
 

 

 

 

 

西尾市防犯灯一斉ＬＥＤ化業務 

公募型プロポーザル実施要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１月 

西尾市 危機管理局 危機管理課 

 

 



1 

 

１ 事業目的  

西尾市（以下「本市」という。）における防犯灯は約１２,０００灯設置されており、安全で

安心な地域振興と夜間における通行の安全や犯罪の抑止に寄与している。 

このうち、ＬＥＤ改修済み防犯灯は約７,０００灯であり、残りの約５,０００灯は従前の蛍

光灯等となっている。 

より長寿命で省エネ効果の高いＬＥＤ照明への置き換えを行うことにより、安全安心の更な

る確保の観点と、地球温暖化に係る温室効果ガスの抑制などに取り組むことは喫緊の課題と認

識している。 

このようなことから、西尾市防犯灯一斉ＬＥＤ化業務（以下「本事業」という。）において

一斉にＬＥＤ照明灯具に交換することで、省エネルギー化を図り、地球温暖化に係る温室効果

ガスの削減及び電気料の削減、修理並びに交換回数の削減により、長期的な視点で本市の負担

軽減を図るものである。 

本事業は、民間企業のノウハウ、技術力等を活用したリース方式により実施するものとし、

調査、計画、防犯灯管理台帳（以下「台帳」という。）データ作成、工事・維持管理等に関す

る一括提案を受け、本市にとって最も効果をもたらすと考えられる提案者を選定するため、公

募型プロポーザル方式により募集を行うものである。 

また、審査の結果、最も優れている応募者を優先交渉権者として、本市と事業契約の締結に

向けた協議を行い、合意に至った場合、事業に係る契約の締結、事業の実施を行っていくもの

とする。 

 

２ 事業概要 

（１）事業名 

  西尾市防犯灯一斉ＬＥＤ化業務 

 

（２）契約方式 

    付帯サービス付きリース方式 

 

（３）業務期間 

  ①防犯灯のＬＥＤ照明への改修等 

    契約の日から令和４年３月３１日 

②ＬＥＤ防犯灯リース（期間中の維持管理・修繕等を含む。） 

令和４年４月１日から令和１４年３月３１日（１０年間） 

 

（４）リース物件 

    ＬＥＤ照明灯具・配線・取付け金具等関連機器（以下「機器」という。）、管理プレート 

 

（５）事業場所   

本市内全域 
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（６）事業内容 

事業者は、防犯灯の実際の設置状況を踏まえ、自ら行った提案を基に本市と合意した内

容で契約を締結し、本事業によりＬＥＤ化する防犯灯設備（以下「本設備」という。）、新

設ＬＥＤ防犯灯及び既設ＬＥＤ防犯灯を善良なる管理者としての注意義務をもって、以下

の業務を行うものとする。 

①現地調査 

②電力契約の調査・照合・申請 

③台帳データの作成及び更新等 

④本設備の設置計画・施工・施工管理及び劣化単独柱の交換 

⑤既設防犯灯（既設ＬＥＤ防犯灯を除く。）設備及び劣化単独柱の撤去・リサイクル・廃棄

処分 

⑥防犯灯管理プレートの作成・設置・維持管理 

⑦本設備の維持管理・コールセンター運営・機器保証（無償修繕含む。） 

⑧リース契約終了後の対応 

※事業内容の詳細については、別紙「西尾市防犯灯一斉ＬＥＤ化業務 仕様書」（以下「仕様書」

という。）による。 

 

（７）実施数量 

   仕様書記載による。 

 

（８）提案限度額 

  提案者は、以下に示す事業額の範囲内で業務内容を提案することとする。 

２１７，７５０，０００円（消費税額及び地方消費税額を含むものとする。） 

また、現地調査・電力契約照合結果等により実施数量に変更が生じる場合は、契約変更

を締結する場合がある。 

 

（９）支払い方法 

令和４年４月からの月払い（１２０ヶ月） 

 

