
令和 ４年 ８月 １日 

（地独）京都市産業技術研究所 

（担当：福井、村山 075-326-6100） 

 

      地方独立行政法人京都市産業技術研究所 

照明設備ＬＥＤ化業務委託に関する受託事業者の公募について 

 

 

 地方独立行政法人京都市産業技術研究所（以下「産業技術研究所」という。）における

照明設備ＬＥＤ化業務委託に関する受託事業者の選定にあたり、公募型プロポーザル方式

による選定を行いますので、以下のとおり提案を募集します。 

 

１ 委託業務の目的 

 産業技術研究所の建物内で使用されている照明器具については、建物の竣工（平成

22年10月）から使用しているが、日本国内では蛍光灯や水銀灯（水銀を使用した製

品）は2020年12月31日以降の製造・輸出入が禁止となっているため、照明器具につい

ては流通在庫しかなく継続した入手が難しくなってきている。この様な状況で、照明

器具を従来の器具のまま更新するのは適切とはいえない。 

 今回の業務については、単なる照明器具の更新ではなく脱炭素社会に向けた取組と

して省エネルギー化の推進も重要な目標として掲げ、従来の蛍光灯からＬＥＤ型の照

明器具への更新を必須とし、水銀含有製品の不使用、二酸化炭素排出量の抑制、なら

びに光熱水費の効果的な削減を図ることを目的としている。 

 設置場所に応じた適切な照明器具の設置については、機種の選定、光量、調光、調

色、演色性、経済性、機器の選択、施工方法、さらにはＬＥＤ化によるエネルギー削

減量や二酸化炭素排出削減量などの省エネ化の貢献度等を産業技術研究所が独自に調

査し仕様を決定するには技術的、人員的に難しい。 

 この様なことから、企業のノウハウや技術力を活用することにより高い省エネルギ

ー効果を得ることも合わせ、提案を受け、受託事業者を選定し、照明設備のＬＥＤ化

業務を委託するものである。 

 

２ 委託業務の内容 

（１）件名 

   地方独立行政法人京都市産業技術研究所 照明設備ＬＥＤ化業務 

（２）委託期間 

   契約締結日から令和７年３月３１日まで 

    ・第１期 令和４年度（契約締結日～令和５年３月３１日） 

     産業技術研究所 ２階～４階 

    ・第２期 令和５年度（令和５年４月１日～令和６年３月３１日） 

     産業技術研究所 ５階～７階 

    ・第３期 令和６年度（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

     産業技術研究所 １階，地下１階，地下２階 



   但し、各期における施工場所、内容等の詳細については、本プロポーザル事業内で

受託者と協議の上決定するものとする。 

 

３ 応募資格 

  応募の資格者は法人又は法人以外の団体とし、次の要件を満たす者とする。 

（１）本委託事業は、上記「１ 委託業務の目的」の趣旨を十分に理解し、公益に資する

意思を持って本事業に参加する者であること。 

（２）現に産業技術研究所及び京都市から競争入札参加停止の措置を受けていない者であ

ること。 

（３）代表者が成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。 

（４）法令の規定により、営業について免許、許可又は登録等を要する場合にあっては当

該免許、許可又は登録等を受けて当該営業を営んでいること。 

（５）国税及び地方税を滞納してないこと。 

（６）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。 

（７）暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと。 

（８）自らが提案した企画・運営内容を自らが遂行するのに必要な経営基盤を有し、かつ

資金等について十分な管理能力を有していること。 

（９）会計関係帳簿類として総勘定元帳及び現金出納簿を整備していること。また、労働

関係帳簿類として労働者名簿及び出勤簿並びに賃金台帳を整備していること。 

（10）応募者は、省エネルギー改修工事の設計・施工及び維持管理などを提案できるこ

と。 

（11）設計～工事においては、業務遂行に必要な資格者がいること。 

 

４ 募集期間（全体スケジュール） 

本プロポーザルにおける実施スケジュールを以下に示す。 

 

