白河市街灯ＬＥＤ化整備業務委託公募型プロポーザル実施要領に関する質問の回答
№

質問内容

回答

お見込みのとおりです。
公募型プロポーザル実施要領 ページ２ ５．プロポーザルの日程（予定）
なお、代表企業と施工業者間での工事請負契約と、電力申請の手続きを終
⑪優先交渉債者の選出、結果通知からリース契約の締結、整備期間（工
1 事）までの日程が短いですが、着工時期は、工事施工側での工事請負契約 えてから、着工してください。
や電力申請業務を経てからの工事時期という理解でよろしいですか。
公募型プロポーザル実施要領 ページ7 9 企業提案書の提出（エ）（オ）市内 制限はありません。
事業者の活用方法とありますが、工事対応業者の工区と維持管理を行う業
2 者の担当区を同じくするなどの制限がありますでしょうか。
LED化済の既設灯具1,389灯については交換対象ではありません。7,085灯
特記仕様書 ページ１ 第2 条（目的）
「甲が管理する約8400 灯の街灯をLED照明に交換する」とありますが、既 が交換対象となります。実施要領P.13の「整備事業後の管理対象数量」を
3 LED約1400灯のなかでも工事期間中に交換対象があるものと理解してよろ 確認してください。
しいでしょうか。
お見込みのとおりです。
特記仕様書 ページ１ 第3 条（準拠する法令等）
(1)電気工事法施工規則、（２）電気工事士法施工規則により市内事業者の
4 活用にあたっても、登録電気工事登録業者、ならびに認定電気工事士資格
取得者以上の方を対象とするとの理解でよろしいでしょうか。
特記仕様書 ページ１ 第3 条（準拠する法令等） ページ5 （４）での質問重 指定はありません。
複（５）福島県産業廃棄物等の処理の適正化に関する条例とありますが、白
5 河市内の業者を選定するなどの指定はありますでしょうか。
特記仕様書 ページ１ 第5 条（貸与資料）
ファイルベース（エクセル・PDF等）で貸与します。
6 資料類の貸与は、ファイルベース（エクセルデータやPDF ファイル）で貸与い
ただける理解でよろしいですか。
特記仕様書 ページ2 第9 条（検査及び完了）
納期 契約締結日の翌日から平成31 年3 月31 日とありますが、市内業者
7 の工区数量や作業契約や冬期間などの作業中断を余儀なくされることが想
定されますが、各地区工区毎での完了時期にばらつきが発生するものとの
理解でよろしいですか。

LED照明設置業務の納期を「平成32年（令和2年）3月31日」に修正しま
す。
納期までに設置工事を完了すれば、工区ごとのばらつきが発生しても支障あ
りません。
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関係機関（東北電力(株)、東日本電信電話(株)）とプレートの取り付け時期
特記仕様書 ページ3 第11 条（業務概要）
（1）LED 照明設置業務 「設置後は、点灯確認を実施、街路灯管理番号の の協議を行い、その結果に従ってプレートの取り付けを行ってください。
8 入った金属プレートを付設する」とありますが、プレートの取り付け時期は、工
事側の判断で事前にプレートを取り付けてもよろしいでしょうか。
お見込みのとおりです。
特記仕様書 ページ3 第11 条（業務概要）
ページ４ （１）木柱の場合・・・と重複（1）LED 照明設置業務 「木柱を撤去し
付近のコンクリート柱への設置を検討」とありますが、その場合は、コンクリート
9
柱への電力申請新規扱いとなりますが、木柱撤去は、新設場所での点灯後
の廃止撤去となる理解でよろしいですか。
特記仕様書 ページ4 第12 条（業務計画書の提出）
業務計画書を作成し、打合せ後に承認を得るとありますが、業務計画書の
10
様式等定めたものはありますか、工事施工計画書などによる各号に掲げる項
目が網羅されていればよろしいでしょうか。
特記仕様書 ページ4 第15 条（LED 照明設置業務）
「交換工事に伴う高所作業に当たっては、十分な安全確保を図ること」とあり
11 ますが、可能な限り高所作業車を推奨しますが、はしごの使用等に関する制
限はありますか。