（１０）事業のスケジュール（予定） 

項目 日程 

実施要項の公表（本市ホームページで公開） 令和３年１月１２日（火） 

実施要項に関する質問受付 令和３年１月１２日（火）～１月１９日（火） 

質問の回答 令和３年１月２２日（金） 

参加表明書及び資格確認書類の受付 令和３年１月１２日（火）～１月２７日（水） 

資格確認結果、ヒアリング詳細の通知 令和３年１月２９日（金） 

企画提案書受付 令和３年１月２５日（月）～２月 ２日（火） 

ヒアリング兼審査委員会 令和３年２月 ５日（金） 

審査結果通知 令和３年２月１０日（水） 

詳細協議・契約締結 令和３年２月１０日（水）～３月上旬 
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現地調査・電力契約照合・事業計画・ 

データ入力・防犯灯ＬＥＤ化工事 
契約の日～令和４年３月３１日 

リース開始・維持管理等 令和４年４月１日～令和１４年３月３１日 

 

３ 応募条件 

（１）応募者（参加表明書等の提出者） 

①応募者は本事業を行う能力を有する単独企業あるいは複数企業で構成するグループ（以下

「グループ」という。）とする。 

②単独企業で応募する場合は、事業のすべての役割を担うことのできる企業とする。 

③グループで応募する場合は、全構成員（本設備交換工事及び維持管理を行う市内電気事業

者を除く。）を明らかにし、各々の役割分担を明確にする。 

ア グループ応募者の役割 

1） 事業役割 

本事業の設計及び全体管理を行う。グループの中から全体の設計・管理を担う代

表者を１者選定し、選定された代表者は、本市との対応窓口となり、契約等諸手

続きを行う。また、本事業を行う上でのリスク等においては一括して事業役割と

なる代表者が責任を負う。 

2） 施工・維持管理役割 

防犯灯の設置工事やリース期間中の照明施設の維持管理を行う。 

3） 調査・台帳データ管理役割 

本市内防犯灯の位置等を調査し、本市が運用している庁内統合型ＧＩＳへセット

アップするためのデータの作成及び更新を行う。 

4） その他役割 

上記 1）、2）、3)以外の業務を行う。 

イ 同一の構成員が複数の役割に当たることは妨げない。 

 

（２）応募者の資格 

  ①応募者は、西尾市の令和２・３年度物品・役務等の入札参加資格者であること。 

  ②参加表明書及び資格確認書類により本募集要項の内容を施工期間内に確実に履行できる者

であること。 

③事業運営・維持管理を円滑に行うための迅速な対応ができる者であること。 

④契約期間中において継続的に保証・維持管理・保守を行うことができ、そのための部材提

供・代替品供給等ができる者であること。 

⑤調査・データ管理役割を担う構成員は、同種業務にて約４,０００灯以上の調査業務経験

を持つ者であること。 

⑥他の自治体において、防犯灯・道路照明灯等のＬＥＤ照明リース事業（ＥＳＣＯ事業含

む。）で同様の実績があること。 

⑦施工役割を担う構成員は、電気工事業として、特定建設業の許可を受けていること。 

  ⑧西尾市税の滞納の有無を、事務局で確認することを承諾する者であること。 
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（３）応募者の制限 

   次に掲げる者は、応募者及びグループ構成員となることはできない。 

  ①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当する者。 

  ②本要項の公表日から企画提案書提出期限までの間に、西尾市建設工事等請負業者指名停止

基準の規定による指名停止措置を受けている者。 

  ③募集開始の日から起算して、前２年以内に手形交換所による取引停止処分を受けている者

又は前６ヶ月以内に手形若しくは小切手の不渡り事故を出している者。 

  ④西尾市暴力団排除条例に基づく排除措置を募集開始の日から参加表明書提出締切日までの

間に受けている者。 

  ⑤破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条の規定による破産手続きの申立てをしている

者。 

⑥会社更生法（平成１４年法律第１５４号）上の更生手続開始の申立てをした者にあっては、

本要項の公表日までに同法に基づく裁判所による更生手続開始決定がなされている者。 

  ⑦民事再生法（平成１１年法律第２２５号）上の再生手続開始の申立てをした者にあっては、

本要項の公表日までに同法に基づく裁判所による再生手続開始決定がなされている者。 

  ⑧法人税、消費税及び地方消費税に未納の税額がある者。 

  ⑨本市税の滞納がある者。 

 

