
NO. 概要 質問内容 回答検討中

1 ESCOサービス料
ESCOサービス料の支払いについて、支払い回数と時期は協議とあります

が、毎月支払いも可能との認識でよろしいでしょうか。

毎月支払いも可能ではありますが、「募集要項P１６ ⑵支払方法③」エネル

ギー削減効果確認後に支払いを行うこととしておりますので、年払いの方が

合理的であると考えられます。

2 ESCOサービス料

事業費総額２４，０００，０００円税込 との記載ですが、これはシェ

ヤードセイビングスESCO 事業に係る、工事費償還、金利、維持管理費、

計測検証費等の一切を含むとの認識で良かったでしょうか？ご教授お願い

します。

ご認識のとおりです。事業者は、事業費総額内で、「募集要項P２ ⑸業務の範

囲」記載の内容を実施していただく必要があります。

3 PCB含有の恐れ

PCB含有の恐れがある器具はございますでしょうか。また、PCB含有の恐

れがある器具が発見された場合は、所有者での保管・処分の責任となる

為、貴市の指示する同一敷地内の保管場所までの移動が対応範囲との認識

でよろしいでしょうか。

PCB含有の恐れがある機具の有無については、市で調査済みでありますが、

現地にて発見された場合は、本市に連絡のうえ一定箇所に集荷していただく

必要があります。

4 PCB含有の恐れ

照明器具安定器のＰＣＢ含有に関しては、市で調査済みであり、含有器具

は一切ないとの認識で 良かったでしょうか？ 未確認であれば、ＰＣＢ含

有については、着工時に対象施設の施工年数よりメーカーホームページ等

で確認したものを提出するとの認識で 良かったでしょうか？ また、施工

中に疑わしい安定器が発見された際は、その都度対象の安定器のＰＣＢ含

有を確認するとの認識で 良かったでしょうか？ご教授お願いします。

PCB含有の恐れがある機具の有無については、市で調査済みでありますが、

施工中に疑わしいと思われる機器類が発見された場合は、本市に連絡のうえ

一定箇所に集荷していただく必要があります。

5 応募者資格

⑵応募者は、各種対策により対象施設のエネルギー削減量及び削減金額を

計測・検証することができる者であること。⑶応募者は、 ESCO 設備改

修後のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証することができる者で

あること。⑷事業役割を担う応募者は、過去に事業役割又は設計役割とし

て省エネルギー保証を伴う省エネルギー改修工事又は ESCO 事業の実績

があること 、⑻応募者は、本市との協議・調整に十分な能力を有し、

ESCO 契約及び本事業の実施、諸条件の変更について柔軟な対応ができる

者であること、 との記載ですが、これは他自治体の官公庁 ESCO 事業に

おいて、同様の実績 ・経験 が あることが参加する為の資格であり、これ

ら実績がない者は参加できないとの 認識で良かっ たでしょうか？ご教授

お願いします。

「募集要項P４ ３－３応募資格」においては、事業者役割を担う応募者につい

て、ESCO事業の実績があることを要件としていますが、自治体の官公庁にお

けるESCOの実績まで必要とするものではありません。

6 参加表明

様式第２号参加表明書について、実印を押すようになっているが、営業所

として申請する場合、参加表明については営業所の印を使用し、添付書類

として、印鑑証明書及び委任状（営業所に契約業務を委任していることを

証明する書類として）を添付するのでよいか。

「募集要項P２ ⑷印鑑証明書」参加表明の際、本社のみ印鑑登録している場合

においても、印鑑証明書を提出していただく必要があります。ご認識のとお

り、参加表明書の様式には営業者名及び営業所の印鑑を使用していただき、

本社の印鑑証明書及び委任状を添付していただくものとします。

7 参加表明

参加表明を行う際、ESCO関連事業実績一覧を提出し、かつ、記載された

契約書を証明できるものを添付することとなっているが、全ての案件につ

いて必要なのか。※実績が多く、契約書を全て収集することが困難なため

ご教授願いたい。

「募集要項P９ ⑽ESCO関連事業実績一覧」において、記載された契約を証明

できるものを添付することとしていますが、全ての実績について提出する必

要はなく、任意の１つの実績分の添付で足りるものとします。

8 参加表明

様式第５号の３各役割の責任者実績表において、過去に従事したESCO事

業等類似業務実績を記入する箇所があるが、これは、責任者が所属する会

社の実績を記入してよいという認識でよいか。

ご認識のとおり、各役割の責任者を記載していただくようになっております

が、その責任者が所属する会社において行った実績を記入していただいてか

まいません。

9 契約

契約保証金は免除との認識でよろしいでしょうか。また免除申請が必要な

場合、地方公共団体を相手とする締結済の省エネルギー保証を伴う、

