
令和２年１１月２４日

福知山市街路灯・公園灯ＬＥＤ照明化事業　質問回答

該当書式 項目 質問内容 回答

1 公告１１１号
２　応募条件
（２）応募者の資格　オ

「応募者等は、普通地方公共団体において、本件同様の街路灯等
のＬＥＤ照明化事業の履行実績があり、かつ、１事業当たり２，
０００灯以上の実績を有していること。」と記載されております
が、応募者及び応募者の構成員すべてが２，０００灯の実績を有
していることとの認識で宜しいでしょうか。（1社でも実績が無
ければ資格なしとの認識です。）

応募者の構成員すべてが2,000灯の実績を有していることが望ましいです
が、応募者の構成員のいずれかが実績を有していれば可とします。
ただし、単独応募の場合は、応募者が2,000灯の実績を有している必要があ
ります。

2 〃
５　評価方法等
（１）評価基準

評価基準表をお示し頂くことは可能でしょうか。 評価基準表については、「参加資格確認結果の通知」後に公開予定です。

3 〃 〃
評価基準について、企画点と価格点の割合をお示し頂くことは可
能でしょうか。

評価基準表については、「参加資格確認結果の通知」後に公開予定です。
点数については、大項目ごとの配点を公開予定です。

4 募集要領
１事業の趣旨・目的
１ページ

「適切なＬＥＤ照明の導入計画を策定するものである。」とあり
ますが、本事業で計画策定するということでしょうか。その際
は、ＬＥＤ照明調査業務にて導入計画書を作成するということで
しょうか。

本業務での導入計画作成はありません。

5 〃

２業務概要
（２）契約方式及び契約
期間　ア
１ページ

コロナウイルスの影響により、機器納品の遅れ、作業車の待機
等、また、政府による再度の緊急事態宣言等があった場合、工事
期間の延長等の協議には応じていただけますでしょうか。

不測の事態の場合は、協議に応じます。

6 〃

２業務概要
（２）契約方式及び契約
期間　ウ
１ページ

「リース料の支払いは、リース開始日より四半期払いとし」とあ
りますが、令和３年７月１日（リース開始日）の場合、貴市から
の第一回目のリース料の支払いは、３か月分を令和３年１０月
末、以降、１月末、４月末、７月末との認識で宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

7 〃
２業務概要
（３）業務対象
１ページ

「福知山市内全域における本市が管理する街路灯等」となってい
ますが、道路灯、防犯灯、公園灯の事でよろしいでしょうか。

防犯灯は含みません。街路灯（道路灯）と公園灯のみです。

「加入する種類、内容は本市と協議のうえ定めるものとする。」
とありますが、提案書提出時に加入する保険のコストを算出し、
各費用の算出を致します。優先交渉権者となった場合、協議のう
えで、保険コスト等がＵＰした場合、リース料等の協議は可能で
しょうか。

動産総合保険の加入を検討しています。通常の動産総合保険で
は、修理及び取替費用が全額保証されるとは限りません。また、
通常の動産総合保険より補償額が高くなる新価特約を付保したと
しても全額賄えないケースがありますが、この場合は、貴市の負
担、もしくは協議して頂く事は可能でしょうか。

9 〃
２業務概要
（５）電力会社
２ページ

関西電力との契約情報は、ご提供可能でしょうか。
また、エクセル形式などでご提供は可能でしょうか。

エクセル形式での提供は可能です。

10 〃
２業務概要
（８）対象数量
２ページ

合計１，４２９の数値が出ておりますが、双頭タイプの道路灯等
（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。

お見込みのとおりです。

風水害を除く、動産総合保険または損害賠償保険等を考えているため、原
則、変更対象とは考えていません。

２業務概要
（４）保険加入
１ページ
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該当書式 項目 質問内容 回答