項 目 期 間 備 考 

(1)公告 令和4年8月1日(月) 産業技術研究所Webサイトにて公表 

(2)実施要領等の 

  配布 

令和4年8月1日(月) 

～8月10日(水) 

産業技術研究所Webサイトよりダウンロード 

(3)参加表明書、参 

  加者情報確認書、 

  誓約書、会社案内 

令和4年8月10日(水) 

午後5時必着 

産業技術研究所受付に以下の書類を提出 

・参加表明書（様式1） 

・参加者情報確認書（様式2） 

・誓約書（様式3） 

・会社案内 

(4)参加資格要件 

  審査結果通知 

令和4年8月12日(金) 電子メールにて通知 

（送付先については参加表明書参照） 

(5)質問受付期間 令和4年8月12日(金) 

～9月30日(金) 

電子メールによる提出、通知 

（送信先、送付先については参加表明書参

照） 



(6)質問の回答 令和4年10月6日(木) 電子メールにて通知 

（参加表明書記載のアドレスに通知） 

(7)辞退届の提出 

  期限 

令和4年10月7日(金) 

午後5時まで 

辞退届（様式4）を産業技術研究所受付に提

出 

(8)提案書・見 

  積等の提出 

令和4年10月11日(火) 

午後5時必着 

提案書（表紙のみ様式5を使用） 

見積書 

(9)提案説明会 

 (予定日) 

令和4年10月13日(木) 

～10月14日(金) 

プレゼンテーション、説明など 

日時については電子メールにて通知 

（送付先については参加表明書参照） 

(10)優先交渉権者 

  決定通知 

令和4年10月17日(月) 電子メールにて通知 

（送付先については参加表明書参照、産業

技術研究所Webサイトにも公表） 

(11)契約交渉・決 

  定・契約締結 

令和4年10月18日(火) 

～10月25日(火) 

詳細内容確認、委託内容決定，契約締結 

 