ESCO契約書の控えを2件以上提出する事との認識でよろしいでしょう

か。

本事業については、契約保証金の免除申請は不要です。

10 契約
ESCOサービス契約書の雛形がありましたら、開示をいただけないでしょ

うか。

ESCOサービス契約書の雛形につき、開示可能な状態になりましたら、適宜

ホームページ上にて開示させていただきます。

11 契約 本件の契約については債務負担行為か長期継続契約のどちらでしょうか。 本件の契約は、債務負担行為となります。

12 契約
長期継続契約の場合、翌年度以降に予算の削減等があった場合、事業者の

損害は補填いただけますでしょうか。

本件の契約は、債務負担行為となるため、翌年度以降の予算削減等は発生し

ません。

13 契約

コロナウイルスや天災・世界情勢等の影響により機器の納期や工事期間が

延び、ESCOサービス開始期間を超えてしまった場合、不可抗力と見做し

協議いただけますでしょうか。

事業者の責めに帰すことができない不可抗力事由の発生により、予定通りに

ESCOサービスを開始できない場合は、「募集要項P２６ １０－３本市と事業

者の責任分担」に従って処理するとともに、ESCOサービス開始の適切な時期

については、協議うえ決定します。

14 契約

提案から契約までの期間中に、物価等について著しい変動が発生した場合

は、本市と優先交渉権者が協議のうえ、額を見直すことができるものとす

る、との記載ですが、これは提案書提出時 令和５年２月 から契約締結時

期 令和５年７月頃 の間 で 、 著しい価格上昇がある場合は総額を見直す

との認識で良かったでしょうか？ご教授お願いします。※上記の場合 、

令和５年４月で更新予定機器等の値上げ等は含まれる との認識です。

提案書提出までに想定できなかった物価変動が生じた場合、「募集要項P２６

１０－３本市と事業者の責任分担」に従って処理するとともに、契約締結の

際に具体的変更内容を協議させていただきます。

15 契約

計画・設計、建設段階の『不可抗力』ですが、昨今の新型コロナの感染等

による事業への影響（リスク）につきまして、これら事業遂行に関わる影

響は、天災等不可抗力に含まれるとの認識で良かったでしょうか？ご教授

お願いします。

新型コロナの感染等による事業への影響（リスク）は不可抗力事由になり得

ると考えられますが、事業遂行に対する影響内容等について個別具体的に判

断する必要があります。
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16 削減保証

計測検証業務ですが、他自治体等で実施される場合がある、 3 ヵ年連続

で削減保証額が達成され、自治体側で以降不要であると判断された場合

は、計測検証業務を終了する、との条件は本ＥＳＣＯ事業では適用しない

との認識で良かったでしょうか？ご教授お願いします。

計測検証業務は、光熱費削減額及び削減保証が確実に守られていることを証

明するためのものであるため、３か年連続で実現する光熱費削減額が削減保

証額以上がであることが確認できた場合は、後年度も同様の効果があるもの

と推定し、以降の計測検証業務は必要ないものとします。「募集要項P１９ ７

－９計測・検証に関する事項」についてこのような記載はありませんが、上

記のとおり取り扱うこととします。

17 辞退手続
協定書締結後に事業を遂行する事が困難となる事由が判明し辞退を行った

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。

協定書締結後、事業を遂行する事が困難となる事由が事業者側の帰責性によ

るものであり、かつ本市に具体的損害を与えた場合は、ペナルティ等が発生

する場合があります。

18 辞退手続
辞退届提出期限の2月27日以降に辞退する場合はどの様な手続きを取れば

よろしいでしょうか。その際のペナルティはございますでしょうか。

辞退届提出期限は、本市が提案書類を整理するにあたり望ましい日程を設定

しております。やむを得ず期限を経過した場合であっても、辞退届の提出を

お願いいたします。本事業を阻害する目的で応募を行ったなどの事情がない

限り、ペナルティ等は発生しません。

19 譲渡

貴市の令和4年度　償却資産（固定資産税）申告の手引には、リース期間

終了後、無償若しくは名目的な対価による譲渡、無償と変わらない名目的

な再リース料で再リースする条件のリース取引・・・社会通念上、最終的

所有者である借主が納税義務者となります。

上記と同様にリース期間中（ESCO期間中）・リース期間満了後（ESCO

期間満了後）共に償却資産税は発生しないとの認識でよろしいでしょう

か。

本件は、リース契約ではないため、ESCO期間中は固定資産税（償却資産税）

が発生します。ESCO期間満了後は、ESCO設備の所有権の所在によっては、

固定資産税（償却資産税）が発生する可能性があります。

20 譲渡