11 募集要領
２業務概要
（８）対象数量
２ページ

街路灯及び公園灯数量が提示されていますが、貸与頂く情報は、
ＧＩＳデータでしょうか？紙台帳でしょうか？それとも位置座標
無しのリスト情報でしょうか？

紙台帳となります。

対象数量は、参考数量となっていますが、調査を行った結果、数
量が増減になった場合の費用はどうすればいいのでしょうか。

街路灯１，０３５灯・公園灯３９４灯に関して参考数量と記載が
ありますが、追加分は提案書段階で含んでおく必要があるので
しょうか。

13 〃 〃
対象数量の一覧表は、エクセル形式などでご提供は可能でしょう
か。

エクセル形式での提供は可能です。

14 〃 〃
対象数量の中で既存ＬＥＤ照明は何台あるか教えていただけない
でしょうか。

対象数量に既存ＬＥＤ照明は含んでいません。
対象数量分ＬＥＤ照明に交換すると考えてください。

15 〃 〃
街路灯１，０３５灯となっていますが、防犯灯は含まれているの
でしょうか。

防犯灯は含みません。

16 〃 〃
街路灯１，０３５灯・公園灯３９４灯に関して参考数量と記載が
ありますが、追加分は提案書段階で含んでおく必要があるので
しょうか。

追加分を含める必要はありません。
街路灯１，０３５灯・公園灯３９４灯で提案してください。

17 〃
２業務概要
（９）業務内容　⑧、⑪
２ページ

「⑧本設備の維持管理・保証（無償修繕等）」、「⑪事業効果の
検証及び保証」とは、20ページ図に記載されている保証関連
（性能）を指しているとの認識で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

18 〃

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
１　ＬＥＤ照明調査業務
（１）現地調査　②
２ページ

参考数量以上の調査が必要となった場合、費用の増額は協議して
いただけるのでしょうか。

数量に増減があった場合は、契約事業者と協議のうえ、変更契約の対象とし
ます。

「柱の腐食等劣化状態については、ランク付けして確認するこ
と。」とありますが、本業務で基準とするランクについてご教授
ください。

「柱の腐食等劣化状態については、ランク付けして確認するこ
と。」とありますが、貴市にてランク付けの指標を整備されてい
ますでしょうか。

20 〃

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
１　ＬＥＤ照明調査業務
（２）電力契約の照合・
申し込み
３ページ

電力契約の照合となっていますが、関西電力との契約番号表は頂
けるのでしょうか。

提供は可能です。

〃〃12
数量に増減があった場合は、契約事業者と協議のうえ、変更契約の対象とし
ます。
参考数量で提案書を作成してください。

19

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
１　ＬＥＤ照明調査業務
（１）現地調査　②
３ページ

〃

国土交通省道路局国道・技術課の「附属物（標識、照明施設等）点検要領
平成３１年３月」に準じて判定してください。
ランクについては以下のとおりとします。
　ａ　損傷が認められない（問題なし）
　ｃ　損傷が認められる（経過観察）
　ｅ　損傷が大きい（対応要）



該当書式 項目 質問内容 回答

21 募集要領

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
１　ＬＥＤ照明調査業務
（３）街路灯等管理台帳
の整備　カ
３ページ

「その他（見取り図、…）」とありますが、発注者より貸与され
る見取り図を台帳に掲載するのでしょうか。それとも、本業務で
見取り図を新規作成するということでしょうか。

見取り図とは、標準図の添付のイメージとしています。
今回の業務で新規作成をお願いします。（簡易なもので結構です。）

22 〃

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
２　ＬＥＤ照明導入業務
（１）本設備の設置計
画・施工・施工管理
３ページ

ＬＥＤ照明化のメリットの算出のため年間維持費をご提供して頂
けるのでしょうか。

１７ページ「11配布資料」の「（１）配布資料の内容」に記載しています
が、「参加資格確認結果の通知」後に配布します。

23 〃 〃
街路灯・公園灯の色温度は5000Ｋ（昼白色）でよろしいでしょ
うか。

灯具の仕様については、１７ページ「11配布資料」の「（１）配布資料の内
容」に記載していますが、「参加資格確認結果の通知」後に配布しますの
で、その仕様書を確認してください。

24 〃

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
２　ＬＥＤ照明導入業務
（２）既設街路灯等設備
の撤去・リサイクル・廃
棄処分　②
3ページ

撤去した設備の報告とありますが、安定器などにＰＣＢの含有の
判断ができない場合の処理方法をご教示してください。

協議のうえ、本市において対応します。

「※既存ＬＥＤ灯については対象外とする。」となっています
が、交換不要と考えてよろしいでしょうか。

既存ＬＥＤ灯は今回の事業から対象外としてよろしいでしょう
か。

26 〃

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
２　ＬＥＤ照明導入業務
（３）街路灯等管理台帳
の納入及び更新　②
４ページ