５ 応募手続等 

  プロポーザルに応募する者は、次に示すところにより参加表明書等を提出するもの

とする。 

（１）提出先（以下本事業の事務局） 

   地方独立行政法人京都市産業技術研究所 

   〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町９１番地 

   経営企画室 （担当：福井、村山） 

   電 話 ０７５－３２６－６１００ 

   ＦＡＸ ０７５－３２６－６２００ 

   （対応時間：平日 午前８時３０分～１２時、午後１時～５時） 

（２）必要書類の提出 

   ア 提出書類及び提出部数 

    ①参加表明書（様式１） １部 

    ②会社案内 １部 

    ③参加者情報確認書（様式２） 

    ④誓約書（様式３） 

     以上①～④の提出は令和４年８月１０日（水）午後５時必着とする。 

    ⑤提案書（任意様式）３部 

     別紙「仕様書・参考資料」を参照し作成すること。提出書類の様式は、Ａ４横

書き（図表等についてはＡ３を用いることは可能。ただし、Ａ４に折り畳むも

のとする）にまとめるものとし、３部ともクリップ等で仮留めして提出するこ

と。 

     また、提出する書類をＰＤＦ形式にしたデータをＣＤ若しくはＤＶＤのメディ

アに入れ冊子資料と併せて提出すること（メディアは１枚でよい）。 



     ファイル名については日本語の使用は可とし、「仕様書」、「参考資料」など簡

潔でわかりやすいファイル名にすること。 

    ⑥見積書（任意様式） １部 

      見積書については、各期ごとに分けて作成すること。 

      提案された業務に係る積算根拠を明示すること。 

      見積書についても⑤と同様にＰＤＦ形式にしたデータを⑤のメディアに入れ

ること。ファイル名は「見積書」とすること。 

      第２期～第３期については、次年度以降となることから、見積については現

時点での見積として作成すること。 

      以上⑤～⑥の提出は令和４年１０月１１日（火）午後５時必着とする。 

   イ 提出場所 

     上記（１）のとおり 

   ウ 提出方法 

     事前に電話予約のうえ、事務局まで事業内容を説明できる者が直接持参するこ

とを基本とするが、持参できない場合は郵送（締め切り時必着）も可とする。 

（３）仕様書等に対する質問期限 

   ア 本書及び仕様書等に対して質問できる者は、上記「３ 応募資格」を満たして

いる者とする。 

    ※期限後の質問は一切受け付けない。 

   イ 質問方法 

     質問は参加表明書に記載された「業務責任者」からの電子メールを基本とする

が、代理として「連絡担当者」からでも可とする。また、電子メールによる対応

が難しい場合はＦＡＸも可とする。 

   ウ 回答および回答期限 

     期限内にあった回答については、参加表明書の提出があった者全員に対し、質

問事項およびその回答を順次業務責任者（代理含む）宛てに電子メールにて通知

する。 

（４）注意事項 

   ア 公募手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

   イ 失格となる提案書 

     提案書が次の事項の一つ以上に該当する場合には失格となる場合がある。 

     なお、失格となった場合は、別途通知するものとする。 

      ①提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。 

      ②指定する様式及び留意事項に示された条件に適合しないもの。 

      ③記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

      ④虚偽の内容が記載されているもの。 

   ウ その他 

      ①すべての提出書類の作成・提出に係る費用は提案者の負担とする。 

      ②提出された提案書は、受託者の選定以外には提案者に無断で使用しない。

ただし、提案の内容については、今後の参考にすることがある。 



      ③提出された書類は、受託者の選定を行う作業に必要な範囲において複製を

作成することがある。 

      ④提出期限以降における提案書の差し替え及び再提出は、産業技術研究所か

らの指示がある場合を除き認めない。 

      ⑤すべての提出書類、ＣＤ、ＤＶＤ等のメディアは返却しない。 

 

６ ウォークスルー調査 

   参加表明書を提出した応募者を対象に、現地ウォークスルー調査及び資料の閲覧を

次の要領で実施する。日時、調査場所、資料の閲覧方法等詳細は、別途ウォークスル

ー調査詳細案内を業務責任者宛てに電子メールで通知する。 

（１）実施日 

   調査日は、実施期間内で事務局と調整の上日時を決定すること。１応募者につき１

回を基本とし現場のウォークスルー調査を許可する。 

   応募者多数の場合は、他の応募者と同時に調査することがある。 

   また、産業技術研究所から募集にあたって必要な事項が生じた場合には、現地ウォ

ークスルー調査を追加することがある。 

（２）実施場所 

   京都市下京区中堂寺粟田町９１ 京都リサーチパーク９号館南棟内 

   京都市産業技術研究所 

（３）写真撮影等制約事項 

   ウォークスルー調査では、対象施設における現地視察を行うとともに、設備に関す

る図書類（竣工図書の施工図等）の閲覧を許可する。建物内や図書類のデジタルカメ

ラ等による撮影は可とするが、撮影前に必ず産業技術研究所担当者に撮影範囲につい

て許可を求め、許可の得られた範囲について撮影を行うこと。図書類については、そ

の貸出し及び複写の依頼等は受け付けない。 

（４）注意事項 

   ウォークスルー調査については、業務責任者の参加を必須とする。 

 

７ 提案説明会（提案書に関するプレゼンテーション） 

  提出された提案書等の内容について、次のとおり提案者による説明会を実施する。 

（１）実施日時及び実施場所 

   実施日時及び実施場所は別途通知する（令和４年１０月１３日～１４日を予定）。 

   業務責任者の出席は必須とする。 

（２）注意事項等 

   ア 提案書の説明（プレゼンテーション）は、業務責任者若しくは業務責任者が指

名するものが行うこと。 

   イ 説明できる時間は３５分以内とし、提案の説明時間は２０分程度、残り時間で

選定委員会（オブザーバ含む）からの質問及びその回答とする。 

   ウ 説明会に参加しなかった提案者は失格とする。 

   エ 説明会における説明方法（プレゼンテーション方法）はプロジェクターを利用

した説明を基本とするが、必須ではなく提案者の任意とする。 



   オ 提案については、プロジェクター及びスクリーンは研究所で用意するが、それ

以外に必要となるパソコン等は提案者が用意すること。 

    （接続情報：PCとの接続はアナログRGB D-Sub15Pinコネクタ若しくはHDMI、プロジェクタ解

像度は1,920×1,080の予定） 

 

