
No. 質 問 事 項 回 答

1

実施要領

 2 業務概要 （3）業務対象

調査したものが本事業対象外となる場合があります。（例：市管理台帳にあり調査

したが 協議により本事業対象外とする等）事業対象外としたものも含め、調査数量

は調査実施数と考えてよろしいでしょうか。

認識されているとおりです。

2

実施要領２（３）

業務対象について、専用柱に設置されている灯具、足元灯とあるが、足元灯の交換

はありますか。

交換を予定しています。

3

実施要領P1

２業務概要 ⑶業務対象

「本業務期間内に公園緑地課が新設した公園照明灯及び業務期間中に本市公園緑地

課へ移管された公園照明灯についても、本業務の対象とする。」とありますが

現時点で判明している対象灯は御座いますでしょうか。業務開始前、業務中での増

加が想定される場合、周知方法についてもご教示いただきたいです。

対象灯数は、業務説明書P2 ２（６）ウ ②に記載のとおり40

基を想定しています。

増加が想定される場合は、電話もしくはメール等でお知らせ

します。

4

実施要領

3応募資格と留意事項（2）③

金融役割は資金調達、回収業務、保険業務等を実施するとあります。業務費のお支

払いは弊社グループの内、金融役割に対してお支払いただけるものとしてよろしい

でしょうか。

詳細協議により決定します。

5

実施要領

9提案書における提示条件 カ

契約終了後の引き継ぎ対応について具体的な提案を示すとありますが、主に維持管

理業務の引き継ぎ対応の認識でよろしいでしょうか。

維持管理業務の引継ぎ対応を含め、その他提案も求めます。

6

実施要領

8ページ目 10 (3) ウ ②

電気料金削減額の試算にあたり、照明はすべて公園照明灯の仕様である水銀灯200W

相当の品種での試算としてよろしいでしょうか。

※既存ランプのＷ数内訳が不明であるなかで、各社算出条件を統一する必要がある

ため

既存ランプのW数については何種類かありますが、その内訳

を把握していないため、既存ランプをメタルハライド灯250W

とし、取替後のランプを水銀灯200W相当としてください。

7

実施要領P7〜9

P7〜8の10提案書作成要領の「（1）提案時提出書類」に、コ 維持管理等提案書（様

式20-1、20-2）と御座いますが、P8〜9の「（3）提出書類の記載事項」のコ 維持

管理等提案書（維持管理計画書）（様式20-1）、サ 維持管理等提案書（維持管理費

見積書）（様式20-2）と記載が御座います。「（1）提案時提出書類」と「（3）提

出書類の記載事項」で表記が異なっております。提出書類に各々の書類符号（ア、

イ、ウ・・・）を記した表紙とインデックスの作成を行いたいのですが、どちらを

正とすればよろしいでしょうか。

P7〜8の「（1）提案時の提出書類」に準拠して下さい。

維持管理等提案書（維持管理計画書）（様式20-1）と維持管

理等提案書（維持管理費見積書）（様式20-2）は、コの内訳

として下さい。

8

実施要領

 評価基準１①、②、③

評価基準に関して、項目1 に「公園照明灯 LED 化事業実績」とありますが、様式10

号

関連事業実績一覧表に関しては、「公園照明灯 等 」の通り、道路照明灯、防犯灯、

街灯の各種実績を記載しました。また、実施要領P2 3（3）イ自治体に於ける公園照

明灯又は道路照明灯の実績・・・を有していること。 とありますが、公園照明灯、

道路灯、防犯灯、街路灯含む実績を評価いただけるとの認識でよろしいでしょう

か？また、評価点数の計算にあたり、満点を取得するのは最も実績が優れた1 社とい

うことでしょうか。

それとも一定の実績を有していれば複数社が満点を得る事もあるのでしょうか。

評価の対象は「公園照明灯LED化」のみの実績とします。

評価基準１①、②、③についての点数の計算については、評

価基準を満足していれば複数社が満点を獲得することもあり

得ます。

9

実施要領

 評価基準 2 ①

業務委託料の評価について、評価点数の計算にあたり、満点を取得するのは最も委

託料の低い1 社ということでしょうか。それとも一定の委託料の範囲内であれば複数

社が満点を得る事もあるのでしょうか。または、最も委託料が低い1 社が満点で、最

も低い提案者との差額が評価点でしょうか。その場合、評価点の計算に用いる委託

料の差に対する係数を開示して下さい。

満点を取得するのは、最も委託料の低い１社となります。

評価点の計算に用いる係数等については開示できません。

公園照明灯LED化事業委託業務 提案書の作成に関する質問事項及び回答
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10

