
令和３年（２０２１年）５月２８日  
 

「平塚競輪場走路照明整備事業 実施要領」に対する質問の回答 
 
Ｎｏ 項 目 質 問 回 答 

１ 

Ｐ２ 
３ 本業務に関する基本要

件（２）イ 
 

「本施設は当該工事期間中も使用

されるため、競輪場施設の運営に影

響を与えないよう工程を調整する

こと。」と記載があります。公式ホ

ームページなどに記載されている

開催スケジュールの他に年間の運

用の状況及び運営準備や片付・清

掃、試走などで工事できない期間及

び時間帯がありましたらご教授く

ださい。 

現在令和３年度下期の競輪

開催日程が決定していないた

め、過年度の開催を参考として

ください。また、その他の年間

運用状況等により、工事できな

い期間については、現状予定し

ておりませんが、協議のなかで

工事できない日が出てくる可

能性があります。 

２ 

Ｐ２ 
３ 本業務に関する基本要

件（３）ア 

各関連団体との調整など、円滑な競

技運営を支える照明整備に努める

と記載があります。この各関連団体

とは具体的にどのような団体を指

しているのかご教授ください。 

（公財）ＪＫＡ及び（一社）

日本競輪選手会並びに競輪場

内立入業者です。 

３ 

Ｐ２，３ 
３ 本業務に関する基本要

件（３）イ及び（６）ア 

従来から開催されてきた各種大会、

イベントあるいは将来行われる可

能性のある各種イベントの開催に

考慮すると記載があります。競輪以

外で従来あるいは将来のイベント

とはどのようなものを指している

のかご教授ください。 

競輪場を利用して行われた

イベントとしては、杉山清貴ラ

イブコンサート、子ども自転車

教室のバイシクルフェス、ワン

ネーションカップの歓迎会、湘

南ベルマーレＪ２優勝祝賀会

など数多くあります。将来イベ

ントについては、本整備により

可能となるイベントや、イベン

トをより一層盛り上げる照明

計画をしてください。 

４ 

Ｐ５，６ 
７ 建設及び工事監理業務

に関する事項 
（１）（２） 

設計者と管理者は同一若しくは、

別々に担当しても宜しいでしょう

か。 

貴見のとおりです。 



Ｎｏ 項 目 質 問 回 答 

５ 

Ｐ７，８ 
７ 建設及び工事監理業務

に関する事項 
（５）竣工後業務 カ 

リース期間中のバックスタンド建

替えに伴うＬＥＤ照明器具の撤去、

仮設置、本設置及び照明計画の技術

支援を行うと記載があります。工事

費用についてはバックスタンド建

替え時に別途発注されて、受注者に

対する技術支援を行うものと考え

て宜しいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

６ 

Ｐ８ 
８ その他（３） 

「年度当初から、毎年 1回賃借料を

発注者に請求することができる」と

記載がありますが、ご請求回数は事

業者の提案、ご協議とさせて頂くこ

とは可能でしょうか。年１回のみの

場合は、本件は年１回払いなのでし

ょうか。その場合、事業開始の年度

初め（４月）からご請求して良いと

いう理解で宜しいでしょうか。 

年１回払いとし、年度初め

（４月）から請求できます。 

７ 
Ｐ１４，１５ 
１５ 開示資料（１） 

契約書（案）については、５／２７

以降の開示資料時にご開示頂ける

という理解で宜しいでしょうか。 

開示資料については、１５

（１）開示資料の内容のとおり

です。 

８ 

Ｐ１７ 
１７ 提案書における提示

条件（５） 

リース終了後については、無償譲渡

（固定資産税免除）で宜しいでしょ

うか。また、譲渡後については、動

産総合保険の付保は不要という理

解で宜しいでしょうか。 

本市へ所有権を無償移転す

る提案であれば、現状有姿のま

まの譲渡する提案でも問題あ

りません。また、動産総合保険

の付保については、貴見のとお

りです。 

９ 

Ｐ８ 
１０ 応募条件 

（１）応募者の資格要件ア 

「本業務を行う能力を有する単独

企業～」と記載がありますが、単独

企業の場合、１０（２）（エ）に規