貴市はESCO契約期間終了後、事業者の設置した・・・無償譲渡を求める

ことができる。とございますが、無償譲渡が不可となる場合はあるので

しょうか。また、無償譲渡不可となる場合の解体費は本事業に見込むとの

認識でよろしいでしょうか。

本市にとってメリットになる無償譲渡を不可とする場合は想定しがたいです

が、無償譲渡しない場合の解体費は、本件では本事業の設備工事費に見込む

ことができないものとします。

※ESCOサービス料は、毎年提供される役務への対価の支払いであり、募集要

項においては所有権移転に関する協議について記載できますが、契約書にお

いては所有権移転に関する明記を避ける必要があるとされています。シェ

アード・セイビングス方式のESCO事業の場合、無償譲渡を前提とした場合、

割賦販売と同様の側面があるとして「債務負担行為の運用について」（昭和

47.9.30付け自治導第139号）に抵触するおそれがあります。

21 譲渡

本ＥＳＣＯ事業はＥＳＣＯ事業契約終了後、ＥＳＣＯ導入設備は現状有姿

無償譲渡条件であるとの考え方で良いですか？また現状有姿無償条件であ

れば、ＥＳＣＯ期間中のＥＳＣＯ導入機器に係る固定資産税は免除である

との考え方で良かったでしょうか？ご教授お願いします。

ESCO設備は事業者の所有物であるため、必ずしも無償譲渡しなければならな

いものではありません。そのため、固定資産税（償却資産税）が原則必要と

なります。

22 審査

改修必須設備以外の設備改修費等について意欲的な提案とあり追加提案を

行う場合、改修必須設備以外の整備費用を省エネルギー率を計算に含むと

省エネルギー効果が低下する事となります。上記内容を踏まえて、省エネ

ルギー効果の計算は、改修必須設備のみで計算するとの認識でよろしいで

しょうか。

省エネルギー効果の計算は、改修必須設備以外の提案を含む全ての設備で計

算していただく必要があります。改修必須設備以外を改修することにより増

エネルギーとなり、省エネルギー効果が下がる可能性がありますが、本件で

は図書館の特性を考慮した追加提案内容については評価の対象としておりま

す。

23 審査

良好な経営状態とありますが、良好とは何をもって良好と判断されますで

しょうか。

自己資本比率〇〇％以上など審査基準がございましたらご提示お願いしま

す。

経営状態の判断は、参加表明時に提出していただく財務諸表等から総合的に

判断することとしており、具体的な審査基準はございません。

24 配付資料

配布資料については、提案要請時に応募者へ配布するとございますが、提

案書提出までの期間が限られておりそれ以前に資料を開示いただく事はで

きないでしょうか。

配布資料について、開示準備が整い次第、提案書作成に関わる内容の資料を

優先的に適宜開示いたします。

25 工事対応
照明交換時に移動が必要な設備、什器がある場合は施設側で移動の対応を

いただけますでしょうか。

移動可能な設備・什器については協議のうえ対応するものとします。ただ

し、書架等アンカー固定されているものは移動対応が不可能です。また、机

等についても、床下配線等の関係により移動対応が不可能な場合がありま

す。

26 工事対応

必ず更新改修をする設備③改修計画㋐改修計画は本市の施設運営・業務に

支障をきたさない計画との記載ですが、これは改修計画にて事前に休館日

等をお願いすれば改修工事を実施することが可能であるとのことですか？

それとも既存の休館日又は夜間作業で改修工事を行う必要があるとの こ

とですか？それとも事業者選定後に別途協議にて改修計画を決定できると

のことでしょうか？ご教授お願いします。

ESCO設備の設置のための改修工事は、既存の図書館の休館日（月曜日、祝

日、資料整理日）に実施していただきたいと考えております。ただし、これ

以外の日程において実施しなければならない必要性が認められる場合は、実

施日程を本市と協議のうえ決定する必要があります。

27 必須設備改修

必ず更新改修をする設備①屋内全室の電灯設備のＬＥＤ化㋐電灯設備は器

具交換を行うこと 、 との記載ですが、 既設照明器具の 意匠性が高い、

更新器具が無い等 の条件により器具更新が困難であると判断される 場合

は 、 別途協議の上 で 直管型ＬＥＤ 等 による更新にて対応との考えで良

かったでしょうか？ ご教授 をお願いします。※但し、直管型ＬＥＤで

あっても必要照度等は満足する事を条件とする。

本件の改修必須設備については、屋内外とも機具交換で対応することとして

おりますが、機具交換が困難である又は機具交換をしない方が良いと判断さ

れる箇所がある場合については、その理由及び対処方法を明記したうえで提

案していただく必要があります。また、協定書の締結後、契約実施前の設計

施工の際に特段の事情により機具交換が困難な箇所が生じた場合は、別途協

議のうえ、必要に応じた対応をしていただくことになります。

※屋外の正面玄関付近の階段灯については