（４）市内業者の活用 

   ＬＥＤ灯具への交換業務及び維持管理期間中の修繕業務は、西尾市内に本店若しくは支店

を置く事業者を活用し、本事業における地域経済への波及効果を図ること。 

 

４ 本事業選定の流れ 

（１）応募者の要件 

本事業提案募集の応募者は、「３ 応募条件」で定める資格要件を満たす者とする。 

 

（２）資格確認結果及びヒアリング詳細の通知 

参加表明した者の資格要件を確認しヒアリング詳細を電子メールにて通知する。 

 

（３）最優秀提案者及び優秀提案者の選定 

本事業における審査は、委員６名で構成される「西尾市防犯灯一斉ＬＥＤ化事業プロポ

ーザル審査委員会」（以下「審査委員会」という。）において行うこととする。審査委員会

において企画提案内容を審査し、最優秀提案１者及び優秀提案１者を選定する。最優秀提

案者を優先交渉権者とするが、優先交渉権者と協議が整わない場合は、優秀提案者を次点

交渉権者とする。 

 

（４）詳細協議 
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優先交渉権者の企画提案書に基づき詳細の判断、最終仕様、並びに契約を締結するまでの

諸条件について、本市との詳細協議を進めるものとする。 

 

（５）事業者の選定 

優先交渉権者との協議が整った場合、優先交渉権者は本市と契約を締結し、契約事業者と

なる。優先交渉権者との協議が整わない場合は、本市は次点交渉権者と協議を行い、協議が

整えば次点交渉権者と契約の締結を行うものとする。 

 

（６）事務局  

   本件に係る事務局は、次のとおりとする。 

担当窓口 西尾市 危機管理局 危機管理課 交通防犯担当 

住   所 愛知県西尾市寄住町下田２２番地 

電話番号 ０５６３－６５－２１９６ 

ＦＡＸ番号 ０５６３－５３－７５１２ 

電子メール  koutu@city.nishio.lg.jp 

ホームページ http://www.city.nishio.aichi.jp/ 

 

５ 手続きについて 

（１）実施要項等の配布 

実施要項、仕様書及び各様式は本市のホームページ上にて公開する。 

 

（２）実施要項に対する質問受付・質問回答 

   本実施要項及び資料に関する質問の受付及び回答は、次により行う。 

  ①質問は、質問書（様式第１号）を使用すること。なお、受付は電子メールのみとし、電話、

ＦＡＸ、持参等は不可とする。 

電子メールの送信の際は、件名を「西尾市防犯灯一斉ＬＥＤ化業務質問書(業者名)」と記

載する。また、電子メール発信後は電話にてメール受信確認をすること。 

  ②受付期間 令和３年１月１２日（火）～１月１９日（火）午後５時１５分まで（必着） 

  ③質問に対する回答は、提出された質問を取りまとめて、令和３年１月２２日（金）にホ

ームページで公表することとし、口頭による個別対応は行わない。 

   なお、回答は本実施要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。 

 

（３）参加表明書及び資格確認書類の提出  

応募者は、次により参加表明書及び資格確認に必要な書類を下記受付期間に事務局まで

持参又は郵送で提出すること（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出

を推奨する。）。 

  ①受付期間 令和３年１月１２日（火）～１月２７日（水）（必着） 

受付時間は、開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分まで。 

②受付場所 西尾市 危機管理局 危機管理課  
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    ③参加表明時の提出書類 

以下の参加表明書等作成要領によるものとする。なお、応募者は、提出書類に各々書類

符号を記した表紙とインデックスを付け、Ａ４縦長ファイルに綴じたものを８部（正本 

１部、副本７部）提出する。 

④提出書類の内、会社概要・企業状況表・印鑑証明書・商業登記簿謄本・納税証明書・事

業実績等一覧表・暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書は、代表者及び構

成員全てのものを提出するものとする。 

 