実施要領

評価基準６③

使用機材提案書に関して、デザイン灯に関して記載（評価）する旨ありますが、提

案金額に見込まない灯具の提案をしてもよろしいですか。

提案金額の範囲内でお願いします。

11

実施要領

 評価基準７⑥

市内事業者の活用を予定している証として、市内事業者から取得した関心表明書を

添付してもよろしいでしょうか。添付する場合、提案書の枚数にカウントしないで

よろしいでしょうか。

関心表明書を添付していただくことは構いませんが、資料が

膨大にならないよう配慮をお願いします。また、添付してい

ただく関心表明書については、提案書の枚数にカウントしな

くて結構です。

12

業務説明書

1 業務内容

（2）で公園灯照明灯数が出ておりますが、双頭タイプの公園灯等（1基につき2灯）

の勘定は、1ではなく2でカウントされている認識でよろしかったでしょうか。

1でカウントしています。

13

業務説明書

1 業務内容

（2）で公園灯照明灯数が出ておりますが、1,879灯の内訳は

更新・調査対象照明：1,388灯

既設LED照明（更新対象外調査対象）：491灯

という認識でよろしいでしょうか。

また、491灯について、電力申請を行っていない可能性はあるのでしょうか。

更新・調査対象照明：1,388灯

既設LED照明（更新対象外）：491灯

の認識で結構です。

491灯については、公園内の一部をLED化している場合があ

り、その大元の契約について電力申請を行っていない可能性

はあります。

14

業務説明書

1 業務内容

（2）で公園灯照明灯数が出ておりますが、対象公園灯の位置図は別途いただけるの

でしょうか。また、既設灯具写真の資料も提案書提出期間内までにいただけるので

しょうか。

プロポーザル実施要領P7 8配布資料(1)ウ及び(2)イにあると

おり、既存公園の位置図は契約候補者に提供します。

写真については、本市で種類分けを行った資料を別途お送り

いたします。

15

業務説明書

1 業務内容

（2）で公園灯照明灯数が出ておりますが、現状で把握されておられる「灯具種類、

W数、遮光板の有無、アダプタの有無」を見積作成に関わってきます上、ご教示頂

けないでしょうか。詳細が不明な場合は、全体のどれくらいの割合が必要数かご教

示頂けないでしょうか。

灯具種類は把握している範囲で52種類（照明灯47種類、足元

灯5種類）です。

Ｗ数、遮光板、アダプタの有無は把握していません。

W数については、200W、250W、300Wが存在し、その割合

は不明ですが、電気資料量の試算は、メタルハライド灯250W

として試算してください。

遮光板は殆ど無いものと考えていますが、5基として試算して

ください。

アダプタについては、照明柱の形状から、約300基は必要であ

ると考えています。

16

業務説明書

1 業務内容

（2）で公園灯照明灯数が出ておりますが、アダプタが必要な場合は、発注者様負担

という認識でよろしいでしょうか。

アダプタ込みの提案としてください。

17

業務説明書

1業務内容 (2)アにおける更新灯具は、フットライト以外は図１既設公園照明灯の

標準図の通り、水銀灯200W相当の機器を選定する認識でよろしいでしょうか。

認識されているとおりです。

18

業務説明書

1業務内容 (2)アにおける更新灯具は、ソーラー仕様、蓄電池仕様の灯具があった

場合、更新ができない可能性があります。調査後、対象外としてもよろしいでしょ

うか。

別途協議とします。

19

業務説明書

P1. 「２ 事業者が行う業務範囲 （１）ウ」

・調査報告書について

報告書は個票、もしくは総灯数をまとめたリスト形式でしょうか。また、提出形式

はEXCEL、CSVといった表データ、あるいは紙媒体となるかお示しいただけますで

しょうか。

報告書は個票としてください。

提出形式はExcel形式でお願いします。

20

業務説明書

P1.「２ 事業者が行う業務範囲 (2)」

・電力契約に係る情報について

電力契約に係る情報は貴市から貸与を受けるものではなく、事業者による手配を行

う認識で間違いないでしょうか。

電力契約の一覧表をお渡しすることはできますが、詳細につ

いて記載されていないため、中部電力にご確認をお願いしま

す。
