
5 

提案項目 主たる記載事項 
最大 

頁数 

対応 

様式 

５ 県の財

政 健 全 化

への寄与 

(1)事業収支計

画に関する基本

方針 

・目標発電量、調達価格 

・目標コスト（再整備業務費、運営維持業

務費等） 

・想定する D/E 比率 

・目標とする金利、配当水準 

A4×2 頁 A-5 

 

（６）競争的対話にかかる事前質問の受付時における提出書類  

競争的対話に係る事前質問書 （様式９）＜１部＞ 

募集要項Ⅳ４（２）⑦競争的対話の記載を確認の上、提出すること。 

 

（７）第二次審査書類受付時における提出書類 

ア 第二次審査書類提出書 

① 第二次審査書類提出書 （様式 10）＜正１部、副 20 部＞ 

様式に記載の誓約事項を確認し、代表者が記名捺印の上、提出すること。 

② 要求水準書に関する提出書（様式 11－１）（様式 11－２）＜正１部、副 20 部＞ 

様式11－１に記載の誓約事項を確認し、代表者が記名捺印の上、提出すること。 

また、様式11－２「要求水準等に関する確認項目一覧表」に必要事項を記入の

上、提出すること。 

③ 要求水準等に関する確認項目一覧表（様式 11－２）＜正１部、副 12 部＞ 

 

 

イ 第二次審査提案審査書類（様式 B-1～B-4-2、C-1～C-4-2、D-1～D-3、E-1～E-3、F-

1～F-2）            ＜正１部、副 2012 部＞ 

提案を求める具体的な項目、頁数制限等については「表２ 第二次審査における提

案審査書類様式」に記載のとおりとする。作成に当たっては、優先交渉権者選定基準

を踏まえ、具体性をもった記載により提案すること。 

 

表２ 第二次審査における提案審査書類様式 

提案項目 主たる記載事項 
最大 

頁数 

対応 

様式 

１ 確実な

事 業 遂 行

体制 

(1)事業全体方

針 

・事業方針、コンセプト A4×2 頁 B-1 

コメントの追加 [A1]: 競争的対話を踏まえ副本提出部

数の見直し 

コメントの追加 [A2]: 競争的対話を踏まえ副本提出部

数の見直し 

コメントの追加 [A3]: 競争的対話を踏まえ副本提出部

数の見直し 

コメントの追加 [A4]: 競争的対話を踏まえ副本提出部

数の見直し 
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ウ 第二次審査 提案図面（様式 G-1-1-1～G-4-3）     ＜正１部、副 2012 部＞ 

提案を求める図面の書類名称、頁数制限等については「表３ 第二次審査における

提案図面の様式」に記載のとおりとする。作成に当たっては、優先交渉権者選定基準

を踏まえ、具体性をもった記載により提案すること。 

「表３ 第二次審査における提案図面の様式」に記載の提案図面は、最低必要と考

えられる図面であるが、FIT新設区分認定関連の提案図面で提出が困難なものは、提

出は不要である。 

なお、応募者が提案内容を説明するにあたって必要な図面がある場合は、小鹿第一

発電所については「様式G-1-3 その他」、小鹿第二発電所については「様式G-2-3 

その他」、日野川第一発電所については「様式G-3-3 その他」に記載して追加提案

すること（各発電所についてそれぞれ最大A3×５頁）。 

さらに、中津ダム管理棟及び中津ダム放流警報について県が開示した資料のとおり

再整備を実施する場合はその旨を、一部変更の場合はその変更内容を「様式D-1」に

記載したうえで、「様式G-1-2-1」及び「様式G-1-2-2」の提出を省略又は変更内容の

み示し提出することができる。また、県が開示した資料どおりに解体新設対象施設の

解体新設工事を行う場合は、「（４）解体新設対象施設」の「様式G-4-1」、「様式

G-4-2」、「様式G-4-3」の提出は不要である。 

 