（４）参加表明書等作成要領 

  ①プロポーザル参加表明書（様式第２号） 

   グループで参加の場合は、代表企業名で作成し提出すること。 

②グループ構成表（様式第３号） 

応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担（事業、施工・維持管理役割、台帳

データ入力、その他役割）を明確にすること。 

グループとして応募する場合は、構成員の間で交わされた事業役割等に関する合意書、

契約書又は覚書等を本市に提出すること。なお、その合意書には、グループが本市に対

し、連帯責任を負う旨を示す条項を含むこと。（様式任意） 

  ③会社概要（様式第４号の１） 

Ａ４判の大きさの用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業

経歴等、網羅したものを提出すること。 

    ④企業状況表（様式第４号の２） 

   ア 印鑑証明書 

所管法務局発行の証明書の正本で、受付日前３ヶ月以内に発行されたもの。 

   イ 商業登記簿謄本 

現に効力を有する部分の謄本で、受付日前３ヶ月以内に発行されたものを綴じたも

の。 

ウ 納税証明書 

最新決算年度の確定申告分の法人税、法人事業税の納税証明書を各１通ずつ綴じた

ものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証

明書を提出すること。 

エ 建設業の許可証明書 

建設業法第３条第１項に規定する電気工事における建設業許可、又はこれに類する

許可証明書を提出すること。なお、写しでも可とする。 

   オ その他、本事業について関係会社（親会社等）が履行保証を行う場合は、その関係

会社の会社概要も添付すること。なお、様式を指定しているものであっても、上記

の内容を含む応募者のパンフレット等による代用も認める。 

  ⑤各役割の責任者業務実績表（様式第４号の３） 

    ⑥事業実績等一覧表（様式第５号） 
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様式に従い、以下の項目を網羅した事業実績表を提出すること。 

ア 事業件名   ：契約書上の正確な名称を記載すること。 

イ 発注者      ：発注者名を記入すること。 

ウ 契約方式    ：契約の方式（リース）を記入すること。 

エ 契約金額    ：消費税相当額を含む金額の総額を記入すること。 

オ 契約年月日  ：契約締結日を記入すること。 

カ 契約期間    ：契約始期及び終期を記入すること。 

キ 設備概要  ：設備の種類、規模数量等、リース期間終了年月等を記入すること。 

    ⑦暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書（様式第６号）  

 

（５）資格確認結果及びヒアリング詳細の通知 

   資格確認結果及びヒアリング詳細について、令和３年１月２９日（金）中に電子メール

で本市から応募者に通知する。 

 

（６）企画提案書の提出 

応募者は、本市が提供する配布資料に示す資料を基に「６ 本事業企画提案提出書類・

作成要領」に従い、本事業企画提案書を作成し事務局へ持参又は郵送で提出すること（新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出を推奨する。）。 

また、企画提案書を提出後に本市から参加資格が無いと判断された場合は、企画提案書

を不受理とする。 

①提出期限 令和３年２月２日（火）（必着） 

受付時間は、開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分まで。 

②提出書類 「６ 本事業企画提案提出書類・作成要領」によるものとする。 

 

（７）書類選考（一次審査）の実施について 

応募者が６者以上となった場合、提出された参加表明書等の書類により一次審査を行い、

ヒアリング選考に参加する５者を選定する。 

一次審査の結果は、令和３年２月４日（木）正午までに電子メールで本市から応募者に

通知する。 

 

（８）参加を辞退する場合 

応募者が参加を辞退する場合は、令和３年２月１日（月）（必着）までに参加辞退届（様

式第 7 号）を１部、事務局に持参又は郵送で提出するものとする（新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため、郵送での提出を推奨する。）。 

 

６ 本事業企画提案提出書類・作成要領 

（１）企画提案時の提出書類 

次の提出書類に、必要書類及び各様式のデータ一式を格納したＤＶＤ－Ｒを１部添えて、
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各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、Ａ４縦長ファイルに綴じたものを８

