
令和３年８月 2７日 
株式会社西九州させぼパワーズ 
代表取締役社長 田中 英隆 

入札参加者募集のお知らせ 
（補助採択を条件とした事業実施に対する募集） 

当社は、佐世保市の出資を受け、西九州させぼ広域都市圏における連携事業の一環として、
『電気料金等の「富」の地域外流出抑制』『利益相当分を各地域の公益的事業へ還元』『再エネ促
進、エネルギーの地産池消への足掛かり』の３つの目的を果たすための新たな担い手となること
を目指しており、その一環として、佐世保市及びその周辺自治体と連携協定を締結し、公共施設
に対する電力販売を行っております。 
その中で、一部の公共施設においては、敷地内への太陽光発電設備及び蓄電設備の設置を当社

が行い、当該施設への電力販売を行うことを予定しております。 
この事業は環境省に申請中の補助が採択された場合にのみ実施することとなりますが、下記要

領により各設備調達・設置を依頼する事業者の募集を行いますので、ご参加の申込みをお願い申
し上げます。 
 

(1) 件名 
第三者保有モデルによる太陽光発電設備及び蓄電設備の納入及び設置工事 

（令和3年度 計27施設） 
※ 環境省に申請中の補助が採択された場合にのみ実施することとなります。 

 

(2) 対象施設及び設置予定設備容量 
別紙「対象施設及び設置予定設備容量一覧表」参照 

 

(3) 業務に関する内容 
佐世保市内の公共施設のうち、災害時避難所として指定された27施設について、太陽光発電設

備及び蓄電設備を設置し、災害時避難所としての機能向上を図るための設備納入及び工事 
 

(4) 参加及び見積条件 
 太陽光発電設備及び蓄電設備のそれぞれ別で募集いたします。（双方とも参加は可能） 
 施設ごとに、太陽光発電設備及び蓄電設備のそれぞれについて、御見積書をご提出いた

だきます。 
 提示資料の屋根面積等の記載値は参考としてください。現地状況を優先とし、見積書の

作成をお願いします。 
 見積り作成時には、各施設で想定する設備容量の±10%以内に収まるように機器選定を

お願いします。 
 施工完了、写真付き報告書及び工事完成図書の提出をお願いします。 
 見積り時に除外事項がある場合には、記載のうえ、提出してください。 



 

(5) 選定方法 
今回の入札については、環境省補助を活用する前提であり、経済的な競争性が求められること

から、一般競争入札に準ずる手法としています。 
施設ごとに、太陽光発電設備及び蓄電設備のそれぞれについて、最低価格を入札した者をもっ

て落札候補者とします。 
※ 上記に基づく最低価格が当社の設定する入札予定価格を超えた場合は、落札候補者との

契約を保留する場合がございます。 
 

(6) スケジュール 
2021年9月初旬    補助交付決定 
2021年9月10日（金）17時まで  入札参加意思のご連絡の締切 
2021年9月中旬    見積依頼書の送付 
入札参加者への見積書様式、各施設図面等のデータファイルをメール送付 
2021年10月01日（金）17時まで  質問受付の締切 
2021年10月06日（水）12時まで  質問に対する最終回答 
2021年10月21日（木）12時まで  入札書提出期日 
2021年10月22日（金）   最低価格の選定、落札候補者の決定 
2021年10月25日（月）   入札結果のご連絡、契約に係る協議開始 
2021年10月29日（金）   契約の締結（予定） 
2022年11月～    設計・施工開始 
2022年01月中旬   施工完了、写真付き報告書及び工事完成図書の提出 
2022年01月下旬まで   施工完了後、随時支払 
 

※ 環境省に申請中の補助が採択通知の日程によって、日程がずれる場合がございます。 
 

(7) 入札参加の意思表明について 
2021年9月10日（金）17時までに「(12) 問合せ先」記載のメールアドレス宛にご連絡くださ

い。お電話での対応はいたしません。 
メールを送る際には、以下のとおりのメール件名としてください。また、メール本文にて、入

札参加を希望する設備の内容（太陽光発電設備、蓄電設備の別）を明記ください。 
【参加表明】株式会社西九州させぼパワーズの設備導入に関する入札について 

なお、参加意思表明後、応札を辞退される場合には、2021年10月01日（金）17時までに、
「(12) 問合せ先」記載のメールアドレス宛にご連絡ください。 
 

(8) 質問方法とその回答 
2021年10月01日（金）17時までに「(12) 問合せ先」記載のメールアドレス宛にご連絡くださ

い。お電話での対応はいたしません。 
メールを送る際には、以下のとおりのメール件名としてください。 

【質問】株式会社西九州させぼパワーズの設備導入に関する入札について 



回答は２～３日ごとにまとめて、入札参加の依頼をしている全ての事業者様にメールで送付い
たします。質問の回数は質問締切日までであれば、制限はありません。 
 

(9) 入札書式 
入札書の提出は、指定書式によって、メール送付（PDF）及び原本郵送でご提出ください。 
指定書式に見積額を記入、代表印押印の上、メール送付（PDF）での提出は、2021年10月21

日（木）12時までに「(12) 問合せ先」記載のメールアドレス宛にご提出ください。 
メールを送る際には、以下のとおりのメール件名としてください。 

【見積提出】株式会社西九州させぼパワーズの設備導入に関する入札について 
原本は2021年10月21日（木）までの消印で、「(12) 問合せ先」記載の住所宛に郵送くださ

