
ご質問に対する回答
一宮市道路照明灯・公園照明灯LED化事業
No 質問内容 回答

29

実施要領、9頁、④道路照明灯管理台帳の作成に記
述される、「～既存のデータを加除、修正する提案」の
“既存のデータ”とは具体的にどのようなデータである
のか。既存資料の詳細を含めて具体的にお示し頂き
たい。

以下のとおりです。
公園 新規作成となります。
道路 既存データの例を「資料」に掲示しました。
駐輪場 新規作成となります。

30

実施要領、18頁、別表4について
・業務の範囲エからクまでの数量は、「1趣旨」の記載
の通りとなっていますが、アからウまでの数量に関して
詳細な記載が無いため、詳細な内訳についてお示しく
ださい。

ア：既にリース契約している道路照明灯を除いた灯数
です。
イ：道路照明灯については質問3と同様、公園照明灯は
全公園照明灯の灯数、駐輪場照明灯は対象なしです。
ウ：道路照明灯、公園照明灯は全灯数、駐輪場照明灯
は対象なしです。

31

実施要領、18頁、別表4について
業務の範囲イ・ウに関して駐輪場照明灯の件数は0件
となっているため対象となる照明施設は無いという認
識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

32

実施要領、2頁 （7）業務の範囲「イ 電力契約照合、電
力契約申込（変更申請含む）、共架申請」の対象施設
は、4,060基と認識します。既存資料には、お客様番号
や受電柱番号等の情報があるという認識でよろしいで
しょうか。ない場合は調査方法についてお示しくださ
い。

公園  情報がないものもあります。情報の有無にかか
わらず、電気料金の支払い資料と照合してください。
道路 情報がないものもあります。情報の有無にかかわ
らず、電気料金の支払い資料と照合してください。

33

実施要領、2頁 （7）業務の範囲「ウ 道路等照明灯管
理台帳の作成（エクセルデータ）」には、写真も添付す
ると認識しております。「１３ 業務範囲ごとの道路等照
明灯の内訳」別表４ ア 2,632基以外については台帳
作成に必要な写真は撮影済という認識でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

34
本業務にて貸与される資料について具体的にお示しく
ださい。

以下のとおりです。
公園 位置図
道路 位置図（シェープデータあり）、既存台帳データ
駐輪場 位置図

35

本業務を特定した場合の、最終的な業務成果品を具
体的にお示しください。
プロポーザル実施要項や提出様式集には記載が見当
たりません。

現況調査結果、工事書類、道路等照明灯管理台帳、リ
サイクル・廃棄処分の報告書です。具体については優
先交渉権者と協議の上決定します。

36
・経済効果の比較するために、現在のメンテナンス費
用を提示ください。

以下のとおりです。
令和2年度メンテナンス費用
公園 　50万円（修繕)
道路  600万円（修繕）
駐輪場 10万円（修繕）

37

・P10 （３） ウ に応募者を特定できる表示を付さない
こととあるが P21の（１）④使用灯具 メーカー名の記
載とあります。使用灯具のメーカー名を記載してもよろ
しいでしょうか

「P21の（１）④」については、契約後、工事施工の際に
関する仕様です。
そのため、提案書類についてはメーカー等応募者を特
定できる表示を付さないでください。



ご質問に対する回答
一宮市道路照明灯・公園照明灯LED化事業
No 質問内容 回答

38
・回転灯のＷ数の記載がありません。 電気料金の算
出基準をご提示ください。
　また、経済比較に入れるのでしょうか

経済比較の対象として100Wで計算してください。

39
・自動点滅器、アダプター、遮光ルーバーの想定数量
以上に必要となった場合は、別途協議でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

40

・P12 １０（３）ア 本提案が達成できないことによる損
失は、原則として、事業者が負担する。とありますが、
具体的にどのような事例になりますでしょうか。電気代
削減金額の保証も含まれますでしょうか。