定される業務を行うため、リース業

の資格が必要という理解で宜しい

でしょうか。 

貴見のとおりです。 

１０ 
Ｐ８ 
１０ 応募条件 

（２）応募者の役割（エ） 

その他の役割は、リース業法におけ

る資格を有する必要があるという

理解で宜しいでしょうか。 

貴見のとおりです。 



Ｎｏ 項 目 質 問 回 答 

１１ 

Ｐ１７ 
１７ 提案書における提示

条件（５） 

「契約に基づき履行すること」とあ

りますが、契約の履行とは無償譲渡

という認識で宜しいでしょうか。 

契約内容については、優先交

渉権者決定後の協議となりま

すが、現状有姿のままの譲渡す

る提案でも問題ありません。 

１２ 

Ｐ９ 
１０ 応募条件（３）エ 

同種の契約実績はグループ内全社

が対象でしょうか。 
１０（３）のとおり、グルー

プとしてこれらの要件を満た

すこととしているため、グルー

プ内全社の必要はありません。 

１３ 
Ｐ９ 
１０ 応募条件（３）エ 

同種の契約実績はリース契約の事

でしょうか。施工実績の事でしょう

か。 

（リース・工事請負等）契約

種別については問いません。 

１４ 
Ｐ７，８ 
７ 建設及び工事監理業務

に関する事項（５）カ 

バックスタンドの建替え期間中も

継続してリース料は支払われるの

でしょうか。 

貴見のとおりです。 

１５ 

Ｐ８ 
８ その他（３） 

賃貸料の支払いが年1回請求できる

という意味合いは、『年 1 回支払い』

か『12 ヶ月（回）分を 1 回請求す

る』のどちらでしょうか。 

質問６の回答のとおりです。 

１６ 
Ｐ８ 
８ その他（３） 

リース料の請求を4月に請求した場

合入金されるのはいつ頃でしょう

か。 

契約書に規定される期日以

内の支払いです。 

１７ 
Ｐ８ 
８ その他（３） 

リース料の初回請求は令和 4年 4月

で宜しいでしょうか。 
令和３年度から支払います。 

１８ 
Ｐ１６ 
１６ ヒアリング、審査及

び審査結果の通知（２）シ 

当該資産の固定資産税は課税され

るのでしょうか。 
リース対象設備に係る固定

資産税は非課税です。 

１９ 
Ｐ１７ 
１７ 提案書における提示

条件（５） 

リース期間満了後は無償譲渡の条

件は付きますか。 
質問１１の回答のとおりで

す。 

２０ 
Ｐ１６ 
１６ ヒアリング、審査及

び審査結果の通知（４）エ 

賃貸借契約書のひな型はあります

でしょうか。 
契約書については、優先交渉

権者との協議の上、決定しま

す。 

２１ 

Ｐ８ 
１０ 応募条件（１） 

第三者賃貸方式の契約は可能でし

ょうか。 
質問１０の回答のとおり、応

募者（グループ構成員含む）が

１０（２）アの各役割を分担す

ることとします。 



Ｎｏ 項 目 質 問 回 答 

２２ 

Ｐ１２ 
１３ 業務全体スケジュー

ル（予定）（３）参加表明書

及び資格確認書類の提出 

ウ（ウ） 

履行保証書はだれが何を保証する

もので、どの様な場合に提出が必要

になりますか。 

１３（３）参加表明書及び資

格確認書類の提出 ウ（ウ）の

とおりです。 

２３ 

Ｐ１２ 
１３ 業務全体スケジュー

ル（予定）（３）参加表明書

及び資格確認書類の提出 

ウ（イ） 

グループの業務役割に関する合意

書のひな型はありますか。 
構成員の間で取り交わされ

た契約書または覚書等につい

ては、任意の書式とします。 

２４ 

Ｐ１２ 
１３ 業務全体スケジュー

ル（予定）（３）参加表明書

及び資格確認書類の提出 

ウ 

代表者（代表印）は支配人登記がさ

れた所属長等で代替できますでし

ょうか。また、可能な場合、委任状

は必要でしょうか。 

貴見のとおり代替え可能で

す。また、委任状については、

提出することとします。 

２５ 

Ｐ３ 
３ 本事業に関する基本要

件（５） 

リース会社がグループ代表企業と

なった場合、リース期間中の迅速な

保守サポートを行う為に、保守窓口

をグループ代表企業ではなく、グル

ープ構成員にすることは可能でし

