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米子市水道局新庁舎太陽光発電屋根貸し事業公募要項 

 

平成２８年８月２６日 

１ 趣旨 

米子市水道局は、人と環境にやさしい「環境負荷の低減に努め、自然エネルギーを活用

した省エネ型庁舎」を基本方針として、平成２８年５月から新庁舎建設に着手することと

なりました。 

つきましては、地域環境に配慮した循環型の街づくりを目指し、再生可能エネルギーの

導入を図ることとしており、新庁舎を建設するに当り、太陽光発電屋根貸し事業を実施す

るものです。 

 

２ 使用者の選定方法 

 使用者の選定については、公募型プロポーザル方式を採用し、設置する太陽光発電設備

とその附属設備（以下「発電設備」という。）及び事業内容等の提案をしていただき、内容

について審査を行った上で、使用予定者を選定いたします。 

 使用予定者として選定された事業者は、各関係機関との協議及び調整を経た上で、米子

市水道局の行政財産使用許可を受け、使用者となることができます。 

 

３ 応募資格 

（１）資格要件 

本プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす法人と

します。 

① 米子市、境港市又は西伯郡日吉津村内に本店があること。 

② 米子市水道局の競争入札における指名停止措置を受けていないこと。 

③ 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定による破産手続開始の申立て、会社更生 

法（平成１４年法律第１５４条）の規定による再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）の規定による再生手続開始の申立てがなされていない 

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の規定により入札参 

加資格を有しない者でないこと。 

⑤ 次に掲げる税金の滞納がないこと。 

ア 米子市税、境港市税又は日吉津村税 

イ 消費税及び地方消費税 

⑥ 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）第２条第

２号に規定する暴力団（以下「暴力団員」という。）でないこと。 
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⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する

者を経営に関与させていないこと。 

 

４公募概要 

（１）対象施設 

① 場  所 米子市車尾南二丁目８番１号 米子市水道局新庁舎 

② 完成予定 平成２９年６月末 

③ 建築概要 鉄筋コンクリート造り３階建 延べ床面積 約３，３００㎡ 

④ 太陽光発電パネル設置可能面積  ３４１．０㎡ 

大屋根部（フッ素ガルバリウム鋼板製 １４９．６㎡） 

小屋根部（フッ素ガルバリウム鋼板製 ５６．４㎡） 

平面屋根部（コンクリート製 １３５．０㎡） 

 ※積載重量は屋根部、平面屋根部とも３０kg/㎡を超えないこととします。 

（２）提案内容についての条件 

 ① 事業の開始 

平成２９年６月末までに全ての工事を完了し、新庁舎完成引渡しと同時に発電を開

始していただきます。 

 ② 使用期間 

使用期間については、売電期間並びに発電設備の設置及び撤去並びに原状回復に要

する期間とし、２１年を限度として協定で定めるものとします。 

施設の使用に当たっては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４

第７項及び準用する米子市公有財産規則（平成１７年米子市規則第４２号）第２１条

の規定に基づき、行政財産の使用に関する許可を受ける必要があります。この許可は

５年ごとに更新することとします。 

 ③ 使用料 

  ア 使用料の算出 

使用料は、年額をもって定め、下記の計算式により算出した額とします（１円未

満の端数は切り捨て）。 

    「公募提示係数」については、１００分の３以上の任意の数値を提案して下さい。 

 調達価格×太陽電池の容量の合計（kw）×1，000×公募提示係数×108／100  

※調達価格とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措

置法（平成２３年法律第１０８号）第３条第１項に規定する調達価格をいい、使用

者に適用される調達価格とします。 

なお、米子市行政財産使用料条例が改正された場合は、その改正後の米子市行政

財産使用料条例の規定に従うこととします。 
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  イ 使用料の納付 

