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１ 実施方法 

   今回実施する簡易評価型プロポーザル方式による業務委託は、「社会福祉法人長岡三

古老人福祉会ＬＥＤ照明器具賃貸借業務」について、参加希望者に企画提案書の提出を

求め、その提案を別に定める評価基準によって評価する方法により、最も適した提案者

と契約するものです。 

 

２ 委託概要 

（１）委 託 名 社会福祉法人長岡三古老人福祉会ＬＥＤ照明器具賃貸借業務 

（２）委託期間 契約締結日から令和 10 年 10 月 31 日まで 

（３）委託内容 仕様書のとおり 

 

３履行場所 施設名  

（１）デイホーム中之島 

（２）グループホームまきやま 

（３）グループホームけやき 

（４）ケアハウス福戸 

（５）和島トゥー・ル・モンド 

（６）特別養護老人ホーム桐原の郷 

（７）高齢者総合福祉相談センター幸町 

（８）ケアハウスけやきの杜 

（９）こどもけやき苑 

（１０）高齢者総合福祉相談センター分水 

（１１）特別養護老人ホーム縄文の杜関原 

（１２）介護老人保健施設グリーンヒル与板 

（１３）介護老人保健施設てらどまり 

（１４）特別養護老人ホームみしま園 

（１５）特別養護老人ホーム槇山けやき苑 

（１６）地域密着型複合施設わしま 

（１７）高齢者総合福祉相談センター福住 

（１８）特別養護老人ホーム中之島 

（１９）高齢者総合福祉相談センター川崎 

（２０）コンパクトシティ桜ガーデンプレイス福住 

（２１）高齢者複合施設サクラーレ福住 

（２２）グループホーム新組 
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４ スケジュール 

令和 3年 4 月 1 日（木） ·····公募開始 

4 月 15 日（木） ····参加申込書提出期限、質問書提出期限 

4 月 30 日（金） ····質問に対する回答 

5 月 21 日（金） ····企画提案書等提出期限 

5 月 28 日（金） ····審査結果の通知 

 令和 3年 6月上旬以降随時工事 

10 月 31 日（日） ···令和 3年 10 月 31 日迄に納品 

 

５ 参加資格 

応募者の資格要件は,新潟県内に本店・支店・営業所等のいずれかを有するとします。 

 

６ 参加者の制限 

次に掲げる者は、参加者となることはできません。 

（１）地方自治体施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者。 

（２）新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領第２条第１項（別表第２、第４号）に

該当する者。 

（３）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項若しくは第５項の規定によ

る営業停止処分を受けている者。 

（４）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７７号）第３条又

は第４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、

代理人、支配人その他の使用人又は代理人として使用している者。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による民事再生手続開始

の申し立てをしている者。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定による

更正手続開始の申し立て（同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることと

されている更正事件（以下、「更正事件」という。）に係わる同法による改正前の会

社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以下、「旧法」という。）第３０条第１項及

び第２項の規定による更正手続開始の申し立てを含む。以下、｢更正手続開始の申し

立て｣という。)をしている者又は申し立てをなされている者。ただし、同法第４１

条第１項の更正手続開始の決定（旧更正事件に係わる旧法に基づく更正手続開始の

決定を含む。)を受けた者がその者に係る同法第１９９条第１項の更正計画の認可の

決定(旧更正事件に係わる旧法に基づく更正計画認可の決定を含む。)があった場合

にあたっては、更正手続開始の申し立てをしなかった者又は更正手続の申し立てを

なされなかった者とみなす。 

（７）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
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げた者。 

（８）最近１年間の法人税、法人事業税、地方税を滞納している者。 

 

７ 参加表明書の提出 

当該プロポーザルに参加を希望する者は、令和 3年 4月 15 日（木）までに「簡易評価型

プロポーザル参加表明書」を長岡三古老人福祉会法人本部事務局に提出して下さい。 

提出方法は、持参、郵送（配達確認ができるものに限ります。提出期限までに必着のこ

と）、ファックスとします。持参の場合は受付印をファックスの場合は着信を確認して下

さい。 

 