表　予想されるリスクと責任分担より
本事業の提案が達成できない等事業者の責によるも
のです。電気代削減金額については含まれません。

41
・本件における賃貸借契約書雛形があれば、ご提示頂
けませんでしょうか。

事前に開示はできません。

42

・契約形態は、長期継続契約でしょうか。翌年度以降
において予算の減額又は削除があった場合は、当該
契約は解除となりますでしょうか。また、契約解除の場
合、残期間の賃借料を一括でご精算頂くことは可能で
しょうか。また、実際に契約解除となった実績はござい
ますでしょうか。

長期継続契約となります。
各年度の予算の範囲内で給付を受けることを条件と
し、複数年度にわたる契約を締結するものですので、
契約を締結しても、その後にその予算が削減・減額さ
れた場合には、契約を解除・変更するなどの可能性が
あります。また、契約解除・変更となった場合、残期間
の賃借料については別途協議を行います。
実際に契約解除となった実績はありません。

43
・入札保証金、契約保証金等は、免除との認識でよろ
しいでしょうか。

No.28の回答に同じ。

44
・既存照明器具（安定器等）にＰＣＢ含有機種はないと
の認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

45
・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、ご担当者様の本
人確認についてご協力頂けますでしょうか。

法令に則り手続きを行います。

46

・実施要領、１２頁、（３）アの基本的な考え「本提案が
達成できないことによる損失は、～事業者が負担す
る。」との記載について、所謂、ＥＳＣＯ事業ではないと
の認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

47
・提出書類のファイルに関して、「副」については、「正」
のコピーでも可との認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

48
既にLED化された照明灯については、現在どのように
管理されておりますか。どのようなソフトを使っている
のかを含めてお示しいただきたい。

公園 台帳での管理を行っておりません。
道路 エクセルデータによる台帳管理、GISによる位置
管理。
駐輪場 台帳での管理を行っておりません。



ご質問に対する回答
一宮市道路照明灯・公園照明灯LED化事業
No 質問内容 回答

49

・Ｐ１８　業務範囲ごとの道路照明灯の内訳について
ア 現況調査数量について、道路照明灯については
830基が対象となっておりますが、総数の2,594基につ
いての調査は必要ない、との認識でよろしいでしょう
か。また、830基については、設置場所が不明、明確な
位置データがわからない、といったことはなく、台帳等
の資料はある、として考えてよろしいでしょうか。

50

・Ｐ１８　業務範囲ごとの道路照明灯の内訳について
イ 電力契約照合について、道路照明灯については
2,577基が対象となっておりますが、総数の2,594基と
の差異があります。現状の電力契約数量が設置数量
よりも少ないということから、照合後に新規契約も実施
し、総数の2,594基とすることとして考えてよろしいで
しょうか。

51

・Ｐ１８　業務範囲ごとの道路照明灯の内訳について
既存の道路照明灯、公園照明灯、駐輪場照明灯につ
いては、一宮市様所有であることがわかるような管理
番号シール等が添付されていますでしょうか。

52

・Ｐ９　④道路等照明灯管理台帳の作成について
既存のデータを加除、修正することとなっております
が、本業務を行うための照明灯台帳については、どの
ようなデータ形式でしょうか。（エクセル・ワード等）ま
た、台帳様式について、ご明示いただけますでしょう
か。

53
・Ｐ１０　（３）作成要領について
ア フォントのポイントについては規定されております
が、字体の指定はなしでよろしいでしょうか。

54

・Ｐ１４　予想されるリスクと責任分担について
工事遅延・未完工について、市の責め、事業者の責め
についてはご明示いただいておりますが、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。

55

・Ｐ10 中部電力ミライズ株式会社様から頂く資料につ
いて、こちらの令和4年4月分の料金資料はいついただ
けますでしょうか。令和4年3月分の料金資料ではいけ
ないなのでしょうか。

56

Ｐ2　（7）業務の範囲
ア 既存道路等照明灯の現況調査について設置場所
の位置図を頂いておりますが、道路灯の分電盤位置
図は別途いただけますでしょうか。

No.2～No.28の回答に同じ。



ご質問に対する回答
一宮市道路照明灯・公園照明灯LED化事業
No 質問内容 回答

57

Ｐ2　（7）業務の範囲
イ 電力契約照合、電力契約申込（変更申請含む）、
共架申請について共架申請は、全数に対して行うもの
ではなく、新規契約が必要な場合等、状況に応じて行
うということでよろしいでしょうか。

