
様式１（実施要領７ 関係） 

 

参加表明書 

 

島田市公共施設への電力供給等業務公募型プロポーザルに参加を希望しますので、参加表明書等を

提出します。 

なお、提出者は本プロポーザルの参加資格要件全てを満たすものです。 

 

令和  年  月  日  

 島田市長 染谷 絹代 様 

 

           （代表者） 所在地 

                 法人の商号又は名称 

                 代表者職氏名                  印 

 

 

           （構成員） 所在地 

                 法人の商号又は名称 

                 代表者職氏名                  印 

 

 

           （構成員） 所在地 

                 法人の商号又は名称 

                 代表者職氏名                  印 

 

 

           （構成員） 所在地 

                 法人の商号又は名称 

                 代表者職氏名                  印 

 

 

 

 

 

 

（連絡担当者） 代表者法人の商号又は名称 

        氏名 

        所属部署 

        電話番号 

        E-mail 

 

注１ 構成員の記入欄が不足する場合には、本様式に準じて追加し記入してください。 



様式２（実施要領７ 関係） 

共同企業体構成表 

令和  年  月  日  

 

 島田市長 染谷 絹代 様 

               （代表者）法人の商号又は名称               

１ 代表者  担当する役割（     ） 

 所在地 

 法人の商号又は名称 

 代表者職氏名 

 担当者職氏名             所属 

 電話                 E-mail 

２ 構成員  担当する役割（     ） 

 所在地 

 法人の商号又は名称 

 代表者職氏名 

 担当者職氏名             所属 

 電話                 E-mail 

３ 構成員  担当する役割（     ） 

 所在地 

 法人の商号又は名称 

 代表者職氏名 

 担当者職氏名             所属 

 電話                 E-mail 

４ 構成員  担当する役割（     ） 

 所在地 

 法人の商号又は名称 

 代表者職氏名 

 担当者職氏名             所属 

 電話                 E-mail 

 

注１ 構成員の記入欄が不足する場合には、本様式に準じて行を追加し記入してください。 

 ２ 担当する役割の欄は、「電力供給」のほか提案する業務の遂行に当たって当該構成員が果たす

役割を簡潔に示してください。 

 ３ 応募に当たって共同企業体を構成しない場合は、当様式の提出は必要ありません。 

 



様式３－１（実施要領７ 関係） 

 

 

対象施設における使用電気料金見積書 
 

 

令和  年  月  日  

 

島田市長 染谷 絹代 様 

 

             （代表者） 所在地 

                   法人の商号又は名称 

                   代表者職氏名               印  

                   電話 

                   E-mail 

                   ＦＡＸ 

 

 

 

 

 

 

見積金額                 円 

 

 

別紙２の電気料金に対する削減効果     ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 見積金額は、応募者が提案する単価に別紙２に示した予定契約電力及び月別予定使用電力を乗

じて積算してください。 

 ２ 金額は、消費税及び地方消費税を除いた金額としてください。 

 ３ 料金その他の計算における合計金額の単位は１円とし、その端数は切り捨ててください。 

 ４ 燃料調整費及び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に基づ

く賦課金は考慮しないこととしてください。 

 



様式３－２（実施要領７ 関係） 
 

対象施設における使用電気料金見積書（内訳書） 
 

                （代表者）法人の商号又は名称                

番号 施設名 電気料金（円） 
1 島田市役所本庁舎  
2 島田市役所川根支所  
3 島田市役所金谷南地域総合課  
4 島田市保健福祉センター  
5 島田市立島田第一小学校  
6 島田市立島田第二小学校  
7 島田市立島田第三小学校  
8   
9 島田市立島田第五小学校  
10 島田市立六合小学校  
11 島田市立六合東小学校  
12 島田市立大津小学校  
13 島田市立伊太小学校  
14 島田市立相賀小学校  
15 島田市立神座小学校  
16 島田市立伊久美小学校  
17 島田市立初倉小学校  
18 島田市立初倉南小学校  
19 島田市立湯日小学校  
20 島田市立金谷小学校  
21 島田市立五和小学校  
22 島田市立川根小学校  
23 島田市立島田第一中学校  
24 島田市立島田第二中学校  
25 島田市立六合中学校  
26 島田市立北中学校  
27 島田市立初倉中学校  
28 島田市立金谷中学校  
29 島田市立川根中学校  
30 島田市立中部学校給食センター  
31 島田市立南部学校給食センター  
32 島田市立島田図書館（島田市こども館）  
33 島田市博物館  
34 島田市立金谷公民館  
35 島田市立初倉公民館  
36 島田市立六合公民館  
37 島田市北部ふれあいセンター  
38 川根地区センター  
39 島田市斎場  
40 島田市金谷斎場  
41 島田球場  
42 島田市川根野球場  
43 島田駅南北自由通路  
44 島田市立看護専門学校  
45 稲荷浄水場  
46 田代環境プラザ  
47 駿遠学園  

合   計  

 



様式４（実施要領７ 関係） 

付加提案業務概要書 
（代表者）法人の商号又は名称                    

提案項目１ 件名 

 

 

 

 

 

 

 

※用紙サイズはＡ３横とし、付加提案業務の内容を３枚以内に収めてください。 

※複数枚に及ぶ場合は各ページに通し番号を付してください。 

※複数の提案を行う場合は、本様式に準じて提案項目ごと行を追加し、提案項目ごとに件名及び通し番号を付してください。また、列を分け

て記載することも可能とします。 

※提案書には以下の①から③に示した事項を必ず記載してください。 

  ①提案する事業の具体的な内容 

  ②提案する事業を実施することによって本市が得られる効果（可能な限り、事業の効果額、現状と比較した場合の効果割合等の数量を示

してください。） 

  ③提案者における事業を遂行するための体制、費用負担等の概略 

※法人の商号及び名称は、正本にのみ記載することとし、副本には記載しないでください。 

※各項目の記載に当たっては、基本的な考え方を簡潔に記載することとし、文字を補完するための最小限の写真、イラスト、イメージ図の使

用は可能とします。 

※提案者を特定、識別できるような商号、名称、記号等を記載しないでください。 

※専門的な知識を有しない者でも理解できるよう、分かりやすい内容としてください。また、専門用語を用いるときは注釈を付してください。 

※提出の際は、このテキストボックスは削除してください。 



様式５（実施要領７ 関係） 

業務工程表 
 

（代表者）法人の商号又は名称                

業務項目 
年度 年度 年度 

第１ 

四半期 

第２ 

四半期 

第３ 

四半期 

第４ 

四半期 

第１ 

四半期 

第２ 

四半期 

第３ 

四半期 

第４ 

四半期 

第１ 

四半期 

第２ 

四半期 

第３ 

四半期 

第４ 

四半期 

             

注１ 提案する業務に係る全ての期間並びに工程について記載してください。 

 ２ 記載欄が不足する場合には、本様式に準じて行を追加し記入してください。様式が複数枚に及ぶことは可能とします。 

３ 法人の商号及び名称は、正本にのみ記載することとし、副本には記載しないでください。 

 

 



様式６（実施要領８ 関係） 

 

質 問 書 

 

令和  年  月  日 

 

                     所在地 

                     代表者法人の商号又は名称 

                     担当者名 

                     電話番号 

                     ＦＡＸ 

                     E-mail 

 

島田市公共施設への電力供給等業務公募型プロポーザルの実施に関し、次の事項を質問します。 

表 題 内 容 

  

  

  

注１ 表題及び内容は、簡潔に分かりやすく記載してください。 


