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岩沼市藤曽根地区メガソーラー設置運営事業企画提案募集要領 

 

１ 事業の目的  

  岩沼市震災復興計画マスタープランにおける「産業の復興と新産業の創出」の基本

方針、並びに、岩沼市環境未来都市計画における「自然エネルギーを活用したエネル

ギーマネジメントシステムの導入」に向けた取組方針に基づき、防災集団移転促進元

地（藤曽根地区）を有効に活用するため、メガソーラー発電所の建設及び運営を行う

民間事業者（以下、「事業者」という。）を公募するもの。 

 

２ 募集概要  

（１）提案募集の対象 

募集対象は、藤曽根地区におけるメガソーラー（1メガワット以上）設置運営事

業実施のための企画、資金調達、設計、建設並びに管理運営等に関する事業の企画

提案  

（２）メガソーラー設置運営主体 

   メガソーラー発電所の設置及び運営を行う主体が明らかになっていること。 

なお、応募者（連合体を含む）が自ら設置及び運営を行うこととする。 

（３）設置運営場所 

  所在地：宮城県岩沼市下野郷字新藤曽根、藤曽根地内 

（藤曽根地区 平面計画図参照） 

  貸付対象区域：約30,000㎡ 

（４）設置運営場所に係る留意点 

  ①当該対象区域には、民有地1筆（914㎡）があることから、当該所有者から別途用

地を賃借すること又は買取を行なうことの同意を得る必要がある。 

  ②都市計画法上の規制：市街化調整区域であるため、建築許可を要する構築物を建

てることができない。 

  建築物が必要になる場合は、都市計画法の地区計画（都市計画決定）を策定し 

た後、開発行為の許可が必要となる。（都市計画決定の手続きは市が行う。） 

③開発行為により都市的活用を行う場合、岩沼市役所各関係部署と雨水排水に係る 

協議が必要になる。 

  ④災害危険区域内にあり、事業用地は非農地である。水道、下水道、電気は届いて

いない。 

  ⑤この地区には、一部流域下水道管が埋設していることから、各土地の東京湾平均

海面上の基準において、工作物の加重を1㎡につき2ｔ以下とすること。なお、流
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域下水道管と地上権が設定されている土地に相違があることから下水道管の埋

設位置を事前に確認すること。（平面計画図及び別図1,2参照） 

   ※設定されている地上権の内容については、事業者にて全部事項証明書等によっ

て確認すること。 

   ※流域下水道管の地上に構造物をつくることは可とする。なお、施工に係る注意

点は、宮城県のホームページで公開されている「下水道施設近接工事協議の手

引き」を参照し、施工前に宮城県中南部下水道事務所長と協議するものとする。 

  ⑥地上権が設定されている土地には、一部宮城県所有地が含まれており、マンホー 

ルが設置されているので、その部分は事業対象外区域とし、宮城県所管の施設設 

備の管理業務に支障を来たさぬよう、設置箇所を確認した上で施工を行なうこと。 

なお、管理のために宮城県の立入りを許可すること及び管理上必要な幅員3ｍ以上 

の通路を確保すること。 

※施工前に宮城県中南部下水道事務所長と協議するものとする。 

（平面計画図及び別図1,2,3,4参照） 

  ⑦この地区には、市で管理を行っている排水路があることから、施設管理に要する

市の立入りを許可すること。また、現況の管理用道路は残すものとし、市道を接

続したままとすること。（平面計画図参照） 

  ⑧この地区には、廃止済の下水道管及びマンホールが埋設しているため、施工に当

たっては、十分な注意を払うこと。なお、当管は施工時に粉砕されても支障はな

が、施工時に使用する事業者の機材が故障・破損することに至った場合、市で責

任は負わないものとする。 

※廃止済の下水道管及びマンホールに係る詳細については、必要に応じて、事前

に岩沼市建設部下水道課に確認すること。（別図 5参照） 

  ⑨既設の上水道管の状況並びに使用については、事前に岩沼市水道事業所と協議す 

ること。 

  ⑩土地の引渡しは現況によるものとし、施工に必要な整地は事業者にて行なうこと

とする。なお、事業終了後は、当該メガソーラーを事業者の責任において撤去し、

現状復旧することとする。 

⑪当該地区は地盤が低いことから、事業者において必要な排水対策を講じることと 

する。 

  ⑫その他、関係法令等による制限や許可の手続きが必要になる場合がある。 

⑬当該用地については、必ず現地を確認してから提案すること。 

 