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21

業務説明書

2 事業者が行う業務範囲

（5）照明施設管理プレート（ステッカー）の設置 ア

 受付の連絡先は「発注者様」の連絡先という認識でよろしかったでしょうか。

また、管理プレートは効率、経済面を考慮し、管理シールでもよろしいでしょう

か。

受付の連絡先は、事業者の連絡先です。

業務説明書P2(5)ウに記載してある材質を満足するものであれ

ば可とします。

22

業務説明書

2ページ目 2 (5) アおよびオ

管理プレートについては、本事業を機に新たに設置するものと既存のもの、双方が

取り付いた状態とするという理解でよろしいでしょうか。

認識されているとおりです。

23

業務説明書

2 事業者が行う業務範囲

（6）ウ 事業者は委託業務サービス期間前に更新する整備設備のほかについて

 ①公園灯移管100灯

 ②管理プレート登録 40灯

については、10年間のいつ頃に実施されるのかご教示願います。

また、①は電力申請も含まれるのでしょうか。

時期については未定です。

①については、施行事業者が電力申請を行います。

24

業務説明書

2 事業者が行う業務範囲

（7）（shapeデータ等）を本市へ納入する。とありますが、データのセットアップ

は御市で対応を実施し、データを納品するということは、データの提出のみでよろ

しかったでしょうか。

認識されているとおりです。

25

業務説明書

2 事業者が行う業務範囲

（8）省エネルギー量の計測・検証 ア

コスト削減効果の検証を行うもの。とありますが、削減効果が得られない場合は、

罰則があるのでしょうか。

市が提示した条件を踏まえて試算した省エネルギー量と、実

際に現地調査をして得られる省エネルギー量には乖離が生じ

ると考えられるため、提案時に示した削減量を下回ったとし

ても罰則はありませんが、極力現実的な数値で試算してくだ

さい。

26

業務説明書

2 事業者が行う業務範囲

（8）省エネルギー量の計測・検証 ア

コスト削減交換の検証を行うもの。とありますが、提案書 様式14-1 事業資金計

画書（事業収支計画書）の事業収支計画試算に用いる「令和4年5月中部電力公表金

額」が基準値となり、今後10年間で電気代の変動による上昇が起きたとしても（現

時点で高騰傾向である）、電気使用量に対して、こちらの基準金額を適用した総額

がベースラインに対しての計測・検証の金額であるという認識でよろしかったで

しょうか。

認識されているとおりです。

27

業務説明書

2事業者が行う業務範囲 (1)ア、イにおける、調査資料として台帳・写真・設備一

覧表等は整備されている認識でよろしいでしょうか。

台帳（ワット数を除く）、写真は職員で調べたものがありま

すが、設備一覧については整備されていません。

28

業務説明書

2事業者が行う業務範囲 (4)アにおいて、施設の撤去について記載がありますが、

撤去設備の安定器にはPCB含有のものはないとの認識でよろしいでしょうか。

無いものと認識していますが、調査の結果発見された場合は

別途協議とします。

29

業務説明書

2事業者が行う業務範囲（5）エ

新設の照明施設に整備設備と同様の管理プレート（ステッカー）を設置するとあり

ますが、業務期間中に新設の照明施設は何灯見込めばよろしいでしょうか。

区画整理地区内の公園が対象となる予定で、現在のところ40

基程度を想定しています。

30

業務説明書

2（6）ウ、オ

既設LED 照明施設（自動点滅器を含む）に不具合が生じた場合、修繕に掛かる費用

は豊橋市様のご負担との認識でよろしいでしょうか。

業務説明書２(6)ウ①に記載のとおり、既存LED照明灯につい

ては、10年間で100灯分の修繕費用を見込んでください。

31

業務説明書

2事業者が行う業務範囲（7）照明施設管理用のデータ作成、更新及び維持に「本市

が持つ地理情報システムへの搭載を前提として」とありますが、既存の照明灯

（1,897灯）は、予め地理情報システムに登録してございますか。それとも本業務に

て調査した結果を新規に登録するのかご教授ください。

既存の照明灯については、現在地理情報システムに登録され

ていません。

