
質問内容 回答

1 P３

実施要領 2 事業概要 エ 管理シ−ルは、管理番号と貴市名を記載する認識でよろしいですか。 管理シールには、「管理番号」、「あま市役所土木課」

及び「TEL052-444-1001（代表）」を記載します。

2 P３

実施要領 2 事業概要 エ 管理シ−ルの取替を実施しますが、10年の維持管理期間において、シ−ル

タイプは劣化や剥がれ等が懸念されますので、プレ−トタイプでもよろし

いですか。

各応募者の提案内容により評価します。

3 P３
実施要領 3応募条件（1）応募

者 ア ③

機器の製造・販売を担う構成員は、貴市にとって有益となるよう、コスト

を含め専門性の高い2社を共同企業体としてよろしいですか。

応募条件を満たしていれば２社になっても構いません。

4 P３
実施要領 3応募条件（1）応募

者 ア ③

共同企業体構成において、照明メーカーは１者限定でしょうか。

２者で構成してもよろしいでしょうか。

質問３の回答と同じ

5 P５

実施要領P5 4.事業者選定の流れ

（3）最優秀提案者及び次点提

案者の選定

選定委員会は何名でしょうか。また外部審査員（市役所外勤務の審査員）

は何名でしょうか。

非公開とします。

6 P７

実施要領 ６ 募集及び参加表明

書について

各会社の履歴事項全部証明書（提出日から３か月以内のもの）を添付する

こととありますがコピーでよろしいでしょうか。原本が必要でしょうか。

コピーでも構いません。コピーの場合は原本証明をして

ください。

7 P７
実施要領 ６ 募集及び参加表明

書について

参加表明の際に添付する履歴事項全部証明書（提出日から３カ月以内のも

の）は写し（コピー）でも宜しいでしょうか。

質問６の回答と同じ

8 P７

実施要領 6（3）エ 提出書類

（イ）共同企業体構成表

構成員の間で交わされた契約書・覚書等の写しとありますが、現状、入札

前にて契約書の取り交しはありませんので、共同企業体構成員の合意書と

考えてよろしいですか。

合意書、確約書等で構いませんが、あま市と契約締結後

は速やかに構成員間の契約書又は覚書等の書類を提出し

てください。

9 P７

実施要領 8（2）ウ 事業計画の

概要（イ）雇用等経済効果

地元業者との間で交わされた契約書・覚書等の写しとありますが、現状、

入札前にて契約書の取り交しはありませんので、地元業者様には施工等で

ご協力いただく旨の確約書と考えてよろしいですか。

質問８の回答と同じ

10 P８

実施要領 8（2）ウ 事業計画の

概要（ウ）導入調査業務

適切な維持管理のため、本市で稼働しているGISシステム用デ−タを作成し

「シェープ形式(shp)」で納入いたしますが、維持管理期間中のデ−タ更新

（年1回）も含む認識でよろしいですか。

維持管理期間中のデ−タ更新は含みません。

11 P８

実施要領 8（2）ウ 事業計画の

概要（オ）経済効果

経済効果を試算する上で、既設照明器具の不具合等で発生した年間修繕費

をご教示ください。なお、修繕費の実績は年度毎に増減すると思われます

ので、数年間の平均値でも結構です。

令和元年度の修繕料は約300万円です。

質疑箇所



12 P８

実施要領８ 提案書の提出と作成

要領 （２）提出書類

ウ 事業計画の概要（ウ）導入調

査業務（任意様式）

GISデータ「シェープ形式」を作成するものとする。とありますが、それ以

外に成果品として道路照明灯台帳（照明灯1基毎に調査項目、写真、位置を

示した個表）は必要でしょうか。

1部必要です。

13 P８

実施要領 8.提案書の提出と作成

要領（2）提出書類（ウ）資料

収集整理及び現況調査

既設道路照明灯の位置情報が把握できる資料がご提供いただけますでしょ

うか。提供いただける場合、そのファイル形式をご教示ください。

契約後、紙での提供です。

14 P８

実施要領 8.提案書の提出と作成