ょうか。 

問題ありません。 

２６ 

Ｐ３ 
３ 本事業に関する基本要

件（６） 

「将来行われる可能性のある各種

イベントの開催も考慮し・・・」と

の記載がありますが、現時点で想定

されているイベント（競輪以外のス

ポーツや音楽イベント等）がありま

したらご教示願います。 

質問３の回答のとおりです。 

２７ 

Ｐ５ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）イ（シ） 

防犯用夜間照明についての照度要

件をご教示願います。 
また、交互運転とはどのような事で

しょうか。 

現状メタルハライドランプ

２０００Ｗを１台使用してい

るため、同程度の照度としてく

ださい。また、交互運転につい

ては、１台故障した時用に予備

機を１台隣に設置しており、ど

ちらか１台は使用できる状況

という運用です。 



Ｎｏ 項 目 質 問 回 答 

２８ 
Ｐ１５ 
１６ ヒアリング、審査及

び審査結果の通知（２） 

審査委員会はどのような方々で構

成されているか教えていただけま

すでしょうか。 

平塚市のガイドラインに則

った構成です。 

２９ 

Ｐ１６ 
１６ ヒアリング、審査及

び審査結果の通知（４）エ 

技術点及び価格点の配分はどのよ

うな割合でしょうか。また、本プロ

ポーザルにおいて重視されている

事項があればご教示願います。 

配点の割合はお答えできま

せんが、重視している点につい

ては、１６（２）のとおりです。 

３０ 

Ｐ１３ 
１３ 業務全体スケジュー

ル（予定）（３）ウ（ケ） 

「建設業の許可証明書」の提出が求

められておりますが、建設業許可通

知書の写しの提出で問題ないでし

ょうか。 

１３（３）ウ（ケ）のとおり

「建設業法第３条第１項に規

定する許可証明書」とします。 

３１ 

Ｐ１３ 
１３ 業務全体スケジュー

ル（予定）（３）ウ（サ） 

有資格技術職員の資格者免許証を

提出した者が本件を担当しなけれ

ばなりませんか。それとも会社とし

て有資格者を有していれば宜しい

でしょうか。 

様式第５号の４（注）のとお

り、本提案における実務上の各

役割の責任者の資格者免許証

としてください。 

３２ 

Ｐ１ 
２ 業務概要（４） 

メインスタンドの既存照明は LED
照明が付いていますが、本件の改修

範囲内という認識で宜しいでしょ

うか。 

貴見のとおりです。 

３３ 
Ｐ４ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）イ 

更新 LED 照明の設置位置は既存照

明の設置位置と異なっても構わな

いでしょうか。 

問題ありません。 

３４ 
Ｐ４ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）イ 

新たに照明柱の建設が必要な場合、

建柱は可能でしょうか。 
問題ありません。なお、各種

法令等に適合したものとしま

す。 

３５ 
Ｐ２ 
３ 本事業に関する基本要

件（２）イ 

工事期間中のレース開催日程をご

教示願います。 
質問１の回答のとおりです。 

３６ 

Ｐ２ 
３ 本事業に関する基本要

件（３）イ 

従来から開催されてきた各種大会、

イベント等とはどのようなもので

しょうか。また、開催時期はいつで

しょうか。 

質問３の回答のとおりです。 



Ｎｏ 項 目 質 問 回 答 

３７ 

Ｐ３ 
４ 設備更新計画に係る仕

様（２）ア 

構造計算を行うにあたり、別途提示

される既存図面等資料とはどのよ

うな資料でしょうか。また、その資

料は PDF 等のデータで頂けるので

しょうか。 

１５（１）開示資料の内容の

とおりです。また、データでの

提出はありません。 

３８ 
Ｐ４ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）ア（ク） 

既存建物へ構造上問題の無い範囲

で必要に応じて、コア抜きやアンカ

ー打ちは可能でしょうか。 

問題ありませんが、必要最低