本業務にて調査した結果を新規に登録します。
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32

業務説明書

2 事業者が行う業務範囲 （7）

（shapeデータ等）を本市へ納入する。とありますが、データのセットアップは御市

で対応するという認識でよろしいでしょうか。

認識されているとおりです。

33

業務説明書

2事業者が行う業務範囲 (7)ア⑤に設置年月日、⑥に作業年月日とありますが、⑤

⑥それぞれにおいて灯柱の年月日を示すのか、灯具の年月日を示すのかご教授下さ

い。

⑤⑥共に、灯柱、灯具両方の日付を示すことができるように

してください。

（今回のLED化にあたり、⑤の設置年月日について、灯柱は

現在の照明灯番号に記載の年度とし、灯具については今回設

置する灯具を設置した日付を入力するものとします。）

34

業務説明書

2事業者が行う業務範囲（9）ウ

「整備設備は、委託業務サービス終了後に本市に無償で譲渡する。」とあります。

弊社グループの内、整備設備の所有権を持つ金融役割の固定資産税の納付義務は免

除されるとの認識でよろしいでしょうか。

認識されているとおりです。

35

業務説明書

P2 ⑸照明施設管理プレート（ステッカー）の設置

イ．管理番号一覧を頂く事が出来ますでしょうか？

オ．既存管理番号プレートは残すとの記載がありますが、上下左右へ設置という意

味でしょうか。上張り可でしょうか。

一覧表は受注者にお渡しします。

管理プレートの設置は、既存プレートに重ねず、その上部に

設置してください。

36

業務説明書

P2 ⑸照明施設管理プレート（ステッカー）の設置 エ

「新設または移管を受けた照明施設・・・」とありますが本業務で新設する照明施

設でしょうか。

(5)アで設置する対象が、本業務で新設する照明施設及び既設

のLED照明灯のことであり、(5)エで設置する対象は、令和5

年度の維持管理が開始した後に、公園緑地課で新設した照明

灯または⺠間開発等によって移管を受けた照明灯のことを指

します。

37

業務説明書

P2 (6)照明施設の維持管理 ③イ

 「維持管理期間中における整備設備（自動点滅器を含む）の不具合への対応につ

いては修繕費を計上し、事業費に含める。」と記載がありますが自動点滅器の想定

数量をご教示いただけないでしょうか。

全数の把握はしていませんが、提案にあたって、全灯を想定

してください。

38

業務説明書

P2 （６）照明設備の維持管理 エ 業務最終年度に行う精算業務はグループ構成

企業の内、維持管理役割を担う企業からの清算でも宜しいですか。

詳細協議により決定します。

39

業務説明書

P3 (7)照明施設管理用データ作成 ア

照明施設管理システムデータのシステムへのアップデートは御市での対応でよろし

いでしょうか。

認識されているとおりです。

40

業務説明書

P3.「２ 事業者が行う業務範囲 （7）」

・照明施設用管理データについて

記載の照明施設管理用のデータは新規作成でしょうか。もしくは貴市より既存台帳

データ、又は紙等の媒体を貸与いただき、本業務で発生する修正を更新したうえ報

告、データ納入を行うものでしょうか。

新規作成を予定していますが、既存のデータを参考にしてい

ただくことは構いません。

41

業務説明書

3 公園照明灯の仕様

（1）基本事項 コ

既設公園照明灯の遮光板については、ルーバ対策が必要であることはわかります

が、新たに、光害の陳情が来た場合、ルーバ設置は発注者様負担の認識でよろし

かったでしょうか。

新たに設置するルーバーの設置費用についても見込んだ事業

費としてください。

42

業務説明書

3 公園照明灯の仕様

（1）基本事項 エ

灯具の選定にあたっては、水銀灯200W相当の照度を確保できるもの。とあります

が、水銀灯200W相当以外の容量、また、灯具種類はないのでしょうか。

実際は、メタルハライド灯250Wや300Wの灯具も設置されて

いますが、位置及び灯数を把握していないため、事業費を試

算していただく上で便宜的に水銀灯200W相当としています。
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43