58

Ｐ22　別紙（3）器具の性能・構造について
ア 既存道路等照明灯の現況調査「②器具の色は、
支柱の色に応じてグレー系又はダークブラウン系を基
本とすること。」とありますが、現時点で把握されている
照明柱の配色の灯数内訳をご提示いただけますでしょ
うか。

59
・道路照明灯／公園照明灯／駐輪場照明灯 そ
れぞれの電圧をご教示ください。

60
・アダプタの仕上げは耐久性に問題がなければ溶融亜
鉛メッキ仕上げなど、既設ポール等の色に合わせる必要
はないでしょうか？

61

・別紙 ＬＥＤ照明灯器具 性能等詳細仕様書 （3）器
具の性能・構造 ⑬光源色は昼光色（白色）とするとあ
りますが４０００Ｋ～６５００Ｋ程度の認識でよろしいで
しょうか。

62

・別紙 ＬＥＤ照明灯器具 性能等詳細仕様書 （3）器
具の性能・構造 ⑨器具は、落下防止ワイヤーなどに
よる落下防止の対策を講じることとありますがこちらは
道路照明灯のみの認識でよろしいでしょうか。

63

・別紙 ＬＥＤ照明灯器具 性能等詳細仕様書 （3）器
具の性能・構造 ⑨既設ポールに落下防止ワイヤーを
止めるための丸棒などが加工・溶接されていないもの
に関しても落下防止ワイヤーなどの対策は必要でしょ
うか。

64
・様式第4号－3の各書式については該当する企業が
押印する認識でよろしいでしょうか。

65

・様式第4号－3の書式のうち「納入実績」の書式につ
いては調査業務、リース施工・メンテナンスに該当しな
い企業が参画する場合、当該書式を使用し申請する
認識でよろしいでしょうか。

66
・納入実績（リース）の「納入時期」とは、リース開始月
を記載する認識でよろしいでしょうか。

67
・納入実績（各種）の「納入品」とは、道路灯や公園灯
等の区分がされていればよろしいでしょうか。

68
・実施要領6（3）エ②グループ構成表について、役割が
2つ以上ある場合は担当役割欄に「例：施工役割・維持
管理役割」と記載し押印する形でよろしいでしょうか。

No.2～No.28の回答に同じ。



ご質問に対する回答
一宮市道路照明灯・公園照明灯LED化事業
No 質問内容 回答

69

・実施要領6（3）エ②「構成員の間で交わされた契約
書、覚書等の合意書の写し」とは任意の書式でよろし
いでしょうか。指定の書式が御座いましたら開示いた
だけますでしょうか。

70
・実施要領6（3）エ③の商業登記簿謄本は写しでも可
の認識でよろしいでしょうか。

71
・実施要領6（3）エ⑦の納税証明書について、「その1
納税額等証明用」は不要の認識でよろしいでしょうか。

72

・重過失や地震、噴火、津波などの自然災害について
は保守や動産総合保険の対象外であり、修理費用等
は発注者にてご負担いただける認識でよろしいでしょ
うか。

73
・物件を移設、他の物件の付着、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。

74
・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。

75
・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。

76

プロポーザル実施要領2ページ目　　２（７）ウ
道路等照明灯管理台帳の作成（エクセルデータ）は、
あくまで貴市と協議のうえ定めた項目を列記したエク
セルデータのみを提出するという意味で、GISのような
位置情報システムへの実装は不要という理解でよろし
いでしょうか。

お見込みのとおりです。

77

プロポーザル実施要領9ページ目　８（２）オ ④
「管理台帳の作成にあたっては、「③導入調査業務」の
結果を基に、既存のデータを加除、修正する提案とす
ること。」とありますが、“既存のデータ”とは貴市にて
現有の管理台帳データを指すでしょうか。その場合、
成果物の雛形として参考としたいため、開示いただけ
ませんでしょうか。