業務計画書の様式等に定めはありません。
お見込みのとおり、各号に掲げる項目を網羅し、作成してください。
はしごの使用等に関して制限はありませんが、警察署との道路使用許可条
件に従い、十分な安全確保を図ってください。

特記仕様書 ページ4 ２ 工事内容
原則既設配管・配線は再使用とします。
（１）（設置に必要な電柱共架用金具、バンド、配管配線等を含む）とあります 但し破損劣化が著しい場合は新設配管・配線を考慮してください。
12 が、灯具ＬＥＤへの交換時は、配管配線は流用するとの理解でよろしいです また、移設等の場合は、新設配管・配線を考慮してください。
か。
特記仕様書 ページ5 （２）
お見込みのとおり、契約額に含まれます。
道路使用許可などの申請手続きを行うこととありますが、毎月2500 円／市
13 町村単位が発生しますが、契約額に含まれているとの理解でよろしいです
か。
特記仕様書 ページ5 （7）
14 工事完了後に指定する形式で提出すること、全景と近景の写真とあります
が、管理プレートの写真は必要ないということでよろしいですか。

近景写真には、管理プレートの写真を含むものとしてください。

特記仕様書 ページ5 （7）
システムの閲覧及びシステム貸し出しはできません。
本市に導入済みの地理情報システムに対し、情報更新を行うものとする。と システム運用会社への情報更新の再委託は認めます。
15 ありますが、システムは、受託会社も閲覧またはシステム張り出されるものな
のでしょうか。
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特記仕様書 ページ5 （10）
実際の工事に入る前に行政区等と事前調整を行うこととありますが、具体的
16
に集合形式の説明会となるのでしょうか。その対象者は、区長様となるので
しょうか。
特記仕様書 ページ5 第16 条（リース業務）
施工が完了したものについては、毎月とりまとめ検収を行うものとし検収後に
17 リース開始するとありますが、東北電力の検査完了をもっての完了という理
解でよろしいですか。

集合形式の説明会は想定していません。
当市からは各行政区の区長をご紹介します。具体的な工事スケジュールが
固まりましたら、各行政区の区長に説明してください

特記仕様書 ページ6 第17 条
（２）点検・補修等について・・体制を整えること。また、保守及び作業計画を
定めた計画書を作成し、リース期間開始の前日までに」とありますが、計画書
18
とは、仕様書のようなものでよろしいでしょうか。また、リース開始の前日とは、
ファースト工事完了前日となりますでしょうか。

維持管理業務全体について、役割・連絡体系を明示した計画書を作成して
ください。
「リース期間開始の前日まで」は、「初回工事完了の前日まで」としますが、
本業務には既設LEDの維持管理を含むため、契約締結後速やかに甲乙協
議を行うことを予定しています。

特記仕様書 ページ6 第17 条
（5）本市に導入済みの地理情報システムに対し、情報更新を行うものとす
19 る。とありますが、システムは、受託会社も閲覧またはシステム張り出される
ものなのでしょうか。

システムの閲覧及びシステム貸し出しはできません。
システム運用会社への情報更新の再委託は認めます。

特記仕様書 ページ6 第17 条 ２交通事故
（１）「甲が負担する」場合は、その作業依頼に基づき維持管理業務のなか
20
で、見積もり等の実費払いを想定しているとのことでよろしいですか。

「甲の責めに帰すべき理由により生じた」損害については、甲が第三者に対し
て、その損害を直接賠償します。

特記仕様書 ページ7 照明柱の更新
（２）乙の現地立会による必要な経費は、乙が負担するものとするとあります
21
が、どれぐらいの頻度や作業回数を見込んでいますでしょうか。