業務説明書

3 公園照明灯の仕様

（1） 基本事項 ケ

自動点滅器は電子式とすることとありますが、自動点滅器は分電盤近くに設置され

ている外付タイプであると考えます。自動点滅器も取替対象なのでしょうか。

取替対象であれば、自動点滅器の取替数量をご教示願います。

自動点滅器も取替対象としてください。

取替数量については、全灯を想定してください。

44

業務説明書

３（１）コ

遮光板は設置されていないものとして事業費を計算してよろしいでしょうか。また

は、数量の指定があれば教えて下さい。

5基として計算してください。

45

業務説明書

3 公園照明灯の仕様

（3）光源色

光源色は原則として昼光色（白色）とありますが、昼白色（５０００Ｋ）でも問題

ないいとの認識でよろしかったでしょうか。

可とします。

46

業務説明書

3 公園照明灯の仕様（1）ケ 自動点滅器、コ 遮光板、（2）カ アダプタ

と記載されておりますが、提案数量を見積もるため、自動点滅器、遮光板、アダプ

タそれぞれの数量、もしくは灯具に対する割合をご教授下さい。

自動点滅器：全灯

遮光板：不明（5基として試算してください。）

アダプタ：約300基

47

業務説明書

3公園照明灯の仕様 (2)灯具の仕様が記載されておりますが、重耐塩仕様は無い認

識でよろしいでしょうか。

無いと認識していますが、あった場合は別途協議とします。

48

業務説明書

P5 3公園照明の仕様 (1) コ

「既存公園照明灯に遮光板等が設置されていた場合はルーバ等を設置する等の対策

をする」と記載がありますが、想定されている数量をご教示いただけないでしょう

か。

5基を想定しています。

49
業務説明書

4施工計画において、公園内への高所作業車の乗り入れは可能でしょうか。
可能です。

50

業務説明書

4施工計画において、高所作業車、梯子等にて施工が対応できない箇所が出てきた場

合（公園内の丘に建っている等）、足場を組んでの作業になりますが、協議の上追

加費用を頂けるとの認識でよろしいでしょうか。

別途協議とします。

51

業務説明書

4施工計画（3）

万一、メーカー側の生産状況等により納期が間に合わない場合には、契約満了日も

開始が遅れた日数分だけ後に変更し、業務期間は変更せず、業務開始日につきまし

て、別途協議を頂くことは可能でしょうか。

別途協議とします。

52

業務説明書

P5 ４施工計画 ⑵②

豊橋市様の施工の優先順位はどのタイミングで開示になりますでしょうか。

契約後でしょうか。

決まり次第、受注者と協議します。

53

業務説明書

5 業務実施に関する事項

（2）本市と事業者との責任分担 ア

事業者の責めに帰さない理由については別途協議とありますが、昨今の世情（コロ

ナ感染・ウクライナ情勢等）により、いかんともしがたい理由で材料納品遅れ、施

工者の不足が発生する可能性がありますが、その際には、両者による協議、という

ことでご対応いただけますでしょうか。

協議とします。

54

業務説明書

P8 表1 予想されるリスクと責任分担 維持管理段階 物価の変動

想定以上の物価変動による価格上昇があった場合は貴市との協議可能でしょうか。

別途協議とします。

55

様式10 号

公園照明灯のLED 化と道路照明灯のLED を同一の事業で実施している場合、契約金

額をそれぞれに分けるのが困難なため、合計額を記載すればよろしいでしょうか。

契約金額については合計額で構いませんが、評価基準に関す

る項目が確認できない場合は、評価できない可能性がありま

す。
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56

様式１３−２

提案総括表に記載の提案項目とは「公園照明灯ＬＥＤ化事業」であり工事他投資額

とはリースで提案する場合は１０年間の賃借料（リース料）の総額の記載で宜しい

ですか。

提案項目は、既存の照明灯をLED化した場合にどれだけ照明

容量を減らすことができるかを試算していただき、工事他投

資額とは、各事業者が想定する本事業の事業費総額としてく

ださい。

57

様式１４−１

事業資金計画書（事業収支計画書）の業務委託料とはリースで提案する場合は賃借

料（リース料）との認識で宜しいですか。

認識されているとおりです。

なお毎年の委託業務料は、契約金額（提案金額）を10年で割

戻した額としてください。