No.29の回答に同じ。

78

・別紙 ＬＥＤ照明灯器具 性能等詳細仕様書 （3）器
具の性能・構造支柱と照明器具が一体構造となってお
り器具取外しが出来ないデザイン照明灯はＬＥＤランプ
交換対応でも良いでしょうか。

お見込みのとおりです。

79

・別紙 ＬＥＤ照明灯器具 性能等詳細仕様書 （3）器
具の性能・構造 ④交換する器具が既設と大きくデザ
インが異なる場合は協議とありますが、今回の事業に
おいては既設のデザイン・景観を維持することが前提
であるとの解釈でよろしいでしょうか。既設器具のデザ
イン保持が最も望ましい、との解釈でよろしいでしょう
か。

既設のデザイン・景観を維持することが前提です。

No.2～No.28の回答に同じ。



ご質問に対する回答
一宮市道路照明灯・公園照明灯LED化事業
No 質問内容 回答

80

プロポーザル実施要領7および8ページ目
６（３）エ ⑧履行・納入実績について「リース実績」と
「納入実績」の違いについてご教授ください。「リース実
績」はリース事業およびESCO事業などの同種事業に
おける実績と推察しますが、「納入実績」は、採用予定
メーカーの同種事業以外も含む道路照明灯・公園照
明灯の累計実績を指すでしょうか。その場合、物件単
位で示すのは困難なため、道路照明灯●台、公園照
明灯●台といった提示でよろしいでしょうか。

リース実績　リース業務の件数です。
納入実績　　LED道路照明灯、公園照明灯を納入した
件数です。

81

プロポーザル実施要領8ページ目　８（２）オ
事業計画書はA4横長サイズで間違いないでしょうか。
他の様式がA4縦長サイズのため、念のための確認で
す。

A4横長サイズで間違いありません。

82

プロポーザル実施要領8ページ目　８（２）オ
プレゼンテーション時は、全20枚以内に収めた事業計
画書そのものの使用に制限されるでしょうか。もしく
は、提案内容を逸脱せずに且つ時間内に納めれば、
パワーポイントなどを使用するプレゼンテーションを
行ってもよいでしょうか。

提案内容を逸脱せずに且つ時間内に納めれば、パ
ワーポイントなどを使用するプレゼンテーションを行っ
てもよいです。

83

プロポーザル実施要領9および10ページ目
８（２）オ ⑥経済効果について
「従量電灯B」契約については、契約数（分電盤の数）
および各契約の契約電流の設定により試算結果が異
なると考えます。契約ごとに契約電流および各契約に
連なる照明設備の消費電力がわかる情報をご教示い
ただけますでしょうか。なお、上記は非常に計算が煩
雑となり、解釈により各社同じ条件での比較が困難と
なる恐れがあるため、別のより簡便な方法（道路照明
と同様に公衆街路灯Aで算出する）などをご提示いた
だけないでしょうか。

公園　　中部電力ミライズ株式会社との契約総数３１８
件(照明灯と関係のない契約も含む）それ以外は不明
です。また計算方法については簡便な方法はありませ
ん。
駐輪場　中部電力ミライズ株式会社との契約総数１０
件。それ以外は不明です。また計算方法については簡
便な方法はありません。

84

プロポーザル実施要領10ページ目
８（２）オ ⑦環境に与える効果について
試算にあたり、道路照明灯の点灯時間は一般的な年
間4000時間としてよろしいでしょうか。

13時間／日換算で年間4745時間としてください。

85
プロポーザル実施要領11ページ目　９（２）
プレゼンテーションに際し、実機の持ち込みは可能で
しょうか。

提案書と逸脱しない範囲で可能ですが、メーカー等応
募者を特定できないようにしてください。

86

プロポーザル実施要領16ページ目
１２ リース設備導入対象の道路照明・公園照明灯・駐
輪場照明灯試算にあたり、下記条件をご教授くださ
い。例えば、水銀灯／2灯式 ／300W／12基／24灯／
車道300W,歩道100Wは、水銀灯300Wと水銀灯100Wの
組み合わせが12セットあるという理解でよろしいでしょ
うか。
※ワット数300Wは、あくまで2灯式の片方の負荷容量
を記載しているだけで、合算値とは異なるが、その理
解でよいかどうかの確認です。