い。なお、郵送形態は、書留・配達記録等の配達証明の取れるものでご対応ください。 
 

(10) 入札に係る機密保持 
当社から提供するすべての情報については、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持

し、本入札の目的の範囲内のみで使用、複製及び改変することができるものとします。但し、裁
判所等の公的機関からの要請に基づき開示する場合又は税理士、公認会計士、弁護士その他の守
秘義務を負うアドバイザーに対して開示する場合はこの限りではありません。 
 

(11) その他の事項 
 落札候補者の選定については、公平性を保ち実施いたします。 
 入札結果については、応札いただいた事業者様に個別に連絡いたしますが、落札の有無、落
札した場合の対象施設・設備内容とその容量のみをお伝えいたします。 

 佐世保市外の事業者におかれましては、工事等において下請け発注をする場合、市内事業者
への受注機会の拡大を図るため、市内業者を優先して活用するよう努めてください。 

 

(12) 問合せ先 
株式会社西九州させぼパワーズ 担当：中川・宮川（業務受託：パシフィックパワー株式会社） 

TEL  0800-800-5084 
住所  東京都千代田区神田錦町三丁目22番地（パシフィックパワー株式会社所在地） 
FAX  03-3296-0543 

メールアドレス  contact@nishi-kyushu.de-power.co.jp 
 

以  上 
  



別紙「対象施設及び設置予定設備容量一覧表」 

No. 施設名 所在地 

太陽光発電設備 蓄電設備 

出力
kW 
総計 

予定設置場所 ＜参考＞ 
補助申請 
事業費 
（千円） 
（税別） 

出力 
kW 

容量 
kWh 

駐車場 
ｶｰﾎﾟｰﾄ 
・ 

陸屋根 

その他 
切妻屋根 

等 

1 花高小学校 佐世保市花高 3 丁目 4-1 20 〇  6,000 10 20 

2 相浦西小学校 佐世保市相浦町 794 30 〇 〇 8,550 10 20 

3 宮小学校 佐世保市萩坂町 1715 30  〇 8,100 10 20 

4 広田地区ｺﾐｭﾆﾃ
ｨｾﾝﾀｰ 佐世保市重尾町 63 30  〇 8,100 10 20 

5 大野地区ｺﾐｭﾆﾃ
ｨｾﾝﾀｰ 佐世保市田原町 13-29 30  〇 8,100 10 20 

6 祇園小学校 佐世保市祇園町 18-18 20 〇  6,000 10 20 

7 鹿町地区ｺﾐｭﾆﾃ
ｨｾﾝﾀｰ 佐世保市鹿町町下歌ヶ浦 8-37 20 〇  6,000 10 20 

8 三川内小学校 佐世保市口の尾町 698 20 〇  6,000 10 20 

9 西地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾ
ﾝﾀｰ 佐世保市金比良町 1-7 30  〇 8,100 10 20 

10 黒島小中学校 佐世保市黒島町 2608-10 30 〇  9,000 10 20 

11 日宇地区ｺﾐｭﾆﾃ
ｨｾﾝﾀｰ 佐世保市日宇町 675-2 20 〇  6,000 10 20 

12 江迎地区文化
会館 佐世保市江迎町田ノ元 265-1 20 〇  6,000 10 20 

13 佐世保市役所
世知原支所 佐世保市世知原町栗迎 246 20 〇  6,000 10 20 

14 船越小学校 佐世保市船越町 759 20  〇 5,400 10 20 

15 山澄地区ｺﾐｭﾆﾃ
ｨｾﾝﾀｰ 佐世保市潮見町 14-14 20 〇 〇 5,700 10 20 

16 江上地区ｺﾐｭﾆﾃ
ｨｾﾝﾀｰ 佐世保市指方町 1759 20 〇  6,000 10 20 

17 吉井南小学校 佐世保市吉井町前岳 27-3 50 〇 〇 14,250 10 20 

18 針尾地区ｺﾐｭﾆﾃ
ｨｾﾝﾀｰ 佐世保市針尾中町 1538-5 20 〇 〇 5,700 10 20 

19 宇久小学校 佐世保市宇久町平 2690 30 〇  9,000 10 20 

20 小佐々地区ｺﾐｭ
ﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 佐世保市小佐々町西川内 143-1 20 〇  6,000 10 20 

21 南地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾ
ﾝﾀｰ 佐世保市稲荷町 2-5 20 〇  6,000 10 20 

22 愛宕地区ｺﾐｭﾆﾃ
ｨｾﾝﾀｰ 佐世保市赤崎町 596−26 20  〇 5,400 10 20 

23 崎辺地区ｺﾐｭﾆﾃ
ｨｾﾝﾀｰ 佐世保市十郎新町 3−7 10  〇 2,700 10 20 

24 柚木地区ｺﾐｭﾆﾃ
ｨｾﾝﾀｰ 佐世保市柚木町 2088-2 20 〇  6,000 10 20 

25 総合教育セン
ター 佐世保市保立町 12-31 20  〇 5,400 10 20 

26 皆瀬小学校 佐世保市皆瀬町 207 40 〇 〇 11,400 10 20 

27 春日小学校 佐世保市瀬戸越町 3-19-1 40 〇 〇 11,100 10 20 
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