58

提出書類様式

様式１４−１

ベースラインとなる電気料金\37,982千円は、既存LED灯を含む1,879灯の合算金額

でしょうか、それとも既存LED灯を除いた1,388灯の合算金額でしょうか。

前者の場合、既存LED灯は水銀200W相当の品種で想定してよろしいでしょうか。異

なる場合は、ご指定をお願いします。

電気料金は、公園全体に掛かる料金であり、設置されている

全照明灯やトイレ照明、ポンプ設備など公園内に設置されて

いる施設を動かすために支払っている料金と考えてくださ

い。

既存LED灯については、基本的には水銀灯200W相当として検

討してください。

59

様式１４−２

１事業費調達方法について

「（注４）本事業に対する資金調達がない場合は、記載は不要とする。」と記載が

御座いますが、本事業に対する資金調達（外部借入等）がない場合は「自己資本」

に該当するものと考えます。本事業に対する資金調達がない場合は「記載は不要」

ではなく、「自己資本」欄に記載する認識でよろしいでしょうか。

認識されているとおりです。

60

様式１４-２

事業資金計画書（資金計画書）に関して事業費総額とは器具代金、施工費、調査

費、維持管理費等の、いわゆる原価の合計金額の記載で宜しいですか。それとも１

０年間の賃借料（リース料）の総額を記載するのでしょうか。また、リースで提案

する場合はリース会社が金融役割となり全額自己資金で対応いたします。この場合

は金融役割の欄に上記の事業費総額を記載すれば宜しいですか。

事業費総額については、10年間の賃貸借料（リース料）の総

額としてください。

リースの場合に関する金額の記載については認識されている

とおりです。

61

様式１４−３

事業資金計画書（工事予算等経費計画書）に添付する内訳は、調査、設計、器具代

金、工事、維持管理費等の、いわゆる原価部分の内訳でしょうか、それともリース

会社が付保する保険料や手数料等も含む内訳であり１０年間の賃借料（リース料）

の総額と合致する内訳でしょうか。

注意書きにあるとおり、初期投資に係る費用を記載し、内訳

を添付してください。

62

様式１４−３

事業資金計画書

記載する金額については施工役割、その他役割（設計、調査等）が算出した金額を

税込で記載する認識でよろしいでしょうか。金融役割が算出するリース費用（保険

料等）は初期投資ではないため加算しない認識でよろしいでしょうか。

認識されているとおりです。

63

様式16

(注)1（2）電力契約の照合及び契約変更実績について

記載する実績は、グループの各役割（事業役割、施工役割、その他役割等）の分を

まとめ て記載する形でよろしいでしょうか。

可とします。

64

様式16 号

現地調査及び〜②実績について、記載する実績はグループの各役割の分をまとめて

記載する形でよろしいでしょうか。

可とします。

65

様式１６

現地調査及び電力契約の調査・照合等による提案書

電力契約調査・照合をより効率的に短期間で行うため対象公園、契約毎の請求書な

ど、減設手続きに必要な資料を纏めて頂く事は可能でしょうか。

可能な範囲で、契約後に提示することは可能です。

66

様式２０−２

維持管理等提案書（維持管理費見積書）に記載する維持管理費用ですが様式１４−

３ 事業資金計画書（工事予算等経費計画書）のその他費用として内訳を記載する

予定でいるのですが、同等金額を再掲すれば宜しいですか？それとも様式１４−３

事業資金計画書（工事予算等経費計画書）には維持管理費用を記載せずに本様式に

別掲すれば宜しいですか。

各様式の注釈に記載のとおり、様式14-3については、初期投

資に係る費用（令和4年度中に実施する工事に係る費用）を、

様式20-2については、令和5年度から令和14年度末までの、

毎年の維持管理に係る費用を記載してください。

67

様式２１

計測・検証計画書に関して電線や分電盤などに測定器具を装着する場合に電力会社

の許可が必要な場合がございます。この場合に電力会社に対して貴市からの書類提

出が必要な場合もあり、その際には申請等のご協力は頂けますか。

本市からの書類提出が必要な場合は、協力いたします。

68
その他

入札保証金、契約保証金は不要の認識でよろしいでしょうか。
認識されているとおりです。
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69