「街路灯等管理台帳を定期的に更新」とありますが、更新頻度は
年何回を想定されていますでしょうか。

年１回程度を想定しています。

27 〃

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
２　ＬＥＤ照明導入業務
（３）街路灯等管理台帳
の納入及び更新　④
４ページ

「既設街路灯等及びリース期間中に新規設置する街路灯等につい
ても、街路灯等管理台帳の登録の対象とする。」とありますが、
ＧＩＳデータで貸与いただけますでしょうか。

現在ＧＩＳのデータはないため、新規に登録をお願いします。

交換の対象からは外れますが、台帳への記載や維持管理は対象となるため、
事業の対象外ではありません。

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
２　ＬＥＤ照明導入業務
（２）既設街路灯等設備
の撤去・リサイクル・廃
棄処分
４ページ
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該当書式 項目 質問内容 回答

28 募集要領

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
２　ＬＥＤ照明導入業務
（３）街路灯等管理台帳
の納入及び更新　⑤
４ページ

「地図から台帳項目を検索」とありますが、地図とは京都府・市
町村共同統合型地理情報システムを指しますでしょうか。

お見込みのとおりです。

29 〃

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
２　ＬＥＤ照明導入業務
（４）街路灯等管理プ
レートの設置
４ページ

管理プレートの大きさ文字サイズはご指示頂けるのでしょうか。
縦２００㎜×横１５０㎜以内を考えています。文字サイズについては、左記
のサイズに入る大きさで、視認性があれば、特に指定はしません。

30 〃

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
２　ＬＥＤ照明導入業務
（４）街路灯等管理プ
レートの設置　⑤
４ページ

「プレートには下記が確認しやすいデザインとする。
ア市章、イ管理番号」となっていますが、連絡先は明記しなくて
もよろしいでしょうか。

連絡先の記載は不要です。

31 〃

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
３ＬＥＤ照明維持管理業
務
（１）本設備の維持管
理・保証（無償修繕等）
①
４ページ

「リース開始後に本市が新たに設置した街路灯等の修繕を行
う。」と記載されておりますが、新規設置は貴市が行い、維持管
理修繕は応募者等が実施するとの理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。
街路灯等管理台帳への反映も含め、維持管理修繕等を応募者等で実施してい
ただくこととなります。

「本設備及びリース開始後に本市が新たに設置した街路灯等の修
繕を行う。」となっておりますが、リース期間１０年間で何灯の
新規設置を想定されていますか。街路灯、公園灯毎に数量をご教
授ください。

１０年間の設置予定数量は決まっていますでしょうか。また、こ
の場合、設備の所有者が貴市であり、修繕を行う場合の費用負担
は、貴市と考えて宜しいでしょうか。

33 〃 〃
維持管理する工数算出のため過去３年ぐらいの新設数、変更箇所
数をご教示をお願い致します。

「参加資格確認結果の通知」後に追加資料として配布します。

34 〃 〃
本市が新たに設置した街路灯等の設置費用はどこが負担するので
しょうか。

「リース開始後に本市が新たに設置した」としておりますので、設置及び費
用は本市の負担です。

新規設置については、年間以下の灯数を想定してください。
　街路灯　２～３灯
　公園灯　０灯
また、リース以外の街路灯等の修繕費用については、本市において負担しま
す。
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該当書式 項目 質問内容 回答

35 募集要領

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
３ＬＥＤ照明維持管理業
務
（１）本設備の維持管
理・保証（無償修繕等）
②
４ページ

「街路灯等管理台帳のデータを更新する。」とありますが、管理
台帳のデータ更新頻度は、年何回を想定されていますでしょう
か。

年１回程度を想定しています。

36 〃

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
３ＬＥＤ照明維持管理業
務
（１）本設備の維持管
理・保証（無償修繕等）
③
４ページ

「当該作業は依頼を受けた日から起算して３日以内（土・日・祝
日を除く。）に実施するものとする。」と記載がありますが、修
繕内容により道路使用許可申請等の都合もあり、３日での修繕が
難しいケースも考えられることから、３日以内での初期現地対応
との認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
修繕の実施ではなく、初期現地対応を３日以内（土・日・祝日を除く。）に
実施してください。

