書（様式第１号） 

グループで参加の場合は、代表者名で作成すること。 

イ グループ構成表（様式第２号） 

応募者の構成員を全て明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。なお、単体での応

募の場合は、提出は不要とする。 

ウ 委任状（様式第３号） 

本事業における手続き等の権限に関して、応募者の各構成員からグループ代表者への委任

状を提出すること。なお、単体での応募の場合は、提出は不要とする。 

エ 会社概要（様式第４号） 

所在地、直近３か年決算の状況、職員数などについて記載すること。また、会社の定款、

案内のパンフレット等があれば適宜添付のこと。 

オ 事業実績調書（様式第５号） 

国又は地方公共団体若しくは民間建築物などのLED化事業の実績について記載すること。 

カ 商業・法人登記簿謄本（事業役割を担う事業者のみ） 

現に効力を有する部分の謄本で、参加表明書の提出日前３か月以内に発行されたものに限

る。なお、写しも可とする。 

キ 納税証明書（事業役割を担う事業者のみ） 

最新決算報告をした事業年度の確定申告分の法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証

明書（その３の３）及び契約手続等を行う事業所所在地の官公庁が発行する法人事業税の納

税証明書を提出すること。なお、写しも可とする。 

ク 財務諸表（事業役割を担う事業者のみ） 

最新決算報告をした事業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書など財務諸表を

綴じたもの。なお、写しも可とする。 

⑷参加資格確認結果の通知 

①通知期限 

令和５年４月10日（月） 

 ②通知方法 

  参加表明書に記載された連絡先に電子メールで通知する。 

⑸提案書等の提出 
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①提出期限 

令和５年４月21日（金）午後５時 

②提出先 

〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地 

稲城市企画部企画政策課（本庁舎５階） 

電子メール kikakuseisaku@city.inagi.lg.jp 

③提出方法 

正本については持参又は郵送とし、併せて正本及び副本のデータを電子メールにて送付 

 ④提出書類 

提案書（様式第６号）のほか、次に掲げる書類について、それぞれの書類名を記した表紙とイン

デックスを付け、Ａ４左上ホチキス止めにて綴じたものを正本として１部提出するとともに、当該

データを送付すること。また、副本として提出する各様式については、応募者の情報が判別できな

いように、該当する文言を削除又はマスキングしたうえで送付すること。 

  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 事業実施方針（任意様式） 

グループで参加の場合は、代表者名で作成すること。 

イ 公共施設LED導入計画及び維持管理に関する提案（任意様式） 

   維持管理業務については、LED機器の点検や補修などの計画内容を記載すること。また、

LED機器の不具合を発見又は通報を受けたときの対応、サポート体制、その他災害を含む緊急

時対応方法の考え方について記載すること。 

ウ LED機器に関する提案（任意様式） 

     LED機器については、対象施設の照明設備状況を理解したうえで、場所ごとに必要となる照

度を確保できる機器を選定すること。また、選定においては可能な限り既設照明器具を再利

用する提案であることとし、劣化、破損等により再利用が望ましくない器具においては既設

照明器具の撤去及び新規取付の提案であること。また、使用するLED照明の生産体制及び供給

体制、ワット数その他エネルギーの消費状況の評価内容、器具仕様に関する内容説明などに

ついて記載すること。 

エ 事業工程表（任意様式） 

     設置工事の工程管理、安全管理などについて記載すること。 

オ 契約終了後の対応（任意様式） 

   リース契約終了後の対応、本設備の取扱いについて記載すること。 

カ 見積書（任意様式） 

本事業に要する経費全体の経費（リース料を含む）について見積りを行うこと。施設ごと

の金額及び照明器具ごとの単価（機器費、更新工事費、諸経費及びリース料等を含む。）が

分かる内訳明細書を添付すること。 

⑹参加辞退 

参加資格確認結果の通知を受けた応募者が参加を辞退する場合は、提案書等提出期限までに提案辞

退届（任意様式）を事務局に持参若しくは郵送にて提出又はデータを電子メールにて提出すること。 
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７ 一次審査（書面審査） 