限としてください。 

３９ 

Ｐ４ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）イ（エ） 

清掃時、薄暮、場外ナイター開催、

イベント、特別競輪開催時の照度要

件をご教示願います。 

清掃時は、走路及び周辺が清

掃可能な照度。薄暮は、現状中

央照明塔及びゴール用照明以

外の照明を使用。場外ナイター

開催は、現状第２センタースタ

ンド屋上のみの照明を使用。イ

ベント、特別競輪開催時の演出

については、本整備により可能

となる照明計画をご提案くだ

さい。 

４０ 
Ｐ１５ 
１５ 開示資料（１） 

5 月 27 日以降に開示される既存図

面等の資料ですが、PDF 等のデー

タで頂けるのでしょうか。 

データでの提出はありませ

ん。 

４１ 

Ｐ７，８ 
７ 建設及び工事監理業務

に関する事項（５）カ 

リース期間中に行われるバックス

タンドの改修対応ですが、照明器具

の撤去や仮設対応にかかる費用は

本件見積には含まず、対応時に別途

請求をするという認識で宜しいで

しょうか。 

質問５の回答のとおりです。 

４２ 

Ｐ４ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）イ（イ） 

「平均鉛直面照度 800 ルクス以上」

との記載がありますが、設計及び測

定時にどこの方向からの鉛直面照

度として設計検討・施工すれば宜し

いでしょうか。 

競走選手の進行方向を基本

とします。 



Ｎｏ 項 目 質 問 回 答 

４３ 

Ｐ４ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）イ（イ） 

「走路内（ホーム、バック、第 1 セ

ンター、第 2 センター及びゴールラ

イン）それぞれの場所において、個

別にシュミレーションを行うこと」

と記載がありますが、それぞれの場

所においての数値が記載されてい

れば1枚の資料にまとめて記載して

も宜しいでしょうか。 

問題ありませんが、見やすい

資料としてください。 

４４ 

Ｐ４ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）イ 

走路内側の芝生部分に関しての照

度要件をご教示願います。 
審判補助員等が内側の通路

周辺で担架等を使用するため、

作業に支障の無い範囲で計画

してください。 

４５ 
Ｐ２ 
３ 本事業に関する基本要

件（３）ア 

「各関連団体との調整」との記載が

ありますが、各関連団体とはどのよ

うな団体がありますでしょうか。 

質問２の回答のとおりです。 

４６ 

Ｐ３，４ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）ア（カ） 

支持金物等の部材は塩害対策対応

物であれば、ＳＵＳ製でなく溶融亜

鉛メッキ等の部材でも宜しいでし

ょうか。 

５ 建築設備に係る仕様

（１）ア（カ）のとおり、ＳＵ

Ｓ製を基本とします。 

４７ 

提出書類様式 様式第１４

号 
保守メンテナンス費や設計費は業

務資金計画書のどの項目に計上す

れば宜しいでしょうか。 

様式第１４号の項目になく、

必要なリース料、消費税等は、

全て「その他」項目に行を追加

して記載してください。費目等

は備考欄に記載してください。

「合計」項目には総額を記載し

てください。なお、「その他」

項目の行が増えて、２頁以上と

なっても問題ありません。 

４８ 

Ｐ３ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）ア（エ） 

「電気ケーブル及び通信ケーブル

等は架空配線を原則行わないこと」

との記載がありますが、ころがし配

線は可能でしょうか。それとも配管

配線対応でしょうか。 

配管配線を基本とし、ころが

し配線は不可とします。 

４９ 
Ｐ１４，１５ 
１５ 開示資料（１） 

既存カメラ位置のわかる資料のご

提供は可能でしょうか。 