乙の立ち会いは、多くても年数回と想定していますが、乙の立ち会いが多く必
要と見込まれた際は、別途甲乙協議により決定します。

お見込みのとおりの理解で良いです。

特記仕様書 ページ12 2 （LED 道路照明器具技術基準）
「既設照明ﾗﾝﾌﾟ規格相当品のLEDﾗﾝﾌﾟ・電源ﾕﾆｯﾄにて対応することとし、
（１）LED 専用に設計された器具であり、LED 制御装置と組み合わせて器具 既設灯具・照明柱は現状のもので対応とします
22 に内装したものとする（ランプのみの交換は適用外とする）とありますが、取り
付け器具等の対応が困難な場合は、デザイン灯具本体での交換とする理解
でよろしいですか。
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【特記仕様書 総則 第10条】
後期 ＬＥＤ照明設置業務 契約締結日の翌月から平成31年3月31日と記
載ありますが、平成32年3月31日ではないでしょうか？
又、「実施要領 5.プロポーザルの日程」につき、
⑫維持管理・支払開始 平成31年6月1日〜平成41年3月31日とあります
23 が、⑪の整備期間（工事）が平成31年6月1日〜平成32年3月31日とあるた
め、⑫の維持管理・支払開始は、工事終了後の平成32年4月1日〜平成
42年3月31日ではないでしょうか。
その他、実施要領、特記仕様書全般につき、日時・スケジュール全般に関し
再度ご確認をお願い致します。

LED設置業務は、「契約締結日の翌日から平成32年3月31日」と訂正しま
す。
維持管理業務には、既設のLED灯も含むため、⑫維持管理・支払期間は
「平成31年6月1日〜平成41年3月31日」としています。
特記仕様書を修正いたしましたので、確認願います。

業務概要 第11条について、「…LED照明機器の９年10ヶ月のリース契約
【特記仕様書 業務概要 第11条】
「10年間のリース契約及び維持管理等の契約を行うものとする」とあります 及び維持管理等…」と訂正します。
が、同条（2）にリース契約の開始は「平成31年6月1日から平成41年3月31 特記仕様書を修正いたしましたので、ご確認願います。
24 日までの期間とする」と記載があります。
リース期間は9年10ヶ月でしょうか。
平成32年4月1日から平成42年3月31日までの10年ではありませんでしょう
か。
【特記仕様書 第6条】
25 本業務上で知り得た事項、または個人情報に関する貸与資料とはどのような
事項、個人情報でしょうか。例示願います。
【特記仕様書 第7条】
「本業務では、個人情報を取り扱うため、作業場所は福島県内」と記載ござ
26 いますが、ここでいう作業とは、工事にかかる作業との認識で宜しいでしょう
か。
【特記仕様書 第８条】
成果品のうち、とくに帰属を限定したもの以外は全て甲の所有と記載がござ
いますが、「成果品」とはどのような内容を想定されておりますでしょうか。
27 ＬＥＤ照明設備という認識で宜しいでしょうか。
本件「賃貸借」案件であり、「所有」という表現を変更または削除の検討頂け
ませんでしょうか。

東北電力等の協議により入手した事項と、それに個人情報が含まれる可能
性があることを予測しています。
お見込みのとおり、「工事に係る作業」との理解です。

特記仕様書第19条に記載した成果品が、甲の所有と考えています。
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【特記仕様書 第９条】
「成果品の引渡しをおこない、本業務の完了とする。」と記載がありますが、
本件賃貸借契約であり、物件の引渡しより賃貸借が開始します。
28 「完了」という表現を変更または削除検討頂けませんでしょうか。

特記仕様書第9条について、以下のとおり訂正します。
第９条（検査及び合格）
LED設置業務の完了は、「乙」による成果の納入時に「甲」による検査を受
け、「甲」が合格と認めた時点で成果品の引渡しを行う。
また、業務の合格後であっても、「乙」の責による成果品の瑕疵が確認された
場合には、「乙」は速やかに修正補修を行い、その結果について「甲」の確認
を受けるものとする。