（５）土地使用料 

  土地の使用料は応募者の提案を参考とし、財産の交換、譲渡等に関する条例（昭和

39年岩沼市条例第11号）及び岩沼市公有財産管理規則（昭和55年岩沼市規則第11号）
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並びに岩沼市公共物管理条例（昭和42年12月12日岩沼市条例第22号）、岩沼市公共物

管理条例施行規則（昭和60年3月26日岩沼市規則第3号）等に基づき定める。 

（６）事業実施時期 

  平成30年度中の発電開始を目標とし、事業者からの提案を受け付ける。 

（７）発電電力の売却 

  電力会社への売電を基本とする。 

（８）事業実施の条件 

①周辺環境に十分配慮するとともに、事業計画、工事の実施等周辺地域への説明、 

地元調整は事業者の責任おいて適切に行うこと。 

②事業期間中における土地及び発電施設等の維持管理については、事業者の責任に 

おいて、適切に行うこと。 

③本事業に伴うすべての経費は事業者負担となる。ただし、市が申請窓口となるべ 

きものがある場合は、別途調整を行なうものとする。 

④法令等を遵守したものであること。  

⑤建設時においては、岩沼市内の事業者への発注に留意すること。  

⑥メガソーラー発電所の運営にあたり、市民の雇用に努めること。  

 

３ スケジュール  

（１）募集要領の配付     平成29年12月26日（火）  

（２）応募登録申込書提出期限 平成30年 1月26日（金）  

（３）質問受付        平成30年 1月 9日（火）～1月15日（月） 

（４）質問回答        平成30年 1月22日（月） 

（５）企画提案書提出期限   平成30年 2月 5日（月） 

（６）事業者選定委員会    平成30年 2月14日（水） 

（７）審査結果の発表     平成30年 2月下旬（予定） 

（８）土地の貸付        平成30年 9月以降（予定） 

※手続きの大まかな流れです。なお、応募者多数等の場合、日程の変更が生じる場合があります。 

４ 応募資格 

（１）応募者は、次の①～④の要件すべてを満たす企業又は複数の企業等で構成する連

合体とする。  

① 岩沼市において、メガソーラー施設の設置及び運営を実現することができる総

合的な企画力、技術力、資金力及び経営能力を有していること。  

② 日本国内に本社及び宮城県内に支社等を有すること。  
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③ 日本国内において、現在具体的にメガソーラー施設の設置又は運営に着手して

いること。 

④ 再生可能エネルギー特別措置法の下で、電力会社に売電する目的で、メガソー

ラー発電事業を行う者であること。 

（２）複数の企業等で構成する連合体による応募の場合は、次の要件を加えるものとす 

る。 

    ① 応募及び事業に必要な諸手続き等を一貫して担当する法人等（以下「代表者」

という。）をあらかじめ定めること。また、連合体の構成員の役割分担を明確にす

ること。 

  ② 原則として提案施設の所有及び管理の主体を一元化すること。 

（３）次の①～⑤のいずれにも該当しない企業（応募者が連合体であるときは、その構

成員の全てが該当しないこと）  

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 次の申立てがなされている者  

ア 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第1項の規定による再生手続開

始の申立て  

イ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第1項の規定による更生手続開

始の申立て  

ウ 破産法（平成16年法律第75号）第18条又は第19条の規定による破産手続開

始の申立て  

③ 岩沼市の指名停止基準に基づき、現に指名停止を受けている者  

④ 国税及び地方税を滞納している者 

⑤ 次に該当する者 

ア 役員等が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6号に規定する暴力団員であると認められる者  

イ 暴力団（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2項に規

定する暴力団をいう。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認

められる者  

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の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を利用するなどしたと認

められる者  

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは
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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と社会的に避難されるべき関係を有している

と認められる者  

５ 応募登録  

この提案募集に応募を希望する場合は、次のとおり事前に登録するものとする。提出

期限を過ぎての申し込みは受け付けない。また、応募登録を行わなかった者は企画提案

書を提出できない。 

（１）提出様式 岩沼市藤曽根地区メガソーラー設置運営事業 企画提案応募登録申込

書（様式１） 

（２）提出期限 平成30年1月26日（金）午後5時（必着）  

（３）提出方法 電子メール 

    ※電子メールを送信した旨の電話連絡をしてください。 

（４）提出先 「１２ 担当窓口」に同じ。 

 

