
とべもりゼロカーボン夢プロジェクト計画策定業務委託 

企画提案公募（プロポーザル）実施要領 

 

 

１ 目的 

本業務は、2050 年の脱炭素社会の実現に向けて、先行したゼロカーボン達成事例を

つくり、過程を含めて積極的に情報発信することにより、他への波及を図り、脱炭素

の取組みを加速させていくため、「とべもり」でのゼロカーボンを達成するためのモデ

ルプランを作成することを目的とする。 

 

２ 委託業務の名称 

とべもりゼロカーボン夢プロジェクト計画策定業務 

 

３ 委託業務の内容  

別紙「とべもりゼロカーボン夢プロジェクト計画策定業務委託 仕様書」（以下「仕

様書」という。）のとおり。 

 

４ 委託期間 

契約締結の日から令和５年２月 10 日（金）まで 

 

５ 委託上限額 

金 9,999,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

ただし、この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を

示すものであることに留意すること。 

 

６ 事業者の公募及び選定 

公募型プロポーザル方式で実施する。 

受託を希望する事業者は、参加申込書、企画提案書等を提出期限までに提出するこ

と。 

提案内容を審査の上、最優秀提案事業者（評価結果が最上位の事業者）を委託契約

候補者として選定する。 

 

７ スケジュール 

（１）募集開始           令和４年５月 26 日（木） 

（２）質問受付期限         令和４年６月９日（木）午後５時 15 分 

（３）参加申込書受付期限      令和４年６月９日（木）午後５時 15 分 

（４）質問回答            令和４年６月 13 日（月） 

（５）企画提案書受付期限       令和４年６月 16 日（木）午後５時 15 分 

（６）プレゼンテーション審査(予定) 令和４年６月 22 日（水） 

（７）結果通知(予定)        令和４年６月 24 日（金） 



 

８ 企画提案公募（プロポーザル）の参加資格 

  本委託事業の実施に必要な能力を有し、次に掲げる要件を満たしている法人その他

の団体とする。 

（１）令和２～４年度愛媛県競争入札参加資格者名簿に登録済み又はプロポーザルの参

加表明時に愛媛県競争入札参加資格取得に必要な書類一式を提出できること。 

（２）企画提案書の受付開始の日から提出期限の日までの間、愛媛県知事が行う入札参

加停止措置の期間中にないこと。 

（３）会社更生法（昭和 27 年法律 172 号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされ

ている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）、又は民事再生法（平成 11

年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始

の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（４）以下に該当する者が役員の企業・団体でないこと。 

  ア 法律行為を行う能力を有しない者 

  イ 破産者で復権を得ない者 

  ウ 禁錮以上の刑に処せられている者 

（５）次のアからオのいずれにも該当しない者であること。 

  ア 役員等（個人である場合にあっては当該個人をいい、法人である場合にあって

は当該法人の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者を

いう。以下各号において同じ。）が暴力団員等（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 号。以下「暴対法」という。）第２条第６

号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以

下各号において同じ。））であると認められる者 

  イ 暴力団（暴対法第２条第２項に規定する暴力団をいう。以下各号において同

じ。）であると認められる者 

  ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められる者 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上利益の供与又は不当に優先的

な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、関与

していると認められる者 

  オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められる者 

（６）宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体や個人でないこと。 

（７）民間企業、NPO 法人、その他の法人（公益法人等）又は法人以外の団体等であっ

て、現金出納簿等の会計関係帳簿類を整備していること。 

（８）平成 29 年度以降、本委託業務と同種又は類似の業務を受託した実績を有する者

であること。 

 

９ 実施要領等の配布 

（１）配布期間 

   令和４年５月 26 日（木）から令和４年６月９日（木）までの執務時間中（祝日を



除く月曜日から金曜日までの午前８時 30 分から午後５時 15 分まで） 

（２）配布方法 

   愛媛県のホームページからのダウンロードによるほか、下記の「17 問合せ先・提

出先」で配布する。 

 

10 参加希望者等の確認 

（１）提出書類及び提出部数 

   次に掲げる参加申込書及び添付書類を、各１部提出すること。 

ア 参加申込書（様式１） 

   イ 同種・類似業務実績整理表（様式２） 

ウ 実施体制表（様式３） 

   エ 業務担当者調書（様式４） 

   ※ 会社概要等のパンフレット類がある場合は、それを添付すること。 

（２）提出期間 

令和４年５月 26 日（木）から令和４年６月９日（木）までの執務時間中（祝日を

除く月曜日から金曜日までの午前８時 30 分から午後５時 15 分まで） 

（３）提出方法 

持参又は郵送により、下記の「17 問合せ先・提出先」へ提出すること。 

なお、郵送の場合は、書留又は簡易書留により送付すること。 

（４）その他 

   参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は、辞退届（様式５）を提出すること。 

 