【特記仕様書 総則 第16条4所有権の譲渡】
東北電力への「名義変更手続き等については、乙が行なうものとする」とあり
ますが、どのような契約の名義変更手続きを意味しますでしょうか。
29 リース開始時点において電力契約名義をリース会社にすることは無いと思料
します。
電気料金の支払いは貴市から直接電力会社へ支払うことで認識しておりま
す。

ご指摘のとおり、電力契約名義はすべて当市であり、名義変更手続き等が
必要は場面はありません。
特記仕様書から削除の上、差し替えを行います。
「落札者による東北電力への手続きは不要とします」

【提出書類様式 様式第４号２ 企業状況表】
構成員による建設業許可が無い場合があります。この場合はグループ構成
30 員のうち資格がある会社のみが記載し、他の資格が無い会社（例えば、リー
ス会社、灯具メーカー等）はブランクでよろしいでしょうか。

他の資格の無い会社様は、ブランクで構いません。

【提出書類様式 様式第10号2 提案総括表 リース見積書】
31 提案月額は１２０で割るようにご指示あります。契約期間は120ケ月でしょう
か。
【提出書類様式 様式第３号 グループ構成表】
32 こちら押印欄のみ「実印」との表記ですが、他の書面同様、（実印ではない）
「代表者員」の押印でよろしいでしょうか。

契約期間は１１８ヶ月となりますので、提案金額も１１８で割ってください。「提
出書類様式１０号の２」を差し替えます。
他の書面と同様、（実印ではない）「代表者印」も認めます。

【実施要領】
貴社認識の通りです。
「ＬＥＤ化整備業務委託」とありますが、リース会社がグループの代表企業とし
て参加し、契約を締結を貴市とリース会社の２社間で契約締結する場合につ
き質問です。
33 賃貸人（受注者）の義務として定められている業者を当社（リース会社）が受
託し、又は請け負うことが建設業法および銀行業法その他の法令に抵触す
る可能性がある場合は、当該業務に限り、当社は第三者（グループで参加す
る構成員）に発注し、当該第三者を業務にあたらせることとしても問題ないで
しょうか。
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【実施要領 ８．参加表明書の提出（3）提出書類（イ）】
34 構成員の間で交わされた事業役割等に関する合意書に関しての様式は当
社（当グループ）の作成する様式でよろしいでしょうか。

様式に指定はございませんので、貴社が独自に作成した様式で構いません。

【実施要領 １１．契約の締結】
35 リース契約書の雛形を事前に頂けないでしょうか。

契約書は、企画提案書をいただいた内容を踏まえ優先候補者と協議を行い
作成いたします。

【実施要領 ２．（３）】
お見込のとおり、調査業務は含まれておりません。
本業務に、調査業務は含まれないとの認識で問題ございませんでしょうか。
36
私有地、他官地等の占用により、費用が発生する場合は、当市が負担しま
【実施要領 ２．（３）】
鋼管製ポール柱の設置とございますが、不動産に付着させる必要がござい す。
その際の協議に関しても、当市が実施します。
ます。
契約期間中、土地の利用に関するリスク負担は、貴市の負担との認識でよろ
37
しいでしょうか。
また、設置土地は貴市限定とは限らないと思います。
私有地、他官地等あると思います。その場合はいかがでしょうか。
【実施要領２．（３）】
既設LED灯（１，３８９灯）は、入れ替えの必要はございませんが、維持管理
既設ＬＥＤ灯（１，３８９灯）は、入替の必要ないとの認識で宜しいでしょうか。 の対象になりますので、ご注意ください。
38 木柱２７２本は、全て、今回入替を行う６，９４８灯の中に含まれるとの認識で 木柱２７２本は、今回入れ替えを行う６，９４８灯に含まれます。
宜しいでしょうか。
【実施要領９（３）（イ）、１４、提案総括表 様式第１０号の３】
電気料・維持管理費の削減予定額を記載とございますが、電気料、維持管
理費について、詳細な資料を頂けませでしょうか。
年間維持管理費につきまして、平成29年度と平成30年度で内容が異なりま
すが、灯具の数量は変更なく、稼動時間も変更なかったとの条件でしょう
39
か？
稼働時間は１日あたり、何時間でしょうか？
維持管理は現行、どのような業務をされておりますか？
削減額の比較対象は、平成３０年度見込額との比較との理解で宜しいでしょ
うか。