開示資料については、１５

（１）開示資料の内容のとおり

です。 



Ｎｏ 項 目 質 問 回 答 

５０ 

Ｐ４ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）イ（ア） 

フィニッシュライン上の平均 3,000
ルクスを満たしていれば、コース上

に設置されている既存ゴール照明

は無視した計画でも宜しいでしょ

うか 

走路内側のハロゲン投光器

１０００Ｗ×８台も本整備の

対象としております。なお、既

存器具の型番は岩﨑電気製Ｊ

Ｆ１００１Ｍです。 

５１ 
Ｐ４ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）イ 

非常時のバックアップ電源は既存

設備として存在しているという考

えで宜しいでしょうか 

貴見のとおりです。 

５２ 

提出書類様式 様式第６号 同種または類似業務実績表に記載

する実績は、照明以外の演出に係る

設備工事等の実績も記載可能でし

ょうか。 

１０（３）エ に記載の実績

がわかるものとしてください。 

５３ 

Ｐ９ 
１０ 応募条件（５） 

グループ構成員ではなく、協力業者

としての活用（構成員の下請）を含

むという考え方で宜しいでしょう

か。 

地元業者の活用については、

貴見のとおりです。 

５４ 

Ｐ５ 
６ 設計業務に関する事項 

グループ構成員に設計事務所を含

む必要はありますか。グループ構成

員内や協力業者で設計業務を行え

るのであれば、含む必要は無いとい

う考えで宜しいでしょうか。 

１０（２）ア（イ）に記載の

とおり、設計役割を担当する構

成員がグループ内にいること

とします。 

５５ 

Ｐ７，８ 
７ 建設及び工事監理業務

に関する事項（５）カ 

バックスタンド側の照明ですが、本

件上の対応は照明柱などの仮設対

応とし、バックスタンド建替え後に

バックスタンド屋上等に移設設置

とする考えで宜しいでしょうか。 

質問５の回答のとおりです。 

５６ 
Ｐ２ 
３ 本業務に関する基本要

件（２）イ 

施工はレース開催日以外の日中を

想定しておりますが、よろしいでし

ょうか。 

質問１の回答のとおりです。 

５７ 
Ｐ２ 
３ 本業務に関する基本要

件（３）イ 

現時点で工事期間中に予定されて

いる各種大会およびイベント等の

スケジュールをご教授ください。 

質問１の回答のとおりです。 

５８ 
Ｐ４ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）ア（ク） 

既設配管配線図および予備配管等

の資料は開示していただけますで

しょうか。 

開示資料については、１５

（１）開示資料の内容のとおり

です。 



Ｎｏ 項 目 質 問 回 答 

５９ 

Ｐ４ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）イ（イ） 

「均鉛直面照度８００ルクス以上

を確保すること」とありますが、鉛

直面照度はコース外側方向への照

度という認識でよろしいでしょう

か。 

質問４２の回答のとおりで

す。 

６０ 

Ｐ４ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）イ（オ） 

演出のための制御機器はパソコン、

タブレット等どのような機器を想

定されていますでしょうか。 

特段指定はありませんが、５

（１）イ（カ）のとおり、ピラ

ミッドブースにて操作を行い、

取外して、別の場所で保管する

ため、取外しが容易に可能なも

のとしてください。 

６１ 

Ｐ４ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）イ（オ） 

ＤＭＸ規格等の持ち込み機器は 
どの部屋で接続されますでしょう

か。 

競輪開催のグレードにより、

使用する部屋が異なる可能性

がありますが、メインスタンド

もしくは走路内ピラミッドブ

ース周辺です。 

６２ 