６ 質疑応答の方法 

この募集要領に関する質疑は、次の方法で行うものとする。質問書の提出者は、応募

の意思のある者に限る。また、質問事項は、企画提案書の作成にあたって不明な事項に

限る。 

なお、電話や来訪による口頭での質問や期限を過ぎた質問は受け付けない。  

（１）提出様式 岩沼市藤曽根地区メガソーラー設置運営事業企画提案募集 質問書

（様式2） 

（２）受付期間 平成30年 1月 9日（火）～1月15日（月）正午 

（３）提出方法 電子メール 

※必ず開封確認を要求してください。なお、来訪や電話による口頭での質疑は

受け付けません。 

（４）提出先 「１２ 担当窓口」に同じ 

（５）回 答 提出された質疑への回答は、質疑を提出した全事業者に対して、平成30

年1月22日（月）午後5時までに電子メールで回答する。 

 

７ 企画提案書の提出  

（１）提出期限及び提出方法 

①提出期限 平成30年2月5日（月）午後5時（必着） 

②提出方法 持参により業務時間内（午前9時～正午、午後1時から午後5時）に提 
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出してください。 

③提出先 「１２ 担当窓口」に同じ。 

（２）提出書類 

  提出書類は、次のとおりとする。 

  ① 岩沼市藤曽根地区メガソーラー設置運営事業 企画提案書（様式3） 

  ② 企画提案の概要（様式4） 

  ③ 設置運営主体の概要（様式5） 

  ※連合体による応募の場合、様式5は不要であり、設置運営主体（連合体）の概要

（様式6）を提出すること。 

  ④ 事業計画の概要（様式7） 

  ⑤ 地域貢献の提案（様式8） 

  ⑥ 直近1年分の納税証明書 

  ⑦ 土地使用料（様式9） 

  ⑧ 誓約書・役員等名簿（様式10） 

  ※連合体による応募の場合は、⑥・⑧は構成員ごとに作成すること。 

  ※様式について、記載欄が不足する場合は、適宜、行を増やすこと。複数枚にわた

ってもよい。 

（３）提出部数等 

  上記（２）の①～⑤、⑦は原本1部、コピー7部、⑥及び⑧は、原本1部を提出する

こと。 

  なお、提出書類は、ダブルクリップ留め又はひも綴じとする。（ホチキス留め、テ

ープ製本、表紙添付、ファイル綴じ込み等を行わないこと。） 

（４）その他 

 応募登録を行った者が、企画提案書を提出しない場合は、その理由を任意様式に記

載して、企画提案書提出期限までに届け出ること。 

８ 審査方法等  

（１）審査方法 

 岩沼市が設置する岩沼市藤曽根地区メガソーラー設置運営事業者選定委員会にお

いて、事業者によるプレゼンテーションを実施し、最高得点者を選定する。 

なお、選定委員会は非公開とする。 

（２）期日 平成30年2月14日（水） 

（３）会場等 企画提案書を提出した者に対して別途通知します。  

（４）審査項目 
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次の観点に基づき、評価を実施する。（配点：合計100点）  

① 会社概要及び事業（関連事業含む）実績（40点） 

② 企画提案の実現性及び継続性並びに安定性（30点）  

③ 地域貢献及び土地使用料（30点） 

 

９ 発電事業者の選定及び審査結果の通知  

（１）市は、選定委員会の審査結果に基づき、最上位者（最高得点者）を発電事業者と

しての交渉相手とする。ただし、当該提案者に事故等があり、契約が不可能となっ

た場合は、次点者（第2位の得点者）で選定委員の定める一定基準以上の者を交渉

相手とする。  

なお、設置場所に係る土地貸借契約は、別途締結する。  

（２）審査結果については、企画提案書を提出した全ての者（連合体で応募した場合は、

代表者）に書面で通知する。審査結果（決定事業者、その提案概要等）については、

岩沼市のホームページで公表する。ただし、各審査点数は公表しない。 

なお、審査結果に対する問い合わせ、異議等については一切応じない。  

１０ 失格事由 

  次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）「４ 応募資格」（３）に該当することが判明した場合。 

（２）提出書類に虚偽の記載をした場合 

（３）選定委員に対する働きかけがあった場合 

 

１１ 留意事項  

（１）応募者は、複数の提案を行うことはできない。  

（２）応募に関し必要な費用は、応募者の負担とする。  

（３）提出された書類等は返却しない。  

（４）この提案募集に電力会社は関与していない。系統連携について、電力会社への申

し込みは発電事業者が行うものとする。その際、別途料金が発生する場合があるが、

発電事業者の負担とする。  

（５）電子メールの通信事故があった場合でも、岩沼市は一切の責任を負わない。 
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１２ 担当窓口 

   岩沼市総務部政策企画課 企画調整係（菅原（康）、菅原（慎）） 

〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 

℡:0223-22-1111（内線521・526） FAX:0223-24-0897 

E-mail：seisaku-k@city.iwanuma.miyagi.jp 

mailto:seisaku-k@city.iwanuma.miyagi.jp