本市の街灯に係る維持管理費（実績）の内訳としては次のとおりです。
電気料：H29 41,348,384円、Ｈ30 43,636,614円
修繕費：Ｈ29 1,003件 24,505,152円 H30 899件 26,671,180円
※修繕内容は主に蛍光灯具の玉切れの修理であります。
※平成30年度に街灯42基を新規で設置しております。
本市の街灯の稼動時間は明確に把握はしておりません。なお、環境省が示
す年間夜間時間平均値を参考としてください。
削減比較は、平成30年度見込額との比較としてください。
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維持管理、賃貸借を含む業務委託契約書とします。
【実施要領１１（３）】
「業務委託契約」を締結と記載がございますが、契約の表題及び内容につい
て、「賃貸借契約」として、契約を締結させていただくことは可能でしょうか？
40 （又、特記仕様書に「維持管理業務も併せて締結する」と記載がございます
が、契約は１つの「維持管理を含む賃貸借契約書」にて取り進め可能でしょう
か。）
お見込みのとおり、実際に導入する灯具数であります。
【実施要領１１（４）】
「東北電力の契約種別ごとの数量の合計」との記載がありますが、「実際に導 要領Ｐ１２．１３の「街灯規格の内訳」を確認してください。
41 入する灯具の数量」と同じ意味で宜しいでしょうか。
「種別ごとの数量」について詳細ご教示願います。
【実施要領８（３）（イ）グループ構成表 提出書類様式第３号】
グループ構成表役割の記載は、「総括役割」と「施工管理役割」の２つのみ
記載がありますが、グループ構成表を作成する際並びに提案に際して、役割
をより細分化しての記載及び提案も可能でしょうか。
例えば、「統括役割」「施工管理役割」の他に「灯具供給役割」等を記載す
る。
42 同質問に関連し、【実施要領４（２）⑤】に、「参加表明時は、代表者と構成員
すべて（交換工事及び維持管理を行う市内業者を除く）を明らかにし、各々
の役割を明確にする。」と記載がありますが、「施工管理」「交換工事」「維持
管理」を全て行う市内業者がある場合も考えられます。その場合は、グルー
プ構成表に市内業者を構成員として記載し、本件入札に参加してもよろしい
でしょうか。

提出書類様式第３号について、担当役割をより細分化して記載しても構いま
せん。
細分化した場合、行数を増やし、複数ページにまたがっても可とします。
グループ構成表に市内業者を構成委員として掲載しても良いです。
また、市内電気事業者は他の参加者との重複を可能といたします。

【その他】
43 グループでの提案を検討しておりますが契約主体は、貴市と、代表企業
（リース会社）の２社間契約との認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおり、契約は当市と代表企業（リース会社）の２者間での締結と
なります。

【その他】
44 入札保証金、契約保証金等は不要でよろしいでしょうか。

入札保証金は免除します。

【その他】
45 入札金額に固定資産税は含めないとの認識でよろしいでしょうか。

固定資産税は免除します。

7／11

白河市街灯ＬＥＤ化整備業務委託公募型プロポーザル実施要領に関する質問の回答
№

質問内容

回答

本件、債務負担行為での契約となります。
【その他】
本件、長期継続契約でしょうか、それとも債務負担行為での契約でしょうか。 なお、本市において長期継続契約で、契約の変更・解除となった事例はあり
46 長期継続契約の場合、貴市の過去の長期継続契約において、予算の都合 ません。
等で契約の変更・解除となった事例はありますでしょうか。
二次審査（プレゼンテーション）は、５名以内としてください。
【その他】
二次審査（プレゼンテーション）につき、参加人数の制限はありますでしょう
47
か。
鋼管製ポールの施工費は、本業務の提案に含めて実施してください。
【特記仕様書 第１１条（業務概要）（１）ＬＥＤ照明設置業務】
「支柱が木柱の場合には木柱を撤去し」とありますが、施工費の変更が発生
48 しますがその時点での打合せとなるのでしょうか。
貸与資料は、受注者（優先交渉権者）のみが貸与を受けることができます。
【特記仕様書 第５条 貸与資料】
貸与資料は受注者（優先交渉権者）のみが貸与を受けられる資料との認識 貸与は、契約の締結後とします。
49 で宜しいでしょうか。
参加表明者すべてが貸与を受けられるのであればいつから貸与を受けられ
るのかご教示願います。
50