Ｐ５ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）イ（シ） 

防犯用夜間照明について、非常用電

源は別途でよろしいでしょうか。 
貴見のとおりです。 

６３ 

Ｐ５ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）イ（ス） 

「取り付け位置を高くするなど配

慮」とありますが、現在想定されて

いる取り付け位置および高さはあ

りますでしょうか。 

各メーカーにより取り付け

る機器が異なると考えられる

ため、具体的な想定高さはあり

ません。既存架台及びフェンス

がある中で、可能なご提案をお

願いします。 

６４ 

Ｐ３ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）ア 

本業務において改修する必要のな

い幹線ケーブルについては、既設再

利用という理解でよろしいでしょ

うか。 

全てを改修する必要はあり

ませんが、既設ケーブルの劣

化、損傷等本整備において通常

必要な部分は改修を行うこと

とします。 

６５ 

Ｐ３ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）ア 

ケーブルをすべて入れ替える場合、

想定外の要因で施工が困難な場合

については応募時において確認で

きないことから協議という理解で

よろしいでしょうか。 

質問６４の回答のとおりで

す。 



Ｎｏ 項 目 質 問 回 答 

６６ 

Ｐ３ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）ア 

既設の分電盤・分岐盤等について

は、本事業用途で改造の必要がない

場合は再使用という理解でよろし

いでしょうか。 

全てを改修する必要はあり

ませんが、既設盤の劣化、損傷

等本整備において通常必要な

部分は改修を行うこととしま

す。 

６７ 

Ｐ１６ 
１６ ヒアリング、審査及

び審査結果の通知（４）エ 

公正の観点と貴市の目指す事業の

方向性にあった提案にするために、

評価基準・配点について開示いただ

けますか。 

質問２９の回答のとおりで

す。 

６８ 

Ｐ１６ 
１６ ヒアリング、審査及

び審査結果の通知（４）エ 

新型コロナウイルス等まん延の影

響で、事業推進に影響を及ぼす事象

が発生し当初契約通りに進められ

なくなった場合は協議という理解

でよろしいでしょうか。 

契約内容の詳細につては、優

先交渉権者との協議の上決定

します。 

６９ 

Ｐ４ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）イ 

既設ＬＥＤ投光器を事業期間中保

証することを前提として、改造・整

備調整の上で再使用する提案は可

能でしょうか。 

メインスタンド及び第１コ

ーナー棟に設置されているＬ

ＥＤ投光器のみ再使用する提

案も可能とします。 

７０ 

Ｐ１ 
２ 業務概要（３） 

予算限度額は債務負担行為が設定

されていますでしょうか。長期継続

契約の場合、予算が取れなかった場

合の解除時のリース会社の損害は

補填していただけますでしょうか。 

１０年度分の長期継続契約

としております。なお、契約内

容の詳細は優先交渉権者との

協議の上決定します。 

７１ 

Ｐ３ 
３ 本事業に関する基本要

件（５） 

維持管理時の灯具清掃や点検は定

期的に行っていますでしょうか。ま

た、行っている場合はその頻度をご

教授ください。 

現状は年１回行っておりま

す。 

７２ 
Ｐ３ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）ア（ウ） 

照明機器の不具合対応は、不具合発

生から何時間以内の対応が必要と

なりますでしょうか。 

競輪開催に支障を出さない

範囲です。 

７３ 

Ｐ３ 
３ 本事業に関する基本要

件（４） 

「ランニングコスト削減に対する

工夫」について質問致します。現状

の保守管理費（直近３年の平均額）