お見込みのとおりです。



ご質問に対する回答
一宮市道路照明灯・公園照明灯LED化事業
No 質問内容 回答

87

プロポーザル実施要領16ページ目
１２ リース設備導入対象の道路照明・公園照明灯・駐
輪場照明灯試算にあたり、下記条件をご教授くださ
い。
例えば、蛍光灯／横断BOX内／20W／8基／23灯／
LED済み3灯除く は、3灯除いた20灯が蛍光灯20Wと
いうことでしょうか、もしくは、3灯除いたうえでの蛍光灯
20Wが23灯ということでしょうか。

20Wの蛍光灯照明灯が23灯です。

88

プロポーザル実施要領21ページ目　別紙（１）②
日本国内のメーカー品であり、且つ日本の品質基準に
合致していれば、製造が海外であっても本事業での導
入は可能という解釈でよろしいでしょうか。

器具は、ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１を取得した国内工
場で製造する、又は組立されたものであることが条件
です。

89

プロポーザル実施要領21ページ目　　別紙（１）④
使用灯具のメーカー名については、提案書およびプレ
ゼンテーション資料に明示するという理解でよろしいで
しょうか。

No.37の回答に同じ。

90
実施要項P11 ９（２）カ について
プロジェクターに接続できるコネクタはHDMI でよろしい
でしょうか

HDMIです。加えてVGA端子も可能です。

91

実施要項P22 別紙（３）③ について
ポール内配線は全て交換となりますでしょうか。その
場合、電柱共架と自⽴で内線の長さが著しく異なるた
め、共架と自⽴の数量をご提示いただけますでしょう
か

必要に応じて交換してください。
道路照明灯は自立が556基、89基が電柱共架若しくは
壁面共架です。

92

実施要項P9 ８（２）⑥経済効果について
経済効果算出のため、現状の電気料金及びメンテナ
ンス費用をご提示ください。（可能であれば直近3 年度
分）

以下のとおりです。
令和2年度電気料金
公園　1,930万円
道路　1,400万円
駐輪場　60万円

令和2年度メンテナンス費用
公園　50万円（修繕)
道路  600万円（修繕）
駐輪場 10万円（修繕）

93
・P2 （７）業務範囲 ア イ ウ
別表４は基数となっておりますので、灯数をご教示下さ
い。

灯数を追加した内訳表を「資料」に掲示しました。



ご質問に対する回答
一宮市道路照明灯・公園照明灯LED化事業
No 質問内容 回答

94

・P9 ③ 導入調査業務
貴市より貸与頂ける資料及び台帳等の中に、照明灯
所在地の緯度経度が付与されているデータはござい
ますか。

以下のとおりです。
公園　ありません。
道路 シェープデータがあります。
駐輪場　ありません。

95

・P9 ④ 道路等照明灯管理台帳の作成
貴市より貸与頂ける道路等照明灯管理台帳（エクセ
ル）に、調査・施工の結果を加除修正を加えた道路等
照明灯管理台帳（エクセル）、調査時・施工時の写真
以外に、最終成果品の納品はないという理解で宜しい
でしょうか。ある場合は、全てご教示下さい。

No.35の回答に同じ。

96

12 リース設備導入対象の道路照明灯・公園照明灯・
駐輪場照明灯
別表1、別表2、別表3 それぞれと通し番号がついてい
る器具写真がございますが、いただいている資料だけ
では照合ができず適切な機器選定が困難です。別表
1、2、3 にそれぞれどの器具が該当しているのかお示
し願います。

写真は道路照明灯のみです。
今回のLED化対象分の道路照明灯台帳を道路照明灯
台帳（例）として「資料」に掲示しました。
このデータで別表１と写真のファイル名である道路照明
灯管理番号と照合できますので確認してください。

