
宗像市学校施設電力需給業務プロポーザル実施要領 

 

 電力の自由化に伴い、学校施設の電力需給契約の見直しを行い、電気料金の削減を図るため、

学校施設電力需給契約者をプロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものと

する。 

 

１． 対象施設 

【別紙１】「需要場所等一覧」のとおり 

※玄海小学校と玄海中学校は、１校で契約をしている。 

※地島小学校は低圧電力契約のため、対象外とする。 

 

２． 電力に関する仕様 

（１） 供給電気方式 交流３相３線式 

（２） 供給電圧（標準電圧） 6,000Ｖ 

（３） 標準周波数 60Hz 

 

３． 対象施設における契約電力の実績 

【別紙２】「最大需要電力及び使用電力量の実績値」のとおり 

 

４． 契約期間 

令和２年１２月１日から令和５年１１月３０日まで 

 

５． 提案上限額 268,290,000円（3年間総額、消費税及び地方消費税含む） 

 

６． 参加資格等 

本プロポーザルの参加資格は、次の条件をすべて満たす法人とする。 

（１） 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）第 2条の 2の規定に基づき小売電気事業者の

登録を受けている者（以下「登録小売電気事業者」という。）であること。 

（２） 宗像市の入札参加資格を有するとともに、指名停止期間中でないこと及び、国又は

他の自治体において、指名停止期間中でないこと。 

（３） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定のいずれにも該当

していないこと。 

（４） 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 6

号に規定する暴力団員でないこと。法人の場合は、役員等が暴力団員でないこと。

また、暴力団員が経営に事実上参加していないこと。 

（５） 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再

生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない

こと。 

（６） 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続き開始の申立てをしている者で

ないこと。 

（７） 国税、県税及び市税の滞納がないこと。 

（８） 国又は地方公共団体への電力供給の実績があること。 

 

７． 参加手続き等 

（１） 参加表明書の提出 

   本プロポーザルに参加しようとする者は、次のとおり別添の「参加表明書」（様式１）

を１部提出するものとする。 

① 提出期限  令和 2年 8月 31日（月）午後 5時まで 



② 提出先   〒811-3492 福岡県宗像市東郷 1-1-1 

      宗像市教育委員会 学校管理課 

      ℡ 0940-36-1322 FAX 0940-37-1525 

③ 提出方法  持参又は郵送（FAXでも可。ただし、提案書提出時までに原本を 

提出すること。） 

（２） 質疑書の提出及び回答 

本プロポーザルに参加しようとする者で、質疑がある場合は、次のとおり別添の「質

疑書」（様式２）を提出するものとする。 

なお、質疑は質疑書により行うこととし、電話や口頭などによる質疑は受付けない。 

① 提出期限  令和 2年 9月 2日（水）午後 5時まで 

② 提出先   〒811-3492 福岡県宗像市東郷 1-1-1 

      宗像市教育委員会 学校管理課 

      ℡ 0940-36-1322 FAX 0940-37-1525 

③ 提出方法  質疑書を FAXで送信し、その旨を電話で提出先に連絡する。質疑 

がない場合でも、その旨を質疑書に記載し、提出期限までに FAX で

送信すること。 

④ 回答方法  令和 2年 9月 4日（金）午後 5時までに、本プロポーザルの参加 

  者全員に FAXで回答書を送信する。 

なお、質疑がない場合、回答書は送信しない。 

（３） 業務提案書の提出 

① 提出書類 

（ア） 【別紙２】をもとに算出した基本料金、夏季料金、その他季料金での電気使

用料の総電気料金及び学校ごとの月別電気料金⇒(様式３)(様式４) 

（イ） 「特定事業者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出の算定に関する省令」及

び「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」に基づき電気事業者

（一般電気事業者及び特定規模電気事業者）ごとに算出・公表される調整後

排出係数⇒（様式５） 

（ウ） 国又は地方公共団体への電力供給実績が確認できる書類（契約書の写し等） 

（エ） 学校・地域への貢献、その他効果的な提案⇒任意様式 

② 提出方法 持参又は郵送。ただし、郵送の場合は期日までに必着とする。 

③  提出期間 令和 2年 9月 4日（金）から令和 2年 9月 17日（木）午後 5時まで

（窓口提出については、土日を除く）。 

④  提出部数 各 6部（原本 1部、副本 5部） 

⑤  提出先  上記、参加表明書の提出先と同様 

 

 