37 〃 〃
定期的に貴市に報告するとありますが、雛形はありますでしょう
か。

雛形は、特に定めていませんので、任意様式とします。

38 〃

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
３ＬＥＤ照明維持管理業
務
（１）本設備の維持管
理・保証（無償修繕等）
④　ア
４ページ

車両の接触・衝突の場合は、支柱も損傷していると思われます
が、車両の事故当時者との協議は、貴市にお願いしても宜しいで
しょうか。

事故当時者との協議は、本市において行います。

39 〃

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
３ＬＥＤ照明維持管理業
務
（１）本設備の維持管
理・保証（無償修繕等）
⑤
５ページ

「不具合対応を実施した際には、不具合対応報告書を提出するこ
と。」とありますが、雛形はありますでしょうか。

雛形は、特に定めていませんので、任意様式とします。

40 〃

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
３ＬＥＤ照明維持管理業
務
（２）リース期間中の新
規街路灯等設置及びその
維持管理
５ページ

リース期間中に新設を計画している街路灯は何基ぐらいあるので
しょうか。

新規設置については、年間以下の灯数を想定してください。
　街路灯　２～３灯
　公園灯　０灯

41 〃 〃
新設した設備の維持管理は、初動対応でしょうか。
また、修繕も含まれますでしょうか。

初動対応及び修繕も含まれます。



該当書式 項目 質問内容 回答

42 募集要領

２業務概要
（１０）業務（提案）の
範囲
３ＬＥＤ照明維持管理業
務
（３）その他　②
５ページ

今後の維持管理が必要となる既設ＬＥＤ灯については、参加申請
提出後にいただける資料に明示されていますでしょうか。

１７ページ「11配布資料」の「（１）配布資料の内容」に記載しています
が、「参加資格確認結果の通知」後に配布します。

43 〃
３応募条件
（２）応募者の資格　ウ
６ページ

「データ整備を行う事業者についてはプライバシーマークの認定
（ＪＩＳＱ１５００１）かつ「情報セキュリティマネジメントシ
ステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制度における認証（ＪＩＳＱ２７
００１）又はこれらに類する認証を全社（全部署）にて取得して
いること。」とありますが、本業務のデータ整備に関係する全部
署で応募者の資格を取得（認証）していることでよいでしょう
か。

「全部署」とは、「データ整備に関係する全部署」という意味です。
このため、経理や総務といった、本業務のようなデータ整備を行わない部署
で取得していなくても問題はありません。

44 〃

５　本事業全体スケ
ジュール
（３）参加表明書及び資
格確認書類の提出
１０ページ

本プロポーザルへの参加に関する提出資料につきまして、各種提
出書類等への押印が代表者印（実印）と記載されておりますが、
貴市入札参加名簿登録者は届け出している印鑑を押印し、未登録
者は実印を押印するとの認識で宜しいでしょうか。
また、未登録者で支店にて参加する場合は貴市様式の委任状及び
使用印鑑届を提出しその印を押印することで宜しいでしょうか。

本市入札参加名簿登録申請に準じます。
入札参加名簿登録業者は、本市に提出している使用印鑑を押印してくださ
い。
未登録者で支店で参加する場合は、委任状（代表者印の印鑑証明を添付して
ください。）及び使用印鑑届を提出し、その印を押印してください。
※本市の委任状及び使用印鑑届は、本市ホームページ「入札契約情報」の
「各種様式・情報」にある、「入札参加資格関係」よりダウンロードしてく
ださい。

45 〃

５　本事業全体スケ
ジュール
（３）参加表明書及び資
格確認書類の提出
ウ　提出書類及び作成要
領　（イ）
１０ページ

グループ構成表に添付する合意書又は協定書等は、写しでよろし
いでしょうか。

写しを提出してください。

46 〃
６審査及び通知の結果
（１）審査　コ
１２ページ

「本事業以前に設置したＬＥＤ灯具（既設ＬＥＤ）の管理及び保
証をすること。」と記載されておりますが、既設灯具について
は、応募者等が管理及び保守を実施することで宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