97

調査や施工にて、対象灯数の増減や貴市要望による
灯具等の変更、納期等を勘案した灯具の変更等が
あった場合、貴市との協議のうえ、契約金額を変更し
ていただける認識でよろしいでしょうか

お見込みのとおりです。

98
契約書および契約約款のひな型をご提示いただけな
いでしょうか

No.27の回答に同じ。

99

2．事業概要(3)工事期間
本件、工事期間及び賃貸借期間につき、深刻な半導
体不足影響やコロナウイルス、ウクライナ紛争の継続
など、事業者努力のみでは機器手配が納期に間に合
わない可能性がある場合、賃貸借期間開始時期の変
更等、協議に応じていただけますでしょうか。

表　予想されるリスクと責任分担より
天災等事業者の責に帰さない合理的な理由がある場
合は別途協議を行います。

100

本件、市都合（予算等）における中途解約は想定して
いないとの認識でよろしいでしょうか。ある場合は、賃
貸借債務の残存相当額につき、ご清算いただけるとの
ことでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

101

実施要項 P15 リスク分担表 維持管理関連
契約期間中において、照明器具を設置している電柱
等に交通事故等の事象が発生し賃貸借機器（照明器
具）に損傷が発生した場合は、貴市の責で事故当事者
と交渉し事故当事者が判明した場合は、事故当事者
に交換費用等の負担を行わせるようお願いいたします
（第三者への賠償を含む）。また、事故当事者が判明
しない場合であっても、交通事故による損傷等は事業
者に責があるものではないため、貴市の責にて費用負
担をお願いできますでしょうか。尚、保険等でカバーで
きる範囲につきましてはご協力させていただく所存で
ございます。

交通事故の場合は原因者負担となります。
当事者との協議は本市で行います。



ご質問に対する回答
一宮市道路照明灯・公園照明灯LED化事業
No 質問内容 回答

102
交換予定の照明器具にはPCB が含まれないとの認識
でよろしいでしょうか

No.44の回答に同じ。

103
契約保証金、入札保証金は免除との認識でよろしいで
しょうか

No.28の回答に同じ。

104

賃貸借料につきましては、当月分を翌月末までにお支
払いいただくとの認識でよろしいでしょうか（有効な請
求書を貴市が受領してから30 日以内にお支払いいた
だく）

支払いについては契約書にて決定します。

105

提出書類⑦納税証明書について、未納税額が無いこ
とのの証明書提出を求められていますが、市税の対
象税目の中で「固定資産税」及び「都市計画税」につ
いてはプロポーザル応募時点で、令和４年度の税額
が納付されていないことが予想されますが、この場合
指定納税期限が到来していない税額については未納
扱いになりますでしょうか。

令和３年度分を提出してください。

106

提出書類中の「グループ構成表」(様式第3号)につい
て、「（実印）」との記載がありますが、本社より受任を
受けた支店の権限を有する者の印（支店長印）を捺印
することで宜しいでしょうか。

様式を変更したため可とします。
様式第3号をご確認ください。

107

本事業はリース会社が受注しますが、グループで応募
する場合には、建設業法に抵触する業務を含む可能
性がある為、資格を有する施工役割会社に発注すると
の認識で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

108
取替を行う公園照明灯の公園名や位置情報を頂けな
いでしょうか。

最優秀提案者決定後お渡しします。

109

実施要項P7（３）エ③
商業登記簿謄本〔現在事項全部証明書〕 （グループの
場合は全ての構成員のものを添付）なお、提出日から
３か月以内のものとする。コピーでよいでしょうか。原
本が必要でしょうか。

正は原本、副はコピー可です。

110
実施要項P16
構成員に照明メーカーが入る場合、赤色回転灯につ
いては、他の照明メーカーとなっても良いでしょうか。

器具は、ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１を取得した国内工
場で製造する、又は組立されたものであることが守られ
ていれば、他の照明メーカーでも良いです。