11 質問の受付 

  募集内容に関する質問を次のとおり受け付ける。 

（１）受付期間 

   令和４年５月 26 日（木）から令和４年６月９日（木）までの執務時間中（祝日を

除く月曜日から金曜日までの午前８時 30 分から午後５時 15 分まで） 

（２）受付方法 

   電子メールにより、下記の「17 問合せ先・提出先」宛てに質問書（様式６）を提

出すること。（電話、来訪など口頭による質問は受け付けない。） 

（３）回答方法 

   質問書に記載された担当者連絡先に対し、電子メールにより随時回答を送付する。 

   質問及び回答内容は、参加希望書の提出があった全ての者に対し、参加申込書に

記載された連絡先に電子メールで通知する。ただし、質問又は回答の内容が、質問

者の具体の提案内容に密接に関わるものについては、質問者に対してのみ回答する。 

 

12 企画提案の提出手続 

プロポーザル参加者は、次により企画提案書を提出するものとする。 

（１）提出物及び提出部数 

  ア 企画提案書送付文（様式７）・・・・・・１部 



  イ 企画提案書 ・・・・・・・・・・・・・６部 

・Ａ４判、縦型、横書き、左綴じ（Ａ３折込可）、ページ数制限なし（着色可） 

・委託予定事項の作業スケジュールを示すこと（様式任意） 

  ウ 見積書（様式任意）・・・・・・・・・・１部 

    ・提案に必要な一切の経費を含めること。 

（２）提出期間 

令和４年５月 26 日（木）から令和４年６月 16 日（木）までの執務時間中（祝日

を除く月曜日から金曜日までの午前８時 30 分から午後５時 15 分まで） 

（３）提出方法 

持参又は郵送により、下記の「17 問合せ先・提出先」へ提出すること。 

なお、郵送の場合は、書留又は簡易書留により送付すること。 

（４）留意事項 

  ア 企画提案書提出後の再提出及び差替えは、原則として認めない。ただし、県か

ら、書類の不足・不備の補完、内容不明点の確認のほか、必要に応じて追加資料

の提出をお願いする場合がある。 

  イ 提出された企画提案書は、返却しない。 

  ウ 企画提案書の提出は、参加者１者につき１回のみとし、複数の提案をすること

はできない。 

 

13 選定方法 

（１）選定に当たっては、県が設置する審査委員会において、別紙「評価基準」に基づ

き、企画提案書等の評価を行い、最優秀提案者を選定する。 

（２）１企画提案書あたり 20 分以内で説明を行い、説明終了後に選定委員が質問を行

う。１企画提案書あたりのプレゼンテーションの時間は、説明と質疑を含めて合計

30 分以内とする。 

   なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、選定審査会をオンライン開催

とする場合がある。 

（３）プレゼンテーションの実施日時、場所等については次のとおり。 

   日時：令和４年６月 22 日（水）（予定） 

   場所：愛媛県庁内（愛媛県松山市一番町四丁目４－２） 

   ※詳細日程等は、文書で各提案者に通知する。   

（４）次のいずれかに該当するときは、選定の対象から除外する。 

  ア 上限額を超える金額での企画提案書の提出があったとき。 

  イ 企画提案書の提出後に参加資格を満たさないことが判明したとき。 

  ウ プレゼンテーションを欠席したとき。（プレゼンテーション審査の場合） 

  エ その他、企画提案者を委託先とすることが著しく不適当と認められる事実が判

明したとき。 

（５）企画提案者が１者の場合であっても企画提案等の評価を行い、委託業者としての 

可否を審査する。 

 



 

14 審査結果 

  審査の結果は、全ての提案者に書面で通知する。 

なお、審査結果に関する質問は、一切受け付けない。 

 

15 契約の方法 

（１）委託契約に当たっては、選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするもので

はなく、最優秀提案者と提案内容に沿って契約内容についての協議・調整を行った

上で、県と提案者の双方が合意に至った場合に契約を締結する。なお、協議等の結

果に基づき、企画提案内容の一部を変更する場合がある。 

（２）別添「とべもりゼロカーボン夢プロジェクト計画策定業務委託 仕様書」は、最

優秀提案者の企画提案内容によっては、県と提案者との協議等の結果に基づき、委

託業務内容の追加、又は修正する場合がある。 

（３）契約保証金は、愛媛県会計規則第 152 条の規定により、契約金額に契約保証金の

率（10 分の１以上）を乗じた額を納付する必要がある。ただし、同規則第 154 条の

規定に該当する場合は免除する。 

（４）最優秀提案者が正当な理由なく契約を締結しないとき、又は協議が整わなかった

ときは、その選定を取り消すとともに、審査委員会において次点となった者を最優

秀提案者とし、契約内容についての協議等を行った上で、契約を締結することとす

る。 

 

16 その他留意事項 

（１）企画提案書の作成及び提出に要する経費は、全て提案者の負担とする。 

（２）提出された書類は、選定作業のため必要最小限の範囲で複写することがある。 

（３）提出された書類は、愛媛県情報公開条例（平成 10 年愛媛県条例第 27 号）に基づ

く情報公開の対象となる。 

 

 

17 問合せ先・提出先 

〒790－8570 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２ 

         愛媛県県民環境部環境局環境政策課 温暖化対策グループ 

         TEL：089－912－2349  FAX：089－912－2344 

         E メール：kankyou@pref.ehime.lg.jp 

 