がどの程度かご教示下さい。 

直近３年間においては、在庫

品にて修理及び球交換が可能

であったため、毎年約５０万円

程度です。 



Ｎｏ 項 目 質 問 回 答 

７４ 

Ｐ５ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）イ（シ） 

「防犯用夜間照明を計画するこ

と。」について質問致します。防犯

用夜間照明の具体的な設置場所は

既存照明と同位置で宜しいでしょ

うか？ 

問題ありません。 

７５ 

Ｐ４ 
５ 建築設備に係る仕様

（１）ア（サ） 

「特殊塗装されているため容易に

補修できないので、十分に注意して

作業を行うこと。」について質問し

ます。競走路のバンク部分の耐荷重

をご教示下さい。 

競走路ウォークトップは現

場施工の舗装面塗装であるた

め、現場の状況や劣化の状況に

影響を受けやすいので、耐荷重

は決められておりませんが、直

近の実績として、令和３年３月

に十分養生を行った上で、３ｔ

トラック車の搬入を行いまし

た。 

７６ 

Ｐ７ 
７ 建設及び工事監理業務

に関する事項（４）ア（シ） 

「別途工事等と作業等が重なる場

合は、別途工事受注者と協力して、

作業を円滑に進めること。」につい

て質問致します。期間中にどのよう

な工事が重なるか具体的にご教示

いただけますでしょうか。 

今年度予定の修繕は下記２

件及び競輪場施設管理上必要

な各種修繕です。受注者は未定

ですが、市内工事業者が中心の

予定です。 

・競輪場第２センタースタンド

外壁修繕（その２） 
・競輪場大テント及び第４コー

ナースタンド修繕 

７７ 

Ｐ１２ 
１３ 業務全体スケジュー

ル（予定）（３）ウ（ウ） 

「履行保証書（様式第４号）」の提

出について質問致します。関係会社

（親会社等）の了解が得られず履行

保証書を提出できない場合は、提出

を免除していただけますでしょう

か。 

履行保証書は、提出可能な場

合に提出してください。 

７８ 

Ｐ１３ 
１３ 業務全体スケジュー

ル（予定）（３）ウ（キ） 

「財務諸表」について質問致しま

す。有価証券報告書の提出で財務諸

表（最新決算年度の貸借対照表、損

益計算書、利益処分（損失処理）計

算書等）の代替とさせていただいて

も宜しいでしょうか？ 

有価証券報告書を代替とし

て問題ありませんが、内容によ

り別途追加資料の提出を求め

る場合があります。 



Ｎｏ 項 目 質 問 回 答 

７９ 

Ｐ１３ 
１３ 業務全体スケジュー

ル（予定）（３）ウ（キ） 

「財務諸表」について質問致しま

す。グループ構成員の中に合併に伴

い新会社名の財務諸表提出が出来

ない企業がいる場合、旧社名の財務

諸表提出とさせていただく事は可

能でしょうか？ 

合併等により新会社名の財

務諸表が存在しない場合は、旧

社名による提出も可とします。 

８０ 

Ｐ１４ 
１４ 提案提出書類・作成

要領（２）ア 

「原則としてフォントはMS明朝体

10.5 ポイントで統一すること。」に

ついて質問致します。提出書類様式

で表やグラフを使用する場合、10.5
ポイント以外のポイントを使用し

て宜しいでしょうか？但し、見やす

いポイントを使用します。 

問題ありません。 

８１ 

Ｐ１５ 
１６ ヒアリング、審査及

び審査結果の通知（１） 

ヒアリングですが、別途プレゼンテ

ーション用の資料を提出しても宜

しいでしょうか？尚、プレゼンテー

ション資料は提案書と同時に提出

致します。 

資料の提出は可としますが、

資料はプレゼンテーションの

補助をするもののみとして、提

出は提案書と同時としてくだ

さい。 

８２ 

Ｐ１５ 
１６ ヒアリング、審査及

び審査結果の通知（１） 

ヒアリングについて質問致します。

ヒアリング時間をご教示下さい。 
参加表明者数により変更す

る場合がありますが、基本は、

説明時間を４０分、質疑応答時

間を１５分とします。 

８３ 

Ｐ１６ 
１６ ヒアリング、審査及