47 〃 〃
「本事業以前に設置したＬＥＤ灯具（既設ＬＥＤ）の管理及び保
証をすること。」と記載されておりますが、既設灯具は何灯ござ
いますか。

街路灯　２５本、公園灯　　０本です。

48 〃
６審査及び通知の結果
（１）審査　サ
１２ページ

「本契約期間中において市独自で新たに設置する街路灯等の取扱
いがあること、及びその提案内容。」とありますが、年間何灯程
度の設置を予定されておりますでしょうか。

新規設置については、年間以下の灯数を想定してください。
　街路灯　２～３灯
　公園灯　０灯

49 〃
６審査及び通知の結果
（１）審査　※
１２ページ

令和元年度の修繕費用と光熱費単価を教えてください。
１７ページ「11配布資料」の「（１）配布資料の内容」に記載しています
が、「参加資格確認結果の通知」後に配布します。

50 〃

６審査及び通知の結果
（４）プレゼンテーショ
ンの実施
１３ページ

プレゼンテーション当日は、提出した提案書の内容を抜粋したも
のをパワーポイントで使用するのでしょうか。提案書以外の資料
を使用することは可能でしょうか。（原則、提案書資料に付随す
る内容のものです。）

提案書以外の資料を使用することはできません。



該当書式 項目 質問内容 回答

51 募集要領

６審査及び通知の結果
（４）プレゼンテーショ
ンの実施
１３ページ

プレゼンテーションに際して、事業者側で準備が必要なもの（Ｐ
Ｃ、プロジェクター、スクリーン等）、また、プレゼンテーショ
ン時の参加人数をお示しください。

プレゼンテーションの時間等を通知する際に、「プレゼン等実施要領」を提
示しますので、御確認ください。
現在のところ、以下のように考えています。（あくまで、現時点での予定で
すので、今後、変更する場合があります。）
・プロジェクター及びスクリーンは本市において準備する予定です。ただ
し、不具合があった場合を想定して、各社１台は持参してください。
・パソコンについては、各社においてウィルスチェック済みのものを準備し
てください。
・参加人数については、コロナウイルス感染予防の観点から、３名以内とし
ます。ただし、グループで応募した場合は、統括役割の担当者を含む計５名
以内とします。

52 〃
７　提案書における提示
条件　（６）
１４ページ

５　本事業全体スケジュール」に示した工事期間内に工事が未完
となった要因が、コロナの影響や事業者の不可抗力による場合、
協議は可能でしょうか。

不測の事態の場合は、協議に応じます。

53 〃

１０本事業提案提出書
類・作成要領
（２）作成要領
ア一般的事項　（オ）
１６ページ

「各提出書類（「提案書提出届」を除く。）には、会社名（グ
ループ名）、住所、　氏名、ロゴマーク等、参加者を特定できる
表示は一切付してはならない。」とありますが、プレゼンテー
ション資料においても、全ての構成員、及び地元の工事業者を特
定できる表示は一切付してはならないとのことでしょうか。

お見込みのとおりです。
審査に公平性を期すため、業者が特定できる表示は一切行わないこととして
います。

54 〃

１０本事業提案提出書
類・作成要領
（２）作成要領　ク
１７ページ

「既存ＬＥＤ街路灯等の保証」とありますが、数量は何台程度あ
りますか。

街路灯　２５本、公園灯　　０本です。

55 〃

１０本事業提案提出書
類・作成要領
（２）作成要領　ス
１７ページ

ＬＥＤ化に伴う電気料金や維持管理コストの削減効果について、
全灯を関西電力公衆街路灯Ａと仮定しての計算でよろしかったで
しょうか。

お見込みのとおりです。

56 〃
１１配布資料
１７ページ

質問期間の終了後に資料の配布が行われますが、配布資料の内容
に対する質問がある場合、受付いただくことはできるのでしょう
か。

１２月２日から８日の間で文書による質問を受け付けます。（電話による質
問は受け付けません。）
回答については、１２月１１日を目途にホームページに掲載します。（質問
の多寡により前後する可能性があります。）