要領（2）提出書類（ウ）電力

契約照合

電力契約情報に関して、エクセル形式でご提供いただくことは可能でしょ

うか。

契約後、PDF形式もしくは紙での提供です。

15 P９

実施要領８ 提案書の提出と作成

要領（２）提出書類（エ）使用

機器（任意様式）（e）

交換に使用するLED道路照明灯については「照度」を記載するようにあり

ますが、照度提示となりますと諸条件（設置高さや、角度、保守率等）が

必要になりますが、光束値（Lm）の間違いではないでしょうか。照度の場

合は諸条件をお示し頂ければと思います。

交換に使用するLED道路照明灯については「照度」では

なく、「光束値（Lm）」を記載してください。

16 P９

実施要領８ 提案書の提出と作成

要領（２）提出書類（エ）使用

機器（任意様式）（e）

メーカー名を記載するとありますが、（３）作成要領 ウ 各提案書類に

は会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、応募者を特定する表示は一切付し

てはならないとあり、矛盾いたしますのでどちらが優先かご教授願いま

す。

Ｐ１０の（３）作成要領ウが正しいです。使用機器につ

いてはメーカー名、品番は記入しないでください。

実施要領の８(２)(エ)(ｅ)の「メーカー名、品番、」に

ついては削除します。

17 P９
実施要領（2）提出書類（オ）

経済効果

既設道路照明灯における、年間電気料金と年間修繕費を教えていただけま

すでしょうか。

令和元年度の電気料金は約1,600万円です。

令和元年度の修繕料は約300万円です。

18 P９

実施要領 ８（２）（エ）（ａ） ＬＥＤ道路照明灯器具は国内にて製造していること。海外で製造して国内

工場で検査したものは認めない。とありますが、海外メーカーのＯＥＭ製

品ということではなく、海外の自社工場において製造し日本の品質基準に

合致した製品については対象に含めるという解釈でもよろしいでしょう

か。

海外の自社工場において製造したものは認めません。

19 P９
実施要領 ８（２）（エ）使用機

器

本事業にて使用する全ての機器は単一のメーカー品とするという解釈でよ

ろしいでしょうか。

仕様を満たしていれば、複数メーカーを使用しても構い

ません。

20 P９
実施要領 ８（２）（エ）使用機

器

特色のあるデザイン灯具についてはＬＥＤランプにて交換をするという解

釈でよろしいでしょうか。

器具更新で提案してください。

21 P１０
実施要領８（3）作成要領 ウ 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すか。

地元業者の表示は可とします。

22 P１３
別表１ 対象道路照明灯の明細 基数合計1,123とありますが、既設照明器具も合計1,123（1灯/1基）と考え

てよろしいですか。

ご認識のとおりです。



23 P１３

別表１ 対象道路照明灯の明細 

2

本市が新規設置するLED道路照明灯の維持管理（10基/年、100w相当）と

ありますが、業務内容は、貴市から指示のあった対象施設の不具合確認

（ご報告含む）のみとし、不具合時の修繕工事・管理シ−ルの新規設置・

GISデータの更新は対象外と考えてよろしいですか。

管理シ−ルの新規設置・GISデータの更新は本市で行い

ます。不具合時の修繕工事については、既設照明灯を交

換した場合と同様の維持管理を行ってください。

24 P１３

別表１ 対象道路照明灯の明細 

5

水銀灯（80W）は反射板も含めて撤去とありますが、撤去数は412基（添付

写真のデザイン灯）、撤去後にリ−ス対象のLED照明灯を412基に設置する

認識でよろしいですか。

ご認識のとおりです。

25 P１３

別表1 対象道路照明灯の明細 （注）３ 支柱建替（H=8.0m）20基を想定するにあたり応募者の公平性を