び審査結果の通知（２）シ 

「本契約終了後、本業務対象となる

ＬＥＤ設備についての提案がある

こと。」について質問致します。契

約期間中の照明設備等の固定資産

税は非課税との理解で宜しいでし

ょうか？ 

質問１８の回答のとおりで

す。 

８４ 

Ｐ１６ 
１６ ヒアリング、審査及

び審査結果の通知（４）イ 

「応募者は提出した提案書の内容

について説明を行う」について質問

致します。説明時に過去事例等の映

像を映写しても宜しいでしょう

か？ 

問題ありませんが、１４（２）

イに該当する内容は不可とし

ます。 



Ｎｏ 項 目 質 問 回 答 

８５ 

提出書類 様式第９号、第

１０号、第１１号、第１２

号の１、第１２号の２、第

１３号、第１５号、第１６

号 

記載内容が多い場合はＡ４サイズ

かつ文字サイズ１０．５ポイントを

守った上で枠線を広げても宜しい

でしょうか。また、枠外の記載事項

（前文や注意書等）を削除しても良

いでしょうか？ 

問題ありませんが、様式の号

数及び表題は削除しないでく

ださい。 

８６ 

提出書類 様式第１２号の

１の２ 
製品の設計図は機密事項が含まれ

るため、仕様図の添付をもって代え

させていただいても宜しいでしょ

うか？ 

問題ありません。 

８７ 
提出書類 様式第１２号の

１の３ 
使用機器の納入実績ですが、機器仕

様書と同様に詳細を別添資料とし

て提出しても宜しいでしょうか？ 

様式第１２号の１に可能な

範囲で記載してください。 

８８ 

提出書類 様式第１２号の

２の２ 
二酸化炭素排出量の削減ですが、二

酸化炭素の排出係数が電気事業者

によって異なるため、現在契約され

ている電力会社をご教示下さい。 

九電みらいエナジー株式会

社です。 

８９ 

提出書類 様式第１３号 演出計画提案書ですが、テーマの性

格上、ビデオ等の映像をご覧いただ

いた方がより正確なご理解をいた

だく事が可能と考え、演出計画提案

書と共に導入実績の映像等をＣＤ

－ＲＯＭで提出しても宜しいでし

ょうか？ 

問題ありません。なお、提出

は提案書と同時とし、映像デー

タ形式はＭＰ４又はＭ４Ｖと

してください。また、ウイルス

対策ソフトでの検疫をしてか

ら納品することとしてくださ

い。 

９０ 

Ｐ３ 
３ 本事業に関する基本要

件（６）ア 

「将来行われる可能性のある各種

イベントの開催も考慮し、幅広い利

用者に考慮した照明計画をするこ

と。」について質問します。将来行

われる可能性のあるイベントを全

てご教示下さい。 

質問３の回答のとおりです。 



Ｎｏ 項 目 質 問 回 答 

９１ 

提出書類 様式１４号 「業務資金計画書」について、質問

致します。募集要領２－（２）－イ

において、本事業に関わる契約が

「リース契約」と記載されておりま

すので、様式１４号に、以下の内容

を付記した方が宜しいかと思いま

すが、如何でしょうか。 
 
①リース料率及び１０年間のリー

ス料総額 
②事業費の調達方法に関する考え

方 
③金利設定の内容 
 ・基準金利及び基準金利の選定

日・年数 
 ・スプレッド及びスプレッドの設

定根拠（考え方） 
 ・設定金利 
 
なお、基準金利については、金利確

定日の午前１０時に発表される

Tokyo Swap.Reference 
Rate(T.S.R)として Telerate17143
頁に掲示されている 6 ヵ月 LIBOR
ベース 10 年物円－円金利スワップ

レートを用いるものとし、これに応

募者の提案による利ざや（スプレッ

ト）を追加した値とすること。また、

金利設定の基準日は事業者の提案

によるものとし、スプレッドは事業

期間中見直すことができない。 

基準金利及びスプレッドの

考え方については、貴見のとお

りです。また、記載方法につい

ては、質問４７の回答のとおり

です。 

※質問項目について記載がなかったものについては、本市で該当部分と思われる個所を記載しています。

また、質問受付期間終了後の再質問等につきましては、対応いたしません。 