    使用料は、初年度は、行政財産の使用許可後に年額のうち当該年度における使用

許可の期間に相応する額を、第２年度以降の年度は、当該年度の当初に当該年度分

の全額を納付していただきます。 

また、使用者の責めに帰さない理由により屋根等を使用することができない期間 

がある場合には、その期間に応じて使用料を還付するものとします。 

④  太陽光発電設備の設置 

    参加申込みをした者は、使用者が遵守すべき事項を満たした上で、本事業の趣旨

に反映する提案を行ってください。 

 発電設備を設置する場所は、庁舎建設事業建築主体工事、庁舎建設事業電気設備

工事設計図面に記された位置に設置すること。 

    設置する「発電設備」に関し、次に掲げる項目について検討し、その内容を提示

してください。 

    また、設置工事に当たっては、米子市、境港市又は西伯郡日吉津村内に本店があ

る地元企業による受注の機会の確保に努めてください。 

  ア 太陽光発電設備の仕様（発電量は５０ｋｗ未満とする） 

    太陽光パネル、パワーコンディショナー。接続箱、取付架台等の主な設備の製造

メーカー名、製品の型番、数量など。 

※屋上平面部には、太陽光パネル設置用基礎（コンクリート製、５００×５００×H

５００、２０個）及び屋上から引込み電柱までの配線用配管は、建築主体工事及

び電気設備工事において米子市水道局の負担により設置します。 

  イ システム基本設計図詳細配置図等 

    屋根におけるソーラーアレイの配置、発電・送電システム構成、配線及びパワー

コンディショナーの配置位置。 

  ウ 設置工事の工法等 

屋根に架台を設置する工法及び防水施工の工法並びにこれらを表した図面。 

    実際に発電設備の設置に係る工事を施工する際には、施工前に発注者監督員及び

建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事受注者並びに建築主体工事施工監理業

務受託者協議し、施工期間等を定めることとなりますので、留意してください。 

  エ 太陽光発電設備を設置する施設の構造上の安全性等の確認 

建築主体実施設計において、太陽光パネル等発電設備の重量は、屋根などの耐久

性に加味して設計してあるが、実際に設置する発電設備が施設の構造上の安全性を

確保した設備設計としてください。 

  オ 施設運営にメリットのある取組の提案 

施設運営にメリットのある取組（例：環境教育の教材としての活用等）を提案し

てください。 
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  カ 地域貢献度 

米子市、境港市又は西伯郡日吉津村内にある企業への発注等、地域に寄与する取

組を提案してください。 

⑤  太陽光発電設備設置後の管理体制 

    事業期間中において必要な法定点検、部品交換等のメンテナンスを行うため、「発

電設備」を設置した後の管理方法等に関し、次に掲げる項目について検討し、その

内容を提示してください。 

ア 管理業務を行う事業者 

「発電設備」の管理業務を行う事業者の概要（名称、代表者職氏名、所在地、設立

年月日、資本金、従業員数、主な事業内容及び実績等）、人員体制、緊急時等の連絡

体制等 

 管理業務の委託に当たっては、米子市、境港市又は西伯郡日吉津村内の地元企業

による受注の機会の確保に努めてください。 

イ 発電量の確認及び定期点検等 

日々の発電量を確認する方法及び体制並びに維持管理のための定期点検等の時期、

回数及び内容。 

  ウ 工事施工・防水施工に係る保証 

    工事施工及び工事部分の防水施工に係る保証者、保証期間及び保証内容。 

 エ 損害保険・賠償責任保険 

契約の締結を予定している損害保険又は賠償責任保険の内容及び保険金額。 

（３）事業に係るその他の条件 

 ① 費用負担 

   「発電設備」の設計、材料、工事、各種手続等に係る一切の費用は、使用者が負担

するものとします。 

 ② 事業終了後等の発電設備の取扱い 

    事業を終了した場合には、使用者の費用負担により、「発電設備」の撤去を行い、

屋根等の原状回復を行うものとします。 

 ③ 事業期間中の施設の廃止等 

    事業の期間の途中で、米子市水道局側の事情により「発電設備」を継続して設置

することができなくなった場合の取扱いについては、協定書において定めることと

します。 

 ④ 損害賠償責任 

    使用者が屋根等を破損し、又は滅失した場合、設備の故障により送電設備に影響

を与えた場合等には、使用者が、その損害を賠償する義務を負います。 

  また、発電設備等の設置及び管理に関する瑕疵により、庁舎の利用者又は第三者  

に身体及び財産上の損害を与えた場合についても、同様とします。 
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⑤ 事業報告 

    各年度の発電量実績を、その翌年度の４月末までに、米子市水道局に報告してく

ださい。 

⑥ 雨漏り等の対応 

   「発電設備」の設置が原因で、庁舎に雨漏りその他不具合が生じた場合は、使用者

の費用負担により修繕工事等を行っていただきます。また、雨漏りその他不具合の

原因が、「発電設備」の設置によるものでない場合は、米子市水道局の費用負担によ

り修繕工事等を行うこととします。 

⑦ 「発電設備」設置事業者名の表示  

    使用者の希望に応じて、新庁舎の適当な場所に、当該使用者が太陽光発電事業を

実施している旨を記した看板等を設置することができることとします。なお、設置

箇所、寸法、デザイン等については、米子市水道局施設課と協議の上、決定するこ

ととします。 

⑧ その他 

    その他の条件については、別途協定書において定めるものとします。 

 