その他

賃貸借期間中に照明柱の建替等による照明の移設、他の物件の付着や改造等をする

際の費用、損害等が発生した場合は発注者の負担でよろしいでしょうか。

柱の建替により照明の移設は市の負担です。

他の物件の付着や改造等をする際の費用等については、別途

協議とします。

70

その他

業務期間終了（満了）後、照明灯については発注者に帰属（受注者から発注者に無

償譲渡）する認識でよろしいでしょうか。

認識されているとおりです。

71

その他

業務期間終了（満了）後、本事業の対象物件については発注者に帰属する場合、受

注者は固定資産税の納付義務は無い認識でよろしいでしょうか。

認識されているとおりです。

72

その他

発注者と受注者と締結する契約書について事前に開示いただくことは可能でしょう

か。

契約候補者と詳細協議において内容を定めるため、現時点で

の公開は致しません。

73

その他

月額賃借料が１０万円（消費税等込）以上となる場合、犯罪収益移転防止法に基づ

き、窓口担当者様の本人確認についてご協力いただけますでしょうか。

協力いたします。

74

その他

賃貸借量については当月分を翌月末までにお支払いいただける（毎月払）認識でよ

ろしいでしょうか。（有効な請求書を発注者が受領してから３０日以内にお支払い

いただく）

詳細協議により決定します。

75

その他

配布資料においてフットライトとありますが、LED灯具のワット数を教えていただ

けますでしょうか。またフットライトの標準図があればご教授ください。

フットライトのLED灯具のワット数は把握していません。

また、標準図もありません。

76

その他

配布資料に既存灯具のＷ数の記載がございませんでした。電力削減効果を積算する

ため既存灯具のＷ数をご教授いただけますでしょうか。

ご不明な場合、既存のＬＥＤ灯具のＷ数だけでもご教授いただけますでしょうか。

既存灯具のW数は把握できておりません。

既存LED灯具についても複数のW数の物が設置されています

が、概ね水銀灯200W相当と考えてください。

77

その他

本件受注後に豊橋市様の契約書を提示していただける場合、契約条項の内容の修正

に関して、別途協議頂くことは可能でしょうか。

提案事項については必ず実施していただきますが、その他の

内容については詳細協議により決定します。

78

不可抗力（地震、噴火、津波等）により物件が毀損、滅失し、本事業を継続できな

くなった場合は、本事業を終了することになりますが、その際には、残期間の未払

金相当額を清算して頂けるという認識で問題ないでしょうか。

清算は行いますが、清算内容については協議のうえ決定しま

す。

79

その他

グループで参加する場合、本事業に関しては貴市とグループ（連名契約）との契約

締結との認識でよろしいでしょうか。

詳細協議により決定します。

80
その他

契約書（案）がございましたら、ご提示いただけますでしょうか。

契約候補者との詳細協議において内容を定めるため、現時点

での公開は致しません。

81
その他

契約保証金は、免除との認識でよろしいでしょうか。
認識されているとおりです。

82

その他