８ 質問書の受付及び回答 

当該プロポーザルに参加表明者は、令和 3年 4月 15 日（木）までに、当該プロポーザル

について、E-mail にて後日配布の「簡易評価型プロポーザルに関する質問書」により質

問することができます。質問に対しては、令和 3年 4月 30 日（金）までに回答するとと

もに、参加表明業者全員に対しても質問及び回答内容を記載した書面をファックスで送

付します。 

 

９ 企画提案書の提出について 

当該プロポーザルの企画提案書は、次のとおり提出して下さい。 

（１） 提出期限 令和 3年 5月 21 日（金）午後 5時迄（必着） 

（２） 提出方法 郵送（簡易書留郵便に限る） 

（３） 提出部数 5 部 

（４） 提出場所 〒940-0034 長岡市福住 1-7-21 

社会福祉法人長岡三古老人福祉会 法人本部事務局内 

LED 照明器具賃貸借業務担当者あて 

電話：0258-31-2620 FAX：0258-31-2612 

 

１０ 企画提案書の作成（様式任意） 

（１） 企画提案書作成上の基本的事項 

仕様書を熟読の上、その内容を踏まえた企画提案書を作成して下さい。本プロポ

ーザルは「長岡三古老人福祉会ＬＥＤ照明器具賃貸借業務」における取組方法等

について提案を求めるものであり、当該業務の具体的な内容を作成及び提出する

ものではありません。ＬＥＤ照明の過不足や電球色、昼白色等の色調など具体的

な作業は、契約後に企画提案書に記載された内容を反映しつつ当法人と協議しな

がら行うものとします。 
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（２） 企画提案書の項目 

審査の対象となる下記事項について、資料を作成して下さい。 

Á 会社概要（会社案内パンフレットでも代用可） 

（ア）社名 

（イ）本社及び支社、支店、営業所等の所在地 

（ウ）資本金 

（エ）従業員数 

（オ）業務内容 

B 事業実績一覧表（様式任意） 

次の項目を網羅した事業実績表を提出すること。それを証明するためのもの 

を添付して下さい。 

（ア）事業件名：契約書上の正確な名称を記入。 

（イ）発注者：発注者名を記入。 

（ウ）契約金額：消費税相当額を含む金額の総額を記入。（千円単位） 

（エ）契約年月日：契約締結日を記入。 

（オ）契約期間：契約始期及び終期を記入。 

（カ）施設概要：施設の主な用途、構造・規模面積、改修工事完了年月日を 

記入。 

C 本業務の担当予定者の氏名 

担当予定者が複数である場合は、主担当者を明示して下さい。 

D 提案内容は仕様書の主旨を理解した上で明瞭に作成して下さい。 

なお、提案に当たっては、以下の点に留意して下さい。 

（ア）仕様書にて定めた、灯具仕様及び同設置仕様に応じた製品を使用して

下さい。 

（イ）仕様書に基づき、工事を遂行して下さい。 

（ウ）その他、この要領に定めることのほか、企画提案書の提出にあたって

必要な事項が生じた場合には、応募者に通知して下さい。 

 

  （３）提案提出書類 

次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、Ａ４縦長フ

ァイルに綴じたものを提出して下さい。 

A 提案総括表（様式任意） 

提案全体の概要、基本方針、基本スケジュール等を記載するとともに、創意

工夫している点について記載して下さい。 

B 施設別現状照明と提案ＬＥＤ照明比較表（参加表明者へ Excel データ E-mail

にて後日配布）記入したものを提出して下さい 
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C 使用機器提案書 