保つために支柱の仕様をご教授願います。

・埋込式orベース式

・溶融亜鉛メッキ仕上げor指定色塗装仕上げ

直線段付柱（埋込式）、溶融亜鉛メッキ仕上げとしま

す。

26 P１３

別表1 対象道路照明灯の明細 実施要領等に特に仕様の記載はありませんが、

 ・寿命は一般使用場所で10年以上（開閉回数4,000回以上）

 ・電子式

 ・JIS C8369の2形の規格に基づくもの

 上記の仕様としてよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

27 P１３

別表1 対象道路照明灯の明細 蛍光灯10W,20W,40W,60Wにつきましては既設灯具と同等以上の明るさ性能

であれば、いわゆる「防犯灯タイプ」へ置換えてよろしいでしょうか。

「防犯灯タイプ」への置換えで構いません。

28 P１３

別表１ 対象道路照明灯の明細 2 本市が新規で設置するLED 道路照明灯の維持管理（10 基/年、100W 相

当）とありますが、ここでいう100W 相当とは、定格電力が100W 程度の

LED 道路灯という解釈でしょうか。

ご認識のとおりです。

29 P１３

別表１ 対象道路照明灯の明細 3 支柱に著しい損傷があった場合の支柱建替え（H=8m）20 基とあります

が、H=8m の支柱仕様は一般的に道路照明柱として使用される、国交省・

機材仕様書で示す直線型テーパーポール8m メッキ仕上 ベース式で見込ん

でよろしいでしょうか。

質問２５の回答と同じ

30 P１３

別表１ 対象道路照明灯の明細 4.自動点滅器の更新も想定することとありますが、想定するにあたり更新数

がコストに大きく影響を与える為、想定される数量をお示しいただけない

でしょうか。

質問３７の回答と同じ

31 P１３
別表１ 対象道路照明灯の明細 双頭タイプの道路照明灯など（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宜しかったでしょうか。

ご認識のとおりです。

32 P１３
別表１ 対象道路照明灯の明細 

注2

維持管理で対応する10 基/年 100W 相当 こちらは防犯灯のLED に変えても

宜しいでしょうか。

市が新設するLEDのためLED更新は不要です。

33 P１３
別表１ 対象道路照明灯の明細 

注3

支柱建替え時の基礎は再利用との認識で宜しかったでしょうか。 基礎は再利用せずに新規で設置してください。

34 P１３
別表１ 対象道路照明灯の明細 アダプタと遮光板については貴市負担で宜しいでしょうか。 応募者の負担です。

数量については質問３７のとおりです。



35 P１３ 別表１ 対象道路照明灯の明細 既設ポール内の配線やブレーカは更新が必要でしょうか。 必要です。

36 P１３
別表１ 対象道路照明灯の明細 道路灯及び水銀灯80ｗ412基（街路灯タイプ）や蛍光灯計75基（防犯灯タ

イプ）は落下防止対策が必要でしょうか。

必要です。

37 様式集

予想事業総額提案書（様式第8

号）

自動点滅器、遮光板、灯具取付アダプタ等の機器単価も記載するとありま

すが、応募者の公平性を保つために個々の台数をご教示ください。正式に

は導入調査業務終了後、設計変更にて台数増減をさせていただきます。

自動点滅器1,009台、遮光板110枚及び灯具取付アダプタ

110台として提案してください。

38 様式集

様式第４号 履行実績の履行時期において、照明メ−カ−のみ納入時期と記載されてい

ます。

その他はすべて履行時期と記載されていますが、それぞれ記載する日付

（定義）を教えて頂けますでしょうか。

履行実績及び納入実績については、各業務を行う構成員

の実績を記載してください。

履行時期及び納入時期の記載については、道路照明灯調

査は調査完了日、LED道路照明灯賃貸借は賃貸借開始

日、LED道路照明灯納入は納入完了日、LED道路照明灯