５ 公募・選考等スケジュール 

（１）公募要項公表          平成２８年８月２６日（金） 

（米子市水道局ホームページ） 

（２）質問受付            平成２８年８月２６日（金）から９月１２日（月） 

（３）実施設計図面等の閲覧期間    平成２８年８月２６日（金）から９月１２日（月）  

（４）参加申込期限          平成２８年９月１６日（金） 

（５）企画提案書提出期限       平成２８年９月２３日（金） 

（６）評価委員会の開催（プレゼンテーション）   平成２８年１０月４日（火） 

（７）使用予定者の決定及び審査結果の通知・公表  平成２８年１０月 7日（金）（予定） 

（８）協定の締結                 平成２８年１０月下旬（予定） 

（９）行政財産使用許可              平成２８年１０月下旬（予定） 

 

６ 実施設計図面等の閲覧 

  本事業に係る各施設の図面等の閲覧については、米子市水道局計画課で行いますので、 

あらかじめ、連絡の上、閲覧してください。 

（１）閲覧期間    

平成２８年８月２６日（金）から９月１２日（月） 

 月曜日から金曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号） 

に規定する休日（以下「休日」という。）を除きます。）の午前８時３０分から午後５時 

１５分まで（正午から午後１時までを除きます。） 
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（２）所管課連絡先 

  米子市水道局計画課計画係      電話（０８５９）３２－６１１２ 

 

７ 質問書の受付 

公募の内容に関する質問は、「質問書」（様式８）によるものとし、次に掲げるところ 

により受付及び回答を行います。 

（１）提出期間 

平成２８年８月２６日（金）から９月１２日（月） 

   月曜日から金曜日までの（休日を除きます。）の午前８時３０分から午後５時１５分

まで 

（２）提出方法 

   米子市水道局計画課計画係までファクシミリにて提出してください。 

   （それ以外の電話等の質問は受け付けられません。） 

    ファクシミリ番号：（０８５９）２３－３５３０ 

（３）回答方法 

   米子市水道局ホームページに順次掲載します。なお、質問がなかった場合には、掲 

載しません。 

 

８ 参加申込書等の提出 

（１）提出期限 

① 参加申込書  平成２８年９月１６日（金） 

② 企画提案書  平成２８年９月２３日（金） 

   受付時間は、月曜日から金曜日までの（休日を除きます。）の午前８時３０分から 

午後５時１５分まで 

（２）提出先 

   〒６８３－０００８ 米子市車尾南二丁目８番１号 

     米子市水道局総務課会計係 

（３）提出方法 

   米子市水道局総務課会計係に持参又は郵便により提出してください。なお、郵便に

より提出する場合は、簡易書留郵便とし、提出期限の日の午後５時１５分必着としま

す。 

（４）提出書類 

  ① 参加申込みの際に提出する書類（提出期限 平成２８年９月１６日（金）） 

   正本１部を提出してください。 

№ 提出書類 様式 備  考 

１ 参加申込書 様式１  
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２ 事業者概要書 様式２  

 決算を終えている直近の決

算書の写し 

任意 貸借対照表及び損益計算書を添付す

ること 

３ 法人登記簿謄本又は履歴事項全

部証明書 

― 発効日から３か月以内のもの 

 

４ 次に掲げる税の滞納がないこと

を証する書面 

ア 米子市税、境港市税又は日吉

津村税 

イ 消費税及び地方消費税 

― 米子市水道局入札参加資格者として

登録されている場合は、当該書類の添

付を省略することができます。 

 

５ 役員等調書兼照会承諾書 様式３  

 

② 企画提案の際に提出する書類（提出期限 平成２８年９月２３日（金）） 

   正本１部、副本７部（副本はコピー可）を提出してください。 

 

№ 提出書類 様式 備  考 

１ 企画提案書 様式４  

 事業実施に係る資金調達計

画、事業収支見込の概要 

任意  

 スケジュール 任意  

２ 太陽光発電設備の仕様書 様式５  

 システム基本設計図詳細配

置図等 

任意  

 施工方法を表す図面 任意  

３ 設置後の管理体制等 様式６  

４ 使用料提示書 様式７  

５ 使用する機器の製品カタログ ― 添付は任意 

 