111
各提案書類には、応募者を特定できる表示は一切い
たしませんが、地元業者様の表示はよろしいでしょう
か。

地元業者の表示は問題ありません。

112
既設照明灯（道路・公園・駐輪場）における、年間電気
料金と年間メンテナンス費をご教授頂けないでしょう
か。

No.92の回答に同じ。



ご質問に対する回答
一宮市道路照明灯・公園照明灯LED化事業
No 質問内容 回答

113
導入調査業務において、提供される過年度調査資料
及び台帳とありますが、紙資料となりますか？データ
提供は、ありますか？

道路照明灯台帳はエクセルデータ、公園照明灯と駐輪
場照明灯については新規作成となります。

114
今回の貸与資料の一覧があれば頂きたいです。例えば、
照明灯位置情報背景地形図データを含みます。

都市公園一覧
道路照明灯及び駐輪場の位置図は、地形図として都
市計画図を利用しているため、貸与は可能です。

115
電力契約照合にあたり、貸与される契約情報は、紙資
料でしょうか？

以下のとおりです。
公園　エクセルデータ
道路　エクセルデータ及び紙資料
駐輪場　エクセルデータ

116 契約保証金は、免除との認識でよろしいでしょうか お見込みのとおりです。

117
複数企業グループの場合、賃貸借契約は、一宮市様
と事業役割を担う代表者1社（リース会社）の締結とい
う認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

118

不可抗力（地震、噴火、津波等）により物件が毀損、滅
失し、賃貸借契約を継続できなくなった場合は、賃貸
借契約を終了することになりますが、その際には、残
期間賃貸借料を清算していただくという認識でよろしい
でしょうか。

表　予想されるリスクと責任分担より
契約解除・変更となった場合、残期間の賃借料につい
ては別途協議を行います。

119

本案件の業務内容に工事などが含まれる為、念の為
ご質問させて頂きます。受注者等の義務として定めら
れている業務を受注者（リース会社）が受諾しまたは
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ある場合は当該業務に限り、受
注者は第三者に発注し、当該第三者をして業務にあた
らせることとして問題ないでしょうか。
尚、本質問につきまして、仮に、「再委託可能」とのご
回答を頂きますと「委託」の前提として「業務を『受託』
をしている事」が法令上、許容されない懸念がござい
ます。「第三者にあたらせること」の可否につきまして、
「問題がございませんかどうか」との観点より、ご回答
賜れば幸いです。

第三者への再委託はできません。
応募者にて業務を遂行してください。

120

本件10 年間の長期契約となりますが、本事業の予算
削減により、賃貸借契約が中途解約される可能性は
あるのでしょうか。
また、その場合、残りの期間の賃貸借料は精算される
との認識でよろしいでしょうか。

No.42の回答に同じ。

121
賃貸借料のお支払いは、毎月払いとの認識でよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。



ご質問に対する回答
一宮市道路照明灯・公園照明灯LED化事業
No 質問内容 回答

122

万一の場合の想定となりますが、天災事変、その他不
可抗力により、物件が滅失また毀損した際に一宮市様
や第三者に損害が発生した場合、受注者に帰責が無
い場合は、受注者は同損害について責任を免責され
るとの認識でよろしいでしょう
か。

No.99の回答に同じ。

123
契約書（案）がございましたら、ご提示をお願いいたし
ます。

No.27の回答に同じ。

124
落札後に一宮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。

お見込みのとおりです。

125

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、賃貸借期間は変更せず、賃貸借開始
日につきまして、別途協議を頂くことは可能でしょう
か。

表　予想されるリスクと責任分担より
天災等事業者の責に帰さない合理的な理由がある場
合は別途協議を行います。

126

本件調達に支柱は含まないとの認識で宜しいでしょう
か。仮に含まれる場合、支柱部分につきましては、契
約期間中の所有者責任は、一宮市様にご負担をお願
い出来ますでしょうか。（契約期間中、支柱を、同土地
にて無償にて、設置・継続させて頂く事等。）尚、支柱
は動産ではない為、動産総合保険の適用対象外とな
りますがご了解をお願い出来ますでしょうか。