57 〃

本事業の予想されるリス
クと責任分担
共通事項
保険
１９ページ

「維持管理期間のリスク保証をする保険」とはどの様な保険で
しょうか。

動産総合保険または損害賠償保険等を想定しています。

58 〃

本事業の予想されるリス
クと責任分担
共通事項
事業の中止・延期
１９ページ

「周辺の住民の反対による事業の中止・延期」が協議と表記され
ていますが、これは、事業者側に責任はないと考えますが、いか
がでしょうか。

施工方法による苦情等による場合も考えられるため、協議としています。



該当書式 項目 質問内容 回答

本事業の予想されるリス
クと責任分担
調査計画
設計変更
１９ページ

本事業の予想されるリス
クと責任分担
工事
設計変更
１９ページ

本事業の予想されるリス
クと責任分担
維持管理
計画変更
１９ページ

本事業の予想されるリス
クと責任分担
調査計画
不可抗力
１９ページ

本事業の予想されるリス
クと責任分担
工事
不可抗力
１９ページ

61 〃

本事業の予想されるリス
クと責任分担
維持管理
維持管理費
１９ページ

「計画変更以外の要因による維持管理費用の増大」について、将
来的に相談の余地はあるものでしょうか。

ケースバイケースですが、基本、変更契約の対象とはしません。

62 〃

本事業の予想されるリス
クと責任分担
維持管理
施設損傷
１９ページ

「不可抗力以外の原因による施設・設備の損傷」とはどの様な
ケースを想定されているのでしょうか。

当て逃げによる損傷等、災害等とは考えられないが犯人が分からないもの等
を想定しています。

63 〃

本事業の予想されるリス
クと責任分担
維持管理
不可抗力
２０ページ

「火災」は、貴市に責任とありますが、募集要領５ページ「２業
務概要」「（10）業務（提案）の範囲」「３ＬＥＤ照明維持管
理業務」「（１）本設備の維持管理・保証（無償修繕等）④」に
おいて、事業者側の責任とありますが、事業者側の責任ではない
との認識で宜しいでしょうか。

申し訳ありませんが、記載ミスです。
「火災」は、責任区分を「事業者」に訂正します。

64 〃

本事業の予想されるリス
クと責任分担
維持管理
１９～２０ページ

昨今多発する大規模な災害が発生した場合は、事業者側に責任が
ないと考えますが宜しいでしょうか。

基本、「本事業の予想されるリスクと責任分担」によりますが、大規模災害
等でこの表によりがたい場合は、協議対象とします。

募集要領 本市の承認を得た場合については、「協議」とします。

「事業者の指示・判断によるもの」、「事業者が必要と考える計
画変更」とあり、変更が発生した場合、貴市と協議の上、承諾を
いただいた場合は、事業者側に責任はないと考えてよろしいで
しょうか。

59

ケースバイケースですが、基本、協議とします。
「天災などによる設計変更・中止・延期」については、事業者側
に責任はないと考えますがいかがでしょうか。

〃60



該当書式 項目 質問内容 回答

65 提出書類様式 統一事項
各項目において、Ａ４版にて枚数の指定がありますが、片面での
枚数でしょうか。両面での枚数でしょうか。

片面での枚数です。

66 〃
様式第１２号
使用機器提案書

「検査証明書」や「製品の設計図」の添付可能書類はＡ４版１０
枚以内の枚数制限に含まれないものと考えてよろしいでしょう
か。

添付書類は枚数制限に含みません。
ただし、添付書類が多量になる場合は、２アップにする等、見やすさを考え
て工夫をお願いします。

67 〃 〃

枠のレイアウトを変更して記述量を増やせるようにすることは可
能でしょうか。
また、図表を使用する際、図表内のフォントや文字サイズの指定
は無しと考えてよろしいでしょうか。

レイアウトについては、変更は不可です。
フォントや文字サイズについては、募集要領　１６ページ　「１０本事業提
案提出書類・作成要領　（２）作成要領　ア　一般的事項　（ア）」におい
て、「原則としてフォントはＭＳ明朝体１２ポイントで統一すること。」と
しています。

68 その他 その他
本件における賃貸借契約書の雛形等あれば、ご提示頂けませんで
しょうか。

賃貸借契約書については、今後、精査していく予定としておりますので、現
段階では提示できません。

69 〃 〃
入札保証金、契約保証金は、免除と認識してよろしいでしょう
か。

現在のところ、免除と考えています。

70 〃 〃
審査の点数配分を配点表などの形でご教示いただけますでしょう
か。

評価基準表については、「参加資格確認結果の通知」後に公開予定です。
点数については、大項目ごとの配点を公開予定です。