部（正本１部、副本７部）提出すること。なお、表記はフォント種類を明朝体、フォント

サイズ１１とする。 

  ①提案書提出届（様式第８号） 

    ②提案総括表（様式第９号の１） 

  ③ＬＥＤ化提案項目一覧表（様式第９号の２） 

  ④資金調達計画書（様式第９号の３） 

  ⑤事業予算等経費計画書（様式第９号の４） 

    ⑥現地調査及び電力契約の調査・照合等に関する提案書（様式第１０号） 

    ⑦施工計画及び廃棄計画書（様式第１１号） 

    ⑧使用機器提案書（様式第１２号） 

    ⑨管理台帳データに関する提案書（様式第１３号） 

    ⑩維持管理計画書（様式第１４号の１） 

  ⑪維持管理に関する緊急時対応提案書（様式第１４号の２） 

  ⑫維持管理に関する契約終了後の対応（様式第１４号の３） 

    ⑬市内業者の活用（様式第１５号） 

    ⑭本市にとって有益な提案（様式第１６号） 

 

（２）作成要領 

提案書提出届により提出書類の構成を示した上で、各提出書類に提出書類、表紙をそれ

ぞれ付し、Ａ４縦長ファイルに綴じたもので提出すること。なお、Ａ４判以外の様式につ

いては、Ａ４判サイズに折り込むこと。 

  ①提案書提出届（様式第８号） 

   グループの事業役割となる会社名等を記入すること。 

  ②提案総括表（様式第９号の１） 

提案全体の概要を記載するとともに、創意工夫している点について記載すること。 

③ＬＥＤ化提案項目一覧表（様式第９号の２） 

付帯サービス付きリース料、電気料・維持管理費の削減予定額等について記載すること。 

さらに、「３ 応募条件（４）市内業者の活用」を満たすことを証明する書類として、当

該事業者が発行する見積書を添付すること。 

  ④資金調達計画書（様式第９号の３） 

   複数の企業で構成される場合は、企業ごとの内訳を記載すること。 

  ⑤事業予算等経費計画書（様式第９号の４） 

複数の企業で構成される場合は、企業ごとの内訳を記載すること。 

⑥現地調査及び電力契約の調査・照合等に関する提案書（様式第１０号） 

    現地調査及び電力契約の調査・照合等について、既設防犯灯（既設ＬＥＤ防犯灯を含む。）

の位置や設備の調査方法、電力契約の調査・照合・突合方法等について記載すること。 

⑦施工計画及び廃棄計画書（様式第１１号） 
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   工事の施工にあたり、施工計画・安全管理・廃棄計画・技術者の配置に関し、品質管理、

工事完了期限、リース設備の引き渡し等について、重要と判断する事項について記載す

ること。 

  ⑧使用機器提案書（様式第１２号） 

使用機器の詳細について、使用する機器の図、当該機器に関するエネルギー消費状況の

評価内容、灯具仕様に基づいた内容説明、数値的根拠について記載すること。 

  ⑨管理台帳データに関する提案書（様式第１３号） 

台帳について、バックアップ体制やデータの更新方法について記載すること。 

  ⑩維持管理計画書（様式第１４号の１） 

本設備及び管理するデータ運用等の運用体制、機器類の保証等に関する内容について記

載すること。 

⑪維持管理に関する緊急時対応提案書（様式第１４号の２） 

緊急時（故障時・災害時を含む。）についての対応方法を記載すること。 

  ⑫維持管理に関する契約終了後の対応（様式第１４号の３） 

リース契約期間終了後の対応、リース物件の取扱いについて記載すること。 

⑬市内業者の活用（様式第１５号） 

   本要項及び仕様書内容に準じて、市内業者の活用内容について記載すること。 

⑭本市にとって有益な提案（様式第１６号） 

 コスト削減、サービス水準の向上等について、工夫していること、独自の提案があれば

記載すること。 

 

（３）ヒアリングの実施 

   前項にて提出された提案書とあわせてヒアリング（プレゼンテーション）を実施し、審

査を実施するものとする。本市が用意する機材はプロジェクター・スクリーンとし、その

他必要な機材は、参加者において準備すること。 

   実施時間及び場所は、後日該当者に通知するものとする。 

 ※企画提案書に記載されている内容の補足説明としてパワーポイント等を利用し、プロジェ

クターなどで投影し、補足説明することを認める。ただし、企画提案書の内容と逸脱してい

る場合は認めない。また、紙に印字した資料等の配布も認めない。 

 