８ 提案の審査・選定等 

（１）審査方法 

   提出された提案書および提案説明会の内容に基づいて、産業技術研究所が設置する

選定委員会において審査を行い、受託候補者を選定する。選定委員会は非公開とし、

選考の経過等に関する問い合わせには応じない。 

（２）審査基準 

   選定委員会は、主に以下の項目に基づき提案内容を評価し、点数をつけ、合計点数

の最も高い者を第一交渉権者とする。 

    ・ＬＥＤ化による省エネ率 

    ・工事期間・施工方法・検査方法 

    ・照明器具仕様・デザイン・保証期間 

    ・アフターメンテナンス、アフターメンテナンスを踏まえた器具の提案 

    ・業務実績 

    ・見積価格 

（３）候補者選定 

   選定委員会の審査結果を踏まえて受託候補者を選定する。 

（４）通知 

   選定結果については電子メールで通知する。（産業技術研究所Webサイトにも掲示） 

（５）契約 

   受託候補者に選定された者と委託見積限度額の範囲内で協議の上、契約する。 

   なお、契約が不調に終わった場合は、次点の者と協議するものとする。 

   契約内容は、別紙仕様書及び受託者の提案書の内容を踏襲するものとする。 

 

９ 委託金限度額 

  委託金額限度額 

   委託費 

    第１期  ９，４９５千円以内（税別） 

    第２期  第１期と同額程度を予定 

    第３期  第１期と同額程度を予定 

 