 

 提案書等の提出期限経過後、稲城市内公共施設LED化事業実施事業者選定委員会（以下「選定委員

会」という。）において、稲城市内公共施設LED化事業実施事業者の公募に係る評価要領（以下「評価

要領」という。）に基づき、速やかに一次審査（書面審査）を実施する。一次審査の結果について

は、参加表明書に記載された連絡先に電子メールで通知する。 

なお、応募者数が６者以上あった場合については、一次審査において二次審査（プレゼンテーショ

ン審査）の対象となる５者を選出することとする。 

 

８ 二次審査（プレゼンテーション審査） 

 

二次審査の対象となった者を対象として、選定委員会において、評価要領に基づき二次審査（プレ

ゼンテーション審査）を実施する。 

⑴開催日 

令和５年５月18日（木） 

⑵説明時間等 

各応募者の説明時間は20分以内とし、説明者は本事業に主に携わる予定の担当者とすること。質疑

応答時間については30分以内とし、計50分程度とする。 

プレゼンテーションは非公開とし、他の事業者による傍聴は認めない。その他詳細（開催場所、開

催時間、参加人数、注意事項等）に関しては、一次審査の結果と合わせて、令和５年４月26日（水）

までに応募者（グループの場合はその代表者）に別途通知する。 

⑶会場機材 

プロジェクター及びスクリーンを使用する場合は、事前に連絡をすること。なお、会場で使用する

プロジェクターのコネクタは「HDMI」または「ミニD-Sub15ピン」とする。 

⑷説明資料 

説明時にプロジェクターで投影する資料は、提出書類とは別に作成することを可とする。ただし、

内容については、提出書類に記載された範囲内で、説明用に編集を加えたものとする。この場合、説

明資料のデータをプレゼンテーション前日までに電子メールにて送付すること。 

 

９ 優先交渉権者の決定 

 

⑴優先交渉権者の決定 

選定委員会の委員（以下「委員」という。）は、評価要領に記載の評価の項目及び配点に基づき各

応募者の評価点を算出する。各委員の採点の集計により、各応募者の合計点をそれぞれ算出し、最も

点数の高かったものを優先交渉権者、次に高かったものを次点交渉権者として決定する。 

なお、合計点が最も高く、かつ、同点となった場合には、提案見積額がより低い者を優先交渉権者

とし、次に低い者を次点交渉権者とする。 

⑵応募者が１者のみの場合の取扱い 

応募者が１者のみの場合であっても、あらかじめ定めた最低基準点に達しない者は優先交渉権者と

して決定しない。 
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10 選考結果の通知及び公表 

 

⑴通知日 

令和５年５月23日（火） 

⑵通知方法 

参加表明書に記載された連絡先に電子メールで通知する。 

⑶選考結果の公表 

次に掲げる情報については、選考結果通知後に本市ホームページで公開する。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。 

①優先交渉権者（グループの場合は代表者）の事業者名及び所在地 

②次点交渉権者（グループの場合は代表者）の事業者名及び所在地 

 

11 基本協定及びリース契約に関する事項 

 

⑴現地調査及び詳細協議 

優先交渉権者は、契約対象となる施設について現地調査を行ったうえで、本市が指定する方式によ

り改めて見積書を提出すること。また、提案内容及び現地調査の結果等を踏まえ、本市と業務内容に

ついて詳細協議を行うとともに、基本協定の締結内容に関する調整に応じること。 

⑵基本協定の締結 

業務内容等について本市と協議が成立した後、基本協定を締結する。なお、本市と優先交渉権者と

の詳細協議の結果、双方が合意しない場合など基本協定の締結が不可能となった場合には、次点交渉

権者と詳細協議を行う。 

⑶リース契約の締結 

基本協定に基づき、随意契約の方法によりリース契約の手続きを行う。契約等に関する事務手続き

は、市の条例及び規則等の定めるところによるものとする。 

⑷リース契約の枠組み 

①契約当事者 

本市（発注者）及びリース事業者（受注者） 

②締結時期 

令和５年７月下旬以降（施工する施設ごとに順次締結） 

③契約の概要 

基本協定に基づき締結するものであり、受注者が遂行すべき業務に関する内容、金額、支払方法

等を定める。 

④契約金額 

提案書等で提示された金額を基に、現地調査及び詳細協議の結果を踏まえ決定する。 

⑶事業実施におけるリスク分担 

提案が達成しないことによる損失は、原則として受注者が負担する。ただし、本市の指示又は過失

に起因するものや天災等の事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、別途協議を行うものと

する。 
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12 失格要件 

 