※参加表明者へ E-mail にて後日配布の（参考アイリスオーヤマ㈱仕様）Excel

データに準ずる（アイリスオーヤマ㈱の器具指定ではありません） 

使用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選定して下

さい。使用機器の詳細については、参加表明者へ E-mail にて後日配布の参

考アイリスオーヤマ㈱仕様 Excel データに基づき使用する機器の図、該当機

器に関するエネルギー消費状況の評価内容、その他灯具仕様に基づいた内容

説明、数値的根拠について記載して下さい。 

D 工事中の対応・廃棄計画書（様式任意） 

工事施工にあたり、安全管理・工程管理などにおいて特に重要と判断する事 

項及び品質管理、保険の補償、工事完了期限に関する内容を記載して下さい。 

特に居室等ご利用者に関する施工の配慮と既設設備撤去後の処理方法及び 

当法人に対する報告書式案については、必ず記載が必要です。 

E 維持管理等提案書（様式任意） 

 （ア）維持提案書 

    本設備の維持管理業務について、設備点検や補修などの計画内容を記

載して下さい。またコスト削減及びサービス水準の向上の視点で工夫

している点があれば記載して下さい。 

 （イ）緊急時対応提案書 

    器具の不具合を発見又は通報を受けた時の対応、サポート体制、その

他災害を含む緊急時対応方法や考え方について記載して下さい。 

F その他提案事項（様式任意） 

以下例に記載されている、貴社独自の取組みを必要に応じて記載して下さい。 

例：取替工事や運用開始を行うために工夫している点等。 

例・独自のノウハウや提案 

G 契約終了後の対応について（様式任意） 

リース契約期間終了後の対応や、本設備の取り扱いについて記載して下さい。 

H 見積書について（様式任意） 

リース料の総額、内訳として機器費、取替工事費、維持管理に要する経費、 

リース料に要する経費、諸経費等に分けて記載して下さい。 

I 事業効果について（様式任意） 

ＬＥＤ照明灯を導入しないケースと、導入したケースの７年間にかかる電 

気料金、消費電力量及び二酸化炭素排出量、原油換算使用量を算出の上、本

事業による削減効果が分かる資料。 

J 契約後の納品までの業務実施スケジュールを記載して下さい。 
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（４）企画提案書の書式 

A4 判横書き片面とし、枚数は任意としますが簡潔にまとめて下さい。用紙の向き（レ

イアウト）は、縦・横は問いません。 

１１ 資料等について 

参加表明書を提出した参加表明者に対し、企画提案書作成の際の参考資料として当法人

より『対象施設別 参考アイリスオーヤマ㈱ＬＥＤ照明器具仕様及び数量一覧』、『施設別

現状照明と提案ＬＥＤ照明比較』の Excel データを後日配布します。配布された Excel

データについては複製使用を禁じます。 

 

１２ 選考方法 

選考方法については、プレゼンテーションは実施せず、企画提案書審査のみとします。

この審査については、当法人職員で組織する選考委員会において、企画提案書の内容、

見積金額により総合的に選考した結果により、最優秀者を決定します。 

＜審査の基準＞ 

（１）企画提案書が要求要件を満たしていること。 

（２）計画通り事業実行が可能か、具体的に確認できること。 

（３）経費削減効果が多いこと。 

（４）既設の現地調査の精度を高めることについて、工夫又は独自の提案があること。 

（５）施設の施工についての方法や配慮が十分なされていること。 

（６）ＬＥＤ化工事期間中の安全確保対策がなされていること。 

（７）設置場所の特性に応じた灯具選定した提案内容 

（８）リース期間内のＬＥＤ照明の管理・保証提案内容 

（９）廃棄物の処理・再利用計画が具体的かつ充分であること。 

（１０）提案が全体としてバランスが良く優れていること。 

（１１）実施スケジュールは業務履行期間内に確実に実行できる適切なものであるこ  

と。 

（１２）過去の実績は十分なものであること。 

１３ 選考結果通知 

選考結果は、参加者全員に通知します。 

 

１４ 留意事項 

（１） このプロポーザルの参加に要する経費は全て参加者の負担とします。 

（２） 提出いただいた企画提案書は返却しません。 

（３） 企画提案書に記載された内容については原則として提出後の内容変更を認めま

せん。  

（４） 提出された企画提案書等はこのプロポーザル以外の目的には使用しません。 