維持管理業務にて現地に赴いたが、修繕不要だった場合の調査、修繕費用は事業者

負担になりますか？

調査費については事業者負担とし、修繕費用については別途

協議とします。

83

その他

提案金額の計算にあたり、アダプタは必要ないものと考えてよろしいでしょうか。

または、数量の指定があれば教えて下さい。

アダプタ込みの提案としてください。

数量については概ね300箇所としてください。

84

その他

受注者の責によらない要因（新型コロナウイルス感染症や外出禁止例等による海外

からの部品輸入の遅れなど）により、予定していた施工期間に間に合わない事態が

生じた場合、工期に猶予をいただくことは可能でしょうか。

別途協議とします。

85

その他

グループで参加の場合、契約書の締結に際しては「代表企業と豊橋市様」の2 者間契

約との認識でよろしいでしょうか。

詳細協議により決定します。
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86

その他

LED 照明を設置することで、電気料金を大幅に下げることが可能です。この電気料

金の削減効果をお示ししたいのですが、令和4 年6 月時点の燃料調整費、再エネ賦課

金を用いてもよろしいでしょうか。

様式14-1で示しているとおり、事業収支計画試算に用いる値

については、注釈にある「令和4年5月の中部電力公表金額」

を使用してください。

87
その他

プロポーザル終了後、結果通知時に講評の開示をお願いできますか。
プロポーザル終了後に、講評を開示する予定はありません。

88

その他

提出する提案書の正本には実際に施工及び維持管理をお願いする市内の企業名を明

示しますが宜しいですか。

また、確認になりますが正本にはグループ構成員の社名を明記し副本には社名の部

分をＡ社、Ｂ社、Ｃ社等に変換して記載すれば宜しいですか。

認識されているとおりです。

89

その他

電力契約の調査・照合等に関して電力会社との応対等で必要であれば貴市のサポー

トも得られるとの認識で宜しいですか。

認識されているとおりです。

90

その他

既設４９１灯のＬＥＤ照明ですが、おおよそで結構なのですが平均して何年間ほど

の使用年数になるか分かりますか。

試算すると、平均7年程度と思われます。

91

その他

大まかな数字で結構なのですが、今回新たにＬＥＤ化する１４２８灯の内、アダプ

ターを必要とする灯数は何灯くらいでしょうか。また、既設４９１灯のＬＥＤ灯具

の内、アダプターを必要とする灯数は何灯くらいでしょうか。

今回新たにLED化する照明灯のうち、アダプタが必要な灯数

は約280灯、既設LED照明灯のうち、アダプタが必要な灯数は

約20灯として考えてください。

92

その他

コロナウイルスの感染拡大等の影響により生産遅延、物流遅延などの不測の事態が

発生し納期遅延となり指定する納期に間に合わない場合がございます。この場合は

当社への指名停止等の処分、賠償請求や違約金請求等なく契約期間変更等の協議に

応じていただけますか。

別途協議とします。

93

その他

無償譲渡の条件ですのでリース会社に固定資産税の負担は無いとの認識でよろしい

ですか。

認識されているとおりです。