次の要件に一つでも該当する場合は、失格となる。 

⑴提出書類に関して次のいずれかに該当する場合 

① 提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合 

② 指定する様式及び記載上の留意事項等に示す条件に適合しない場合 

③ 記載すべき事項の全部または一部が記載されていない場合 

④ 虚偽の内容が記載されている場合 

⑤ 見積書に記載された金額が提案限度額を超えている場合 

⑵基本協定の締結に向けた協議に応じなかった場合 

⑶この要領に定める手続き以外の手法により、委員または関係者に対して援助を直接又は間接に求め

た場合 

⑷提案に際して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）に抵触する

行為をした場合 

⑸「３ 参加資格」に定める資格を失った場合 

⑹優先交渉権者の都合により、契約内容について提案内容から著しい変更が必要となった場合 

⑺その他不正な行為があった場合 

 

13 事業実施に関する留意事項 

 

⑴誠実な業務遂行 

① 受注者は、実施要領及び配布資料諸条件に沿って誠実に業務を遂行すること。 

② 業務遂行にあたり疑義が生じた場合には、市との間で誠意をもって協議すること。 

③ 業務の遂行上知り得た内容は、他人に漏らさないこと。 

⑵事業契約期間中の事業者との関わり 

 受注者は、自らの責任において事業を遂行する。市は契約書等に定められた方法により、事業実施

状況について確認を行う。 

⑶円滑な業務遂行を図るための市内電気事業者の特例 

①施工時において、受注者が円滑な業務遂行のためやむを得ないと判断するときは、市と協議のう

え、市内電気事業者に限り施工役割に追加できるものとする。なお、この特例の適用にあたって

は、当該市内事業者がプロポーザル応募時に他のグループの構成員となっていた場合であって

も、これを可とする。 

②特例の適用にあたっては、市と協議書を取り交わすほか、当該市内事業者について会社概要（様

式第４号）及び事業実績調書（様式第５号）を作成のうえ、市に提出するものとする。 

⑷事業の継続が困難となった場合における措置 

 ① 受注者の責に帰するべき事由により事業継続が困難となった場合又はその恐れが生じた場合、市

は受注者に対して改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができ

る。この場合において、受注者が当該期間内に改善することができなかった場合には、市は、受

注者との契約を解除することができるものとする。 

 ② 受注者が倒産し、又は受注者の財務状況が著しく悪化し、契約に基づく事業の継続が困難と認め

られる場合には、市は受注者との契約を解除することができる。 
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 ③ 上記①又は②により契約を解除した場合には、受注者は、市に生じた損害を賠償しなければなら

ない。 

 ④ 不可抗力その他、市又は受注者の責に帰することができない事由により事業の継続が困難となっ

た場合には、市と受注者は、事業継続の可否について協議する。 

 

14 その他 

 

⑴応募者は、参加申込書の提出をもって本実施要領等の記載内容を承諾したものとみなす。 

⑵本市は優先交渉権者決定後、契約内容について優先交渉権者の提案に拘束を受けないものとする。 

⑶新型コロナウイルス感染症等の影響により、日程及び内容について変更が生じる場合は、本市ホー

ムページで公表するものとする。 

⑷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。 

 

15 問合せ先 

 

〒206-8601 

東京都稲城市東長沼2111番地 

稲城市役所 企画部 企画政策課 

電 話 042-378-2111（内線534） 

ＦＡＸ 042-377-4781 

電子メール kikakuseisaku@city.inagi.lg.jp 

 