お見込みのとおりです。

127

実施要項18 ページ、別表４ 業務の範囲 イ
業務範囲のイは、リ－ス対象外の既設LED 2,247 基
（4,060 基－1,813 基）を含め、電力契約照合、電力契
約申込（変更申請含む）、共架申請をする業務内容で
しょうか。また、上記業務内容の場合、既設LED の電
力契約変更申請など、現時点未着手にて「全数（2,247
基）」実施するのでしょうか。

業務内容としてはお見込みのとおりです。
ただし、照合した結果、既にLEDに電力契約変更されて
いることが分かれば、その分の契約変更申請は不要で
す。

128

別紙 LED 照明灯器具 性能等詳細仕様書 （1）基本事
項の①既設灯具の損傷によりLED ランプの再交換が
必要になった際の費用は事業者が負うものとするとあ
りますが、損傷した既設灯具の交換費用も事業者が
負う認識でよろしいでしょうか。

灯具については、一宮市にて交換費用を負います。

129

別紙 LED 照明灯器具 性能等詳細仕様書 （1）基本事
項の④使用灯具については、種別、ランプＷ数ごとに
メ－カ－名、品番、照度、消費電力、電力契約区分、
寿命が分かるように記載することとありますが、提案
書の段階で記載するのでしょうか。その場合、応募者
を特定できる表示となりますがよろしいでしょうか。

「P21の（１）④」については、契約後、工事施工の際に
関する仕様です。
そのため、提案書類についてはメーカー等応募者を特
定できる表示を付さないでください。



ご質問に対する回答
一宮市道路照明灯・公園照明灯LED化事業
No 質問内容 回答

130

実施要項8 ページ、（2）提出書類
事業計画書は、次の提案内容をＡ４横長サイズ全２０
枚以内で記載すること。とありますが、Ａ４縦長サイズ
の使用もご了承頂けますでしょうか。

Ａ４横長サイズにて作成をお願いします。

131

実施要項19 ページ、14 評価基準及び配点、別表5 使
用機器⑩メンテナンス性で「照度低下時の対応に十分
な配慮がある」とありますが、照度の基準となるのはA:
本事業で交換する前の既設照明、B:本事業で交換し
た後のLED 照明、どちらでしょうか。

本事業で交換したのちのLED照明が基準となります。

132

実施要項21 ページ以降、別紙 LED 照明灯器具 性能
等詳細仕様書において自動点滅器についての仕様記
載はありませんが、一般的な仕様と考えられる「自動
点滅器（電子式）はJIS C 8369 の2 形の規格に基づく
もの、寿命は一般使用場所で10 年以上（開閉回数
4,000 回以上）」との認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

133

実施要領9 ページ 「④道路等照明灯台帳の作成」に
おいて、「管理台帳の作成にあたっては、「③導入調査
業務」の結果を基に、既存のデータを加除、修正する
提案とする。」とあります。現在、どのようなデータ管理
をされていますか。例えば、GIS による台帳管理や、エ
クセルと紙地図による台帳管理等、ご教示お願いしま
す。

公園 台帳での管理を行っておりません。
道路 エクセルデータによる台帳管理、GISによる位置
管理。
駐輪場 台帳での管理を行っておりません。

134

評価項目「台帳作成 ⑭データ作成・手法」において、
「〇データ更新や管理の容易性」とあります。本業務に
おいて、GIS 又はそれに準ずるアプリケーションの導
入を検討されていると認識してよろしいでしょうか。

公園照明灯については、GIS等の導入は検討しており
ません。
道路照明灯については新たなＧＩＳ又はそれに準ずるア
プリケーションの導入は検討しておりません。
駐輪場照明灯については、GIS等の導入は検討してお
りません。

135
別表1 リース設備導入対象の道路照明灯明細表に
て、赤色回転灯がございますが交換対象でしょうか。

お見込みのとおりです。
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（3）器具の性能・構造にて、昼光色以外の光源色にす
べきものとありますが、何灯程見込んでおけばよろし
いでしょうか。

そのような照明灯があった場合は協議をしますので、
現段階では見込まなくて結構です。