施工、メンテナンスは施工完了日としてください。

また、発注者欄については国、地方公共団体、高速道路

株式会社法で規定された特殊会社及び地方道路公社を記

記載してください。

39

その他 維持管理期間中（10年）における修繕費等の負担は、以下損害原因よる考

え方でよろしいですか。また、応募者の公平性を保つために動産総合保険

（新価付き）を付保することでよろしいですか。

【応募者が負担する場合】

リ−ス対象製品の不具合、リ−ス導入時及び維持管理期間中の応募者によ

る施工不良による故障又は破損・火災、落雷、雪害、風害、破損、による

洪水、高潮、土砂崩れ等の水害、盗難、いたずら、破壊行為、車両の接触

や衝突、電気的又は機械的事故など、偶発、外来、かつ急激な事故によっ

て生じた損害

【あま市様が負担する場合】

リ−ス対象製品以外の要因によるもの。清掃、近接樹木の伐採・除雪な

ど、あま市様の依頼作業による作業者の責で発生した損害。地震等に起因

する津波による損害・戦争、暴動・変乱による損害

【応募者負担する場合】

・リース対象設備の製品としての不具合

・リース対象設備導入時及び維持管理期間中の応募者に

よる施工不良による故障又は破損

・火災、落雷、雪害、風害、破損、台風等による洪水、

高潮、土砂崩れ等の水害、盗難、いたずら、破壊行為、

車両の接触や衝突、電気的又は機械的事故など、偶然、

外来、かつ急激な事故によって生じた障害

【あま市が負担する場合】

・リース対象設備以外の要因による損害

・清掃・近接樹木の伐採・除雪など、本市の依頼作業に

よる作業者の責にて発生した損害

・地震もしくは噴火（地震津波を含む）に起因する損害

・戦争、暴動・変乱による損害

保険については、動産総合保険（新価付き）を付保して

ください。



40

その他 新型コロナウイルス感染症拡大、天災、暴動等に起因する工期遅延が発生

した場合、履行期限に猶予をいただくことは可能でしょうか。

また、上記事由により年度を超えてしまった場合、ペナルティは課せられ

ますでしょうか。

事業者の責に帰すことができない場合の履行期限の猶予

及びペナルティについては、本市と協議を行い決定しま

す。

41

その他 最優秀提案者となった後、詳細協議を行った結果、協議が整わなかった場

合、指名停止や違約金等のペナルティは発生しますでしょうか。

ペナルティはありませんが、合意に至らなかった場合

は、その理由をホームページ上で公表します。

42

その他 ①本事業は債務負担行為でしょうか。⾧期継続契約でしょうか。

②⾧期継続契約の場合、翌年度以降の予算が減額または削除された場合、

契約変更又は契約解除時に事業者側にて発生する損害部分について補填又

は協議いただくことは可能でしょうか。③また損害補填措置が可能な場合

において、その旨を契約書の条文に明記することは可能でしょうか。

本事業は⾧期継続契約となります。歳出予算の削減

又は削除があった場合の対応については、別途協議する

こととします。物件の必要性から解約は想定していませ

ん。

44

その他 ①本事業は⾧期継続契約になりますでしょうか。②また、歳出予算の減額

または削除があった場合、契約は解除になるのでしょうか。

③また、同事象による契約解除があった場合、残リース料相当分を違約金

として請求することについて、ご了承頂けますでしょうか。

質問４２の回答と同じ

43 その他 本事業では入札保証金及び契約保証金は必要となりますでしょうか。 入札保証金及び契約保証金は免除するため不要です。

45
その他 地元の各自治区など本事業の工事期間、概要等について事前説明や広報な

どで 通達をする予定はありますでしょうか。

説明会等は行わず、区の回覧等での周知を予定していま

す。

46
その他 発注者と事業者の責任を明確にするためにリスク分担表のご提示をいただ

けませんでしょうか。

別添別表３を確認してください。