（５）前記（４）提出書類の提出後の取扱い 

   提出書類の変更、差し換え、再提出及び返却には応じることはできません。 

   提出書類は、提出者に無断で、本事業の実施以外の目的に使用しません。 

 

９ 審査及び使用予定者の選定 

  使用予定者の選定は、２段階の審査により実施します。 

（１）１次審査（応募資格審査） 

   １次審査については、主に提出書類の内容が応募資格を満たしているかどうかの審
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査を行います。 

（２）２次審査（提案内容審査） 

   提案した事業内容の説明（プレゼンテーション）を行い、１次審査結果の内容を踏 

まえ、評価委員会による審査を行います。 

①  日 時 

   平成２８年１０月４日（火） 

   時間及び場所は、本プロポーザルに参加した者に対し、個別に通知します。 

 ② 説明時間 

   提案内容の説明は、２０分以内とし、その後、選考委員会から申請者に対する質問 

の時間を設けます。 

 ③ 参加人数 

   ３人までとします。 

④ 審査方法 

評価委員会において、下記⑤の審査基準を踏まえ、総合的な観点から提案内容の 

審査を行います。 

⑤ 審査基準 

   主として、以下の評価項目について審査を行います。 

審査項目 評価基準 配点 

太陽光発電事業の

実施主体 

事業者の経営状況は問題なく、かつ、事業を円滑に遂行す

ることができる体制や実力を有していると認められるか。 
１０ 

資金調達計画、事業収支見込等は、長期にわたる発電事業

を安定的に実施することができると見込まれるか。 
１０ 

使用料 使用料の算定に係る公募提示係数の評価 １５ 

発電設備の仕様及

び工事の施工方法 

発電設備、システム構成は妥当か。 

発電設備の配置は、庁舎の屋根の状況に合わせ、また、今

後の修繕等に対応することができるよう設計されている

か。 

１５ 

発電設備の設置工事の工法は、構造上の安全性等が確保さ

れているか。防水対策等が十分に講じられているか。 
１０ 

設置後の太陽光発

電設備の管理 

発電設備を長期間にわたり適正に管理及び運営すること

ができる体制が整備されているか。 
１０ 

工事施行及び工事部分の防水施工に係る保証期間及び保

証内容は十分か。契約を予定している保険等の内容は十分

か。 

１０ 

施設運営にメリット

のある取組の提案 

施設の運営にメリットがある取組の提案がなされている

か。 
１０ 



９ 

 

地域貢献 設置工事、管理委託において給水区域内企業による受注の

機会の確保等、地域に貢献する提案がなされているか。 
１０ 

合       計 １００ 

※提案者が１社のみの場合にあっては、６０点を基準点とし、評価点（全審査委員の評

価点の合計の平均値）が基準点に満たす場合のみ、当該提案書を使用予定者とします。 

⑥ 審査結果の通知 

  審査結果は、書面により通知するものとし、審査内容及び結果についての質問、異議 

申し立て等は、受け付けないものとします。 

  使用予定者名及び企画提案の概要等は、米子市水道局ホームページに掲載します。 

 

１０ 使用予定者の選定後の手続 

（１）協定書の締結 

   水道局は、選定した使用予定者と速やかに本事業の実施に関する協議を行い、その 

協議が調った場合は、本事業の実施に向けての協定を締結します。 

   使用予定者は、協定の締結後、速やかに、太陽光発電事業の準備を進めるものとし

ます。ただし、米子市水道局と使用予定者との間において協議が調わなかった場合、

また、協定の締結後、行政財産の使用許可又は太陽光発電設備の設置工事、管理方法

等に関する協議が調わなかった場合は、審査結果において次点であった者を使用予定

者とします。 

（２）行政財産使用許可及び事業開始 

   使用予定者は、太陽光発電設備の仕様及び工事の設計図等を提出するとともに、設

置工事の期間及び時間帯について、発注者監督員及び各工事受注者並びに建築主体工

事施工監理業務受託者との必要な調整及び協議を行ってください。その後、行政財産

の使用許可を受けた上で、設置工事に着手してください。 

なお、都合により使用予定者を辞退する場合には、「使用予定者辞退届出書」（様式

９）を提出して下さい。 

 

１１ 担当窓口 

米子市水道局 計画課 計画係 

〒６８３－０００８ 鳥取県米子市車尾南二丁目８番１号 

電話：（０８５９）３２－６１１２ 

ファクシミリ：（０８５９）２３－３５３０ 

電子メール：suido-keikaku@city.yonago.lg.jp 

担当者：舩川、大東 

mailto:suido-keikaku@city.yonago.lg.jp