７ 審査及び結果の通知 

（１）審査基準 

審査委員会が、事業遂行能力、計画・施工・施工管理、使用機器や維持管理、環境・安

全への配慮、本市経済への寄与などの観点から総合的な審査を行う。なお、審査の基準は

次のとおりとする。 

＜審査項目＞ 

審査項目 審査内容 

①企業概要 
経営状況等 

事業遂行能力・実績等 
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②事業費 事業費の安価さ 

③調査、設計、施工内容 

調査手法、調査項目、調査内容 

施工計画、安全管理、廃棄計画 

町内会、中部電力等への対応 

④使用機器 
使用機器についての信頼性・品質 

ＣＯ２削減効果 

⑤維持管理 

維持管理の具体性 

緊急時対応 

契約終了後の対応 

⑥市内業者の活用 市内業者の活用体制 

⑦その他 全体を通しての創意工夫や熱意 

 

（２）審査の流れ 

企画提案の審査にあたっては、以下の要領で行う。 

  ①応募者からのヒアリング（プレゼンテーション）時は、５名以内の参加とし、事業役割、

施工・維持管理役割、調査・データ管理役割、採用予定照明メーカーから少なくとも１

名ずつ参加するものとする。 

②審査時間は、１者あたり２５分以内（プレゼンテーション２０分・質疑応答５分）とし、

審査員は採点基準に基づき企画提案内容の実行能力を審査する。また、説明に使用する

機器の持ち込みは可能とし、プレゼンテーション５分前から機器設置及び設定を行うこ

とができるものとする。 

  ③審査の結果、総合得点の最も高い提案をした応募者を最優秀提案者とし、本事業契約に

向けての優先交渉権者とする。 

    ④最低基準点を設け、提案の全てがこれを下回る場合は契約を行わず、再度公募を行う。

なお、最低基準点は、「（満点）×審査委員数（６名）×０．６」）とする。 

また、応募者が１者となった場合でも審査委員会において審査を行い、最低基準点を満

たせば優先交渉権者とする。 

 

（３）審査結果の通知 

    ①審査結果は、提案者に文書で通知する。電話等による問い合わせには応じない。 

  ②審査結果に対する異議を申し立てることはできない。 

    ③審査結果は、本市のホームページで公表する。なお、最優秀提案者については、社名と

得点、それ以外のものは匿名とし、得点のみを公表する。 

 

（４）失格 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

    ①提案期限を過ぎて提案書類が提出された場合。 

    ②提案書類に虚偽の記載があった場合。 

    ③審査の公平性に影響を与える行為があった場合。 

  ④本要項に違反すると認められる場合。 
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    ⑤提案書の内容と異なる内容の場合。 

    ⑥指定した時間に遅れた場合。 

 

８ その他の留意事項 

    ①応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。 

    ②提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しないものとする。

また、本市は、応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らし

たりすることはない。 

    ③事業者理由による、提出された書類の差替え、再提出は認めない。ただし、本市は、本提

出書類について参考資料を求めることができる。 

    ④本市が提供する資料は、応募者に係る検討以外の目的で使用してはならない。 

    ⑤提出された書類等は、公平性、透明性及び客観性を期すため、情報公開することがある。 

    ⑥前号のほか、本企画提案の審査やその報告のために必要がある場合は、本市がその写しを

作成し、使用することができるものとする。 

⑦優先交渉権者となった者の提出した提案書は、契約時の本事業の実施計画書になるもので

あり、確実に実施可能な内容として作成すること。提出された書類に従った履行がなされ

ない場合には、債務不履行として契約解除及び損害賠償請求の事由となる。 

    ⑧応募者は、１つの提案しか行うことができない。 

    ⑨応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。 

    ⑩応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協

議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りではない。 

    ⑪企画提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以外

の国の法令に基づき保護され第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施

工方法、工事材料、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとす

る。 

    ⑫本事業の対応時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日（休日）を除く、午前８時３０分から

午後５時１５分までとする。 

 

 

以上 