表３ 第二次審査における提案図面の様式 

様
式
番
号 

書類名称 
サ
イ
ズ 

頁
数
制
限 

備考 

（１）小鹿第一発電所    

  １ FIT 新設区分認定関連    

G-1-1-1 位置図・施設位置図 A3 1  

G-1-1-2 中津ダム A3 適宜 平面図、上流面図、断面図 

G-1-1-3 取水設備 A3 適宜 平面図、構造図 

G-1-1-4 導水路 A3 適宜 縦断図、標準断面図 

G-1-1-5 調圧水槽 A3 適宜 構造図 

G-1-1-6 水圧管路 A3 適宜 縦断図、標準断面図 

G-1-1-7 発電所 A3 適宜 平面図（変電設備含む） 

G-1-1-8 放水路 A3 適宜 構造図 

G-1-1-9 単線結線図 A3 1  

G-1-1-10 メンテナンス体制図   A4 1  

G-1-1-11 水車・発電機概略仕様書 A4 適宜  

G-1-1-12 有効落差計算書、損失計算書 A4 適宜  

コメントの追加 [A5]: 競争的対話を踏まえ副本提出部

数の見直し 

コメントの追加 [A6]: 競争的対話を踏まえ提出資料の

見直し 
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様
式
番
号 

書類名称 
サ
イ
ズ 

頁
数
制
限 

備考 

G-1-1-13 発電力計算書 A4 適宜  

  ２ 県が要求する改修箇所     

G-1-2-1 中津ダム管理棟 A3 適宜  

G-1-2-2 中津ダム放流警報装置1 A3 適宜  

G-1-2-3 導水路（幹線隧道水路橋1）1 A3 適宜  

G-1-2-34 竹田谷川取水設備1 A3 適宜  

G-1-2-45 幹線隧道水路橋1 A3 適宜  

G-1-2-56 竹田谷川支線導水路1 A3 適宜  

G-1-2-67 
菅ヶ谷川支線導水路（沈砂池土砂吐ゲ

ート操作用スラブ）1
A3 適宜  

G-1-2-78 菅ヶ谷川支線導水路（水路橋下面）1 A3 適宜   

G-1-2-89 
菅ヶ谷川支線導水路（立坑直上流水路

橋）1
A3 適宜   

G-1-2-910 調圧水槽1 A3 適宜   

  ３ その他    

G-1-3 その他 A3 適宜 応募者が必要と考える図面 

（２）小鹿第二発電所1    

  １ FIT 新設区分認定関連1    

G-2-1-1 位置図・施設位置図1 A3 1   

G-2-1-2 三朝調整池 A3 適宜 平面図、上流面図、断面図 

G-2-1-3 取水設備1 A3 適宜 平面図、構造図 

G-2-1-4 導水路1 A3 適宜 縦断図、標準断面図 

G-2-1-5 調圧水槽1 A3 適宜 構造図 

G-2-1-6 水圧管路1 A3 適宜 縦断図、標準断面図 

G-2-1-7 発電所1 A3 適宜 平面図（変電設備含む） 

G-2-1-8 放水路1 A31 適宜1 縦断図、構造図 

G-2-1-9 単線結線図1 A31 11   

G-2-1-10 メンテナンス体制図 1 A41 11   

G-2-1-11 水車・発電機概略仕様書1 A41 適宜1   

G-2-1-12 有効落差計算書、損失計算書1 A41 適宜1   

G-2-1-13 発電力計算書1 A41 適宜1   

  ２ 県が要求する改修箇所1 1 1 1  

コメントの追加 [A7]: 競争的対話を踏まえ誤記修正1
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エ 資金調達計画書に係る書類              ＜正１部、副 2012 部＞ 

様式B-3-2の添付資料として、金融機関等から融資確約、関心表明又はそれに類す

る書類を取得している場合は、その写しを添付すること。 

 

（８）参加辞退及びコンソーシアム構成員等の変更に関する提出書類 

参加表明書及び参加資格審査書類の提出後、必要に応じ、提出することができ

る。 

① 辞退届 （様式 12） ＜１部＞ 

参加表明書及び参加資格審査書類を提出後、第一次審査又は第二次審査への参加を

辞退する場合に、辞退の理由を記載し代表者が記名捺印の上、提出すること。 

② 参加資格喪失等通知書（応募企業用） （様式 13－①）＜１部＞ 

参加資格喪失等通知書（コンソーシアム用）  （様式 13－②）＜１部＞ 

応募企業又はコンソーシアム構成員が参加資格要件を満たさなくなった場合に、当

該事由の判明後速やかに通知すること。 

③ コンソーシアム構成員等変更届 （様式 14）＜１部＞ 

参加表明書の応募者の名称等（様式５-①、５-②、５-③の記載内容）に変更が生

じた場合は様式14において速やかに報告すること。 

ただし、コンソーシアムを構成する企業の変更は認められないが、県がやむを得な

いと判断した場合は、代表企業を除くコンソーシアムのコンソーシアム構成員の変更

又は追加について認めることがある。その際は様式14を提出すること。 

 なお、様式14以外に県が追加で資料等の提出を求める場合がある。 

 