１０ 契約に関する基本的事項 

  受託者との契約においては、次の事項を基本とする。 

（１）契約内容 

   契約内容は、仕様書、提案書、提案説明会の内容に基づき、受託候補者と協議の上

決定する。 

（２）契約金額 



   第１期（令和４年度）については、契約金額は受託候補者の提示価格に基づき、受

託候補者と協議の上決定する。 

   第２期（令和５～６年度）以降については、提案時に提出された見積を元に産業技

術研究所と受託者にて、前年度３月に施工内容を確認し、該当年度の費用につい

て協議を行い、決定する。税の改正や大幅な物価の上昇等がある場合は費用につ

いて調整する。修正範囲は、税率や消費者物価指数（総務省）等を参考にその上

昇率の範囲を上限とする。 

（３）契約期間 

   契約締結日から令和５年３月３１日まで（令和４年度契約分） 

   次年度以降の契約については各年度ごとに契約する。 

（４）委託費の支払条件 

   単年度の精算とし、期ごとに完了を確認後精算払いとする。 

（５）特約事項 

   受託者が、本契約について、提案書等に記載された金額で履行できない場合は、産

業技術研究所に対し違約金を支払わなければならない。 

（６）契約保証金 

   本案件については、契約保証金を免除する。 

（７）成果物の納入及び委託料の支払い 

   受託者は、産業技術研究所が指定する期日までに成果物を産業技術研究所指定の場

所に納入する。産業技術研究所は、委託内容について検査を行い、検査の合格確認

後、受託者の請求により委託料を支払う。 

（８）進ちょく管理 

   産業技術研究所は、適宜、進ちょく状況について評価を行う。その結果、契約の目

的を達成することができないと判断したときは、途中で契約を解除することができ

る。ただし、利用可能な成果物があるときは、成果物に相応する委託料を支払うもの

とする。 

（９）瑕疵担保責任 

   ア 産業技術研究所は、成果物に瑕疵があるときは、受託者に対して相当の期間を

定めてその瑕疵の修補を請求し、または修補に代え、もしくは修補と共に損害

（第三者に及ぼした損害を含む）の賠償を請求することができるものとする。 

   イ 産業技術研究所は、本案件で定めた履行期限までに、受託者による瑕疵の修補

が困難なため、契約の目的を達成することができないと認められるときは、契約

を解除することができる。 

   ウ 上記ア、イは、契約目的物の瑕疵が産業技術研究所の支給品もしくは貸与品ま

たは指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限

りでない。 

   エ 上記ア、イおよびウは、引き渡しを受けた日から２年以内に行うものとする。 

（１０）その他 

   ア 提案の内容に基づく見積額は、物価の上昇等の正当な理由が無い限り契約時に

増額することは認めない。また、提案内容等を勘案して決定するため、委託契約

額が見積額と同じになるとは限らないことに留意すること。 



   イ 受託候補者となった者は、その地位・権利の譲渡ができないものとし、契約締

結後、当該委託業務全ての履行を再委託することは禁止する。ただし、産業技術

研究所が承認した場合はその限りでない。 

 

１１ その他 

（１）委託事業の開始から終了までの間、事業実施方法や進ちょく状況の確認等、事業の

円滑な実施のために、定期的に研究所と連絡調整を行うこと。 

（２）本事業に係る会計実地検査が行われる場合は協力すること。 

（３）提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの日本国の法令に基

づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、

工事材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、応募者が負うものとす

る。 

（４）本事業において、著作権や特許権等の知的財産権が発生した場合、その権利は全て

研究所に帰属するものとする。 

（５）産業技術研究所から提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはなら

ない。 

（６）一旦提出した書類は、産業技術研究所からの指示ある場合を除き変更はできない。 

（７）この募集要項内に記載されている「郵送等」とは、日本郵便株式会社あるいは宅配

便等により送付することを指す。送付する手段は問わないが、配達日が公に証明でき

る手段で送付されることを推奨する。ただし、信書にあたるものは、適切な方法によ

り送付すること。 

   郵送等の場合は受付期間内に必着とする。発送後であっても受付期間内に未着の場

合の責任は応募者に属するものとし、期間内の提出がなかったものとする。特に、受

付終了間際に送付された場合、受付期間を過ぎると受理しない。その配達日を証明す

る一切の責任は応募者にあるものとする。郵送の場合、書類の受理については、必ず

事務局へ到着を確認すること。 

   なお、当事務局への郵送等は全て事業役割（代表者）から、産業技術研究所業務担

当者名を記載して発送すること。事業役割（代表者）以外の者から発送されたものは

全て無効とします。 

（８）事務局からの連絡等においては以下のように電子メールの使用を基本とする。当事

務局の電子メールのやりとりは、参加表明書に記載の担当者メールアドレスに限定す

るため、電子メールについては送受信について注意を払うこと。 

  《本件における電子メールに関する連絡》 

    ①参加表明、辞退等の事務書類に関するもの 

     連絡担当者 ←・・・→ 産業技術研究所 担当者 

    ②質問、ウォークスルー調査、施工内容・技術的な内容に関するもの 

     業務責任者 ←・・・→ 産業技術研究所 担当者 

（９）応募にあたり産業技術研究所から重要な情報と指定された事項及び提案もしくは契

約に至るまでに知り得た重要な情報、資料、記録等を無断で、第三者に開示又は漏え

いしないこと。ただし、産業技術研究所が開示した時点で公知となった情報はこの限

りではない。また、自己の業務従事者その他関係人について、当該（前述の）義務を



遵守させるために必要な措置を講じるものとし、重要な情報等を第三者に開示する場

合は、事前に書面を提出し産業技術研究所の承諾を受けるものとする。 

 

１２ 書類、資料について 

   本件について以下の書類をホームページにて公開する。 

  （１）募集要項 

  （２）仕様書 

  （３）参加表明書（様式１） 

  （４）参加者情報確認書（様式２） 

  （５）誓約書（様式３） 

  （６）辞退届（様式４） 

  （７）提案書表紙 

  （８）照度測定箇所 

  （９）作業日程資料 

 

 （参加表明者のみ別途連絡） 

   ・照明器具配置図 

 

 

 