８． 事業者の選定方法 

（１） 選定委員会 

  事業者の選定は、「宗像市学校施設電力需給契約者選定委員会（以下「選定委員会」

という。）」において行う。選定委員会の詳細については、別紙「宗像市学校施設電力需

給契約者選定委員会設置要領」のとおりとする。 

（２） 選定方法 

① 本プロポーザル参加者は、提出された業務提案書についてプレゼンテーションを

行うものとする。また、選定委員会は業務提案書及びプレゼンテーションについ

て提案者から説明を求めるためヒアリングを行う。 

② プレゼンテーション及びヒアリングの日時及び場所については、別途プロポーザ

ル参加者に通知する。 

（３） 選定方法 

  選定委員会において、実施要領 15 に示す評価基準に基づき業務提案書、プレゼンテ



ーション及びヒアリングの内容を総合的に審査し、事業者の選定を行う。 

 

９． 電力量の検針方法 

事業者の提案による 

10.支払方法 

月ごとの支払いとし、年１２回払いとする。 

 

11.契約方法及び積算方法 

（１） 契約方法 

あらかじめ３年契約した際の月額基本料金(単価)及び月別電気量料金(単価)を定め、

各施設、月ごとに契約電力及び使用実績に応じて支払う単価契約とする。 

（２） 積算方法 

 ア 全般 

  【別紙２】の「最大需用電力及び使用電力の実績値」を基に、月額基本料金(単価)、

月別電気量料金(単価)を算出し、１年間の対象施設にかかる料金（以下、「総電気料金」

という。）を積算すること。（ただし、契約期間は３年間） 

各単価には、消費税及び地方消費税額を含むものとする。 

 イ 算定基準 

（ア） 入札価格の算定にあたって力率は 100％とし、再生可能エネルギー賦課金、燃料

調整費及び事業者独自の割引等を考慮し、総電気料金に反映させること。 

（イ） 契約電力及び最大需用電力の単位は１kw とし、その端数は小数点以下第１位で

四捨五入する。 

（ウ） 電力使用量の単位は１kwhとし、その端数は小数点以下第１位で四捨五入する。 

（エ） 料金その他の計算における合計金額の単位は１円とし、その端数は小数点以下

を切り捨てる。 

（オ） 基本料金（単価）及び月別電気量料金（単価）については、小数点以下第二位

までとし、その端数は切り捨てる。 

（カ） 消費税及び地方消費税額の単位は１円とし、その端数は小数点以下を切り捨て

る。 

 

12. 事業者選定までのスケジュール 

募集要領の告知 令和 2年 8月 24日 

参加表明書の受付 令和 2年 8月 24日～8月 31日 

質疑書の受付 令和 2年 8月 27日～9月 2日 

質疑書の回答 令和 2年 9月 4日 

業務提案書の受付 令和 2年 9月 4日～9月 17日 

審査 令和 2年 9月 28日（予定） 

結果通知 令和 2年 9月下旬 

 

 

13.失格事項 

 （１）提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

 （２）提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しないもの。 

 （３）提案書等提出期限後に総電気料金及び各単価料金の金額に訂正を行ったもの。 

 （４）プレゼンテーション等に出席しなかったもの。 

 （５）虚偽の申請を行い、提案資格を得たもの。 

 （６）提示した総電気料金が、提案上限価格を超過したもの。 

 



 

14.その他留意事項 

 （１）提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

 （２）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、入札参加停止

措置を行うことがある。 

 （３）提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には提出者に無断で使用しない。 

 （４）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とする。 

 （５）宗像市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示の対象文書と

なります。ただし、事業を営むうえで、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は不開示となる場合があるので、この情報に該当すると

考えられる部分がある場合には、あらかじめ文書により申し出ること。なお、本プロ

ポーザルの受託候補者特定前において、決定に影響が出る恐れがある情報については

決定後の開示とする。 

 

15.評価基準 

（１）価格点  配点７０点 

   実施要領７（３）①（ア）に規定する算定方法により算出した総電気料金について、下

記の算定式により各社の点数を採点する。 

   価格点＝（最低見積価格÷見積価格）×配点（７０点） 

（２）環境配慮点 配点１０点 

 実施要領７（３）①（イ）に規定する調整後排出係数について、下表に基づく点数を加

点する。 

調整後排出係数 配点 

0.475未満 10 

0.475以上     0.550未満 8 

0.550以上     0.650未満 6 

0.650以上      0.750未満 4 

0.750以上 2 

（３）地域貢献度 配点２０点 

   地域への貢献及び宗像市立学校運営への協力に効果的な提案がなされているか等。 

 

 

16．事務局 

  宗像市学校管理課管理係 

  住所 宗像市東郷１－１－１ 

  TEL 0940-36-1322    FAX 0940-37-1525 

 