  

コメントの追加 [A8]: 競争的対話を踏まえ副本提出部

数の見直し 
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提出書類の分類 書類の項目 内容 

第一次審査 提案審査

書類 

・【様式A】第一次審査 提案審査

書類 表紙 

・様式A-1-1～A-5 

Ⅱ第一次審査書類 

添付資料 

同種・類似業務の実績

を証する書類 

・同種・類似業務の実績を証する

書類 表紙 

・添付資料一覧（様式任意） 

・実績書類（様式A-1-3の添付資

料） 

 

③  第二次審査書類の受付時における提出書類 

提出書類の分類 書類の項目 内容 

Ⅰ第二次審査書類 第二次審査書類提出書 ・第二次審査書類提出書 表紙 

・様式10 

・様式11-1 

・様式11-2 

 ・様式11-2（副本） 

第二次審査 提案審査

書類 

・【様式B・C・D・E・F】第二次審

査 提案審査書類 表紙 

・様式B-1～F-2 

Ⅱ第二次審査  

提案図面 

提案図面 ・【様式G】第二次審査 提案図面 

表紙 

・様式G-1-1-1～G-4-3 

・（追加で提出する提案図面があ

る場合）追加資料一覧（様式任

意） 

Ⅲ第二次審査書類 

添付資料 

（ただし提出は必須

ではない） 

資金調達計画書に係る

書類 

・資金調達計画書に係る書類  

表紙 

・事業に関わる企業からの関心表

明又はそれに類する書類の写し

及び株主間協定書 

（様式B-2-1の添付資料） 

・金融機関等からの融資確約、関

心表明又はそれに類する書類の

写し（様式B-3-2の添付資料） 

 

コメントの追加 [A9]: 競争的対話を踏まえ修正 
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（６）提出方法 

· 参加資格審査書類の受付時における提出書類、第一次審査書類の受付時における

提出書類及び第二次審査書類の受付時における提出書類は、正本及び副本を指定

の部数提出すること。 

· 各様式は、Microsoft Word又はMicrosoft Excelを使用して作成すること。 

· 参加資格審査書類の受付時、第一次審査書類の受付時及び第二次審査書類の受付

時における各提出書類については、各情報が保存されている電子媒体（CD-R又は

DVD-R）を３部提出すること（計算の数式及び他のシートとのリンクが残ったま

まとし、再計算等が可能な状況で提出すること。ただし、提案様式のファイル間

でのリンクの設定は認めない。様式内で用いる文字、図、表、写真等について

は、データでのカット＆ペーストができる状態のまま提出すること。)。 

· 電子媒体の情報は正（正本として提出する書類の全て）及び副（様式B～Gの副本

として提出する企業名等の記載がないもの。様式Bの添付資料は不要）を別に作

成するものとし、格納するフォルダーをトップから分離する又は記録媒体を別に

するなど明確に区別できる形で提出すること。 

· 当該電子媒体に保存する各情報については、Microsoft Word又はMicrosoft 

Excelの形式のデータとともに、PDF形式のデータを格納すること。ただし、提案

図面はPDF形式のみのデータを格納すること。 

· 当該電子媒体には、提出書類の名称（参加資格審査書類の受付時における提出書

類／第一次審査書類の受付時における提出書類／第二次審査書類の受付時におけ

る提出書類）、応募企業名又はコンソーシアム名、提出日及び通し番号（例：１

／３～３／３等）を記載すること。（正副の情報を別媒体で提出する場合は正又

は副のいずれかが外観から判別できるように表示すること。） 

  

コメントの追加 [A10]: 電子媒体での副本情報の提出を

明文化 

コメントの追加 [A11]: 電子媒体での副本情報の提出を

明文化 