使用する賃貸借契約書は現時点で開示できますか？

№35と同じ。

特記仕様書」P.6 「4無償譲渡」とあるので、LED灯具に掛かる固定資産税
51 は免除という理解で良いですか？

固定資産税は免除します。

「特記仕様書」P.6 「第17条 （5）」
「本市に導入済の地理情報システムに対し、情報更新をおこなう」とありま
すが、 システムの内容、情報更新の操作方法を具体的に教えて下さい。
52 そもそも、貴市が導入しているシステムについて、第三者である応募者が
操作することはできるのですか？

当市が保有しているシステムの閲覧及び貸し出しはできません。
システム導入業者への再委託を予定してください。
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「特記仕様書」P.5 「第16条 （リース業務）」
「毎月とりまとめ検収を行うものとし、検収後にリース契約に基づきリースを開
始する」とありますが、
・優先交渉権者決定後、全灯数をまとめて1本で契約、検収完了毎に複数
回に分けてスタートして終了日は平成41年3月31日とする、つまりスタート時
53 期により期間支払回数が異なる、という理解で良いですか？
・この場合、期間は10年に満たず、業務概要（P.3）第11条（業務概要）にあ
る「10年間の契約をおこなう」と矛盾します。
・業務概要（P.3）第11条（業務概要）(2)リース業務
「リース契約の開始は・・・・・」のうち「の開始」部分は誤植ですか？

お見込みのとおり、検収完了ごとの支払い開始についてとの理解で良いで
す。
また、本業務には既設のLED灯も含む維持管理から支払期間は「平成31年
6月1日〜平成41年3月31日」としています。
なお、支払い開始時期等について、優先交渉者との協議により決めます。
業務概要 第11条について、「…LED照明機器の９年10ヶ月のリース契約
及び維持管理等…」及び（3）LED照明維持管理業務 「リース開始から終了
までの９年10ヶ月に及び････」と訂正します。

「特記仕様書」P.3 「第11条 （1）」
木柱撤去の際の撤去費用、鋼管製ポール調達費用、設置費用は、整備
54
リース業務委託料に含みますか？

木柱の撤去費用、鋼管製ポール調達及び設置費用は、本業務委託料に含
みます。

実施要領 P.9 （1）契約内容の協議
「本市は提案等の内容を取捨選択できる。」とあるが、万一その選択が優
55
先交渉権者にとり不利に働く場合、双方で調整することは可能ですか？

取捨選択したものが優先交渉権者にとって不利に働く場合は、本市と優先
交渉権者の協議により、不利に働かないよう、調整を行います。

実施要領 P.10 「13.リスク負担に対する考え方」
56 「共通、制度の変更、法令・許認可・税制の変更」において、契約者が負担
者になるのは、どういう状況を想定していますか？

電力・電信電話会社への申請及び道路使用許可等を想定しております。

各役割の責任者業務実績表」（様式第4号の3）
特記仕様書の第11条を参考に、提案者の考え方に基づき、想定される役
・この場合の「実務上の各役割の責任者」とは誰ですか？
割の抽出をしてください。
・特記仕様書の第11条（業務概要）にあるLED照明設置業務・リース業務・ 年齢は記載して下さい。資格の種類に定義はありません。
LED照明維持管理業務の全員が対象になりますか？
57 ・資格が必要な業務（例えば電気工事等）を担当するだけが該当しますか？
・参加者全員が「実務上の各役割の責任者」となる場合、リース業務・LED照
明維持管理業務について、「年齢」は必要ですか？「資格の種類」の定義を
教えて下さい。
「特記仕様書」P.6 「第17条 （7）」
もともとの製品不良に起因する故障が発生した場合を想定しています。
「故障以外の要因」とは、動産総合保険適用事由以外に、どのような状況を
58
想定していますか？
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実施要領 P.10 「13.リスク負担に対する考え方」
「共通、保険、維持管理機期間のリスク保証をする保険」とは、特記仕様書
59
P.5 第16条（リース業務）にある動産総合保険を指すという理解で良いです
か？
「特記仕様書」P.3 第11条（業務概要）
(1) LED照明設置業務に「当該年度内の電気使用料金に反映できるよう」と
60 ありますが、電力会社サイドの事情（年度末の業務集中ほか）により反映でき
ない場合は、どうなりますか？

お見込みのとおり、動産総合保険を指します。

実施要領P.2 「４．プロポーザルの形式、参加資格、制限」
(2)参加資格の⑤に「構成員すべて（市内電気事業者を除く）」とあります
61
が、 何故、「市内電気事業者を除く」ことが条件になるのですか？

市内電気事業者は「複数のグループの構成員となることを妨げない」ことを
目的に、市内電気事業者は、構成員の明らかにしないものとしています。

「特記仕様書」P.5 「施工期間」
電力会社・電信電話会社サイドの事情により、施工が平成32年3月31日を
62
過ぎてしまう場合、リスク負担は本市ですか？契約者ですか？

電力会社・電信電話会社の事情により、施工が平成32年3月31日を過ぎて
しまうことが予見された時は、速やかに本市に対し経緯・経過の説明を行い、
事前に本市の承諾を得ることにより、契約者のリスクはなくなると理解してくだ
さい。
指摘のとおり、甲の負担とすることが適当かと考えます。

「特記仕様書」P.7 「3照明柱の更新」
(3)の場合の経費負担は甲乙協議とありますが、甲の事情による現状変更に
63
つき、甲の負担と考えますが、如何でしょうか？

出来る限り、当該年度（平成32年3月31日）までに工程管理の徹底に努め
る計画お願いします。
また、実施工程に変更が生じる場合、都度協議いたします。

実施要領1ページ 2.契約の概要 （3）履行場所・履行対象について、「支 現地調査により検討するため、提案時においては全ての木柱を鋼管柱へ更
柱が木柱の場合には、木柱を撤去し付近のコンクリートへ設置するか、付近 新とします。
に支柱が無い場合には、鋼管製ポール柱を設置し更新の工事を行うものと
64 する。」とあり、木柱は272箇所とありますが、このうち付近にコンクリート柱が
無く移設が困難で鋼管製ポールの設置が必要な箇所は何箇所を想定され
ておりますでしょうか。
実施要領2ページ 3.プロポーザルの目的について、「このプロポーザルは、 工程管理及び地元事業者の活用を重視しております。
契約者を決定するにあたり、価格のみの競争ではなく、応募者の実績、経験 なお、配点表の開示はいたしません。
技術力、企画力等、受託者としての適格性を確認するために行うもの」とあり
65 ますが、貴市におきまして価格以上に特に重視される点がございましたら教
えて頂きたいです。
また、今回の評価項目における配点表の開示をお願いできますでしょうか。
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特記仕様書1ページ 総則 第3条（準拠する法令）において、（6）その他関 お見込みのとおりです。
係条例、規則及び規定には、本業務を遂行する企業において施工を伴う企
66 業については、建設業法に基づく電気工事業の登録は含むという認識で宜
しいでしょうか。
お見込みのとおりです。
特記仕様書10ページ 機器の仕様において、LED防犯照明器具技術基
準、LED道路照明器具技術基準でLED防犯灯・LED道路照明灯についての
67 基準が定められておりますが、上記以外の照明灯についてはこの基準によら
ないという認識で宜しいでしょうか。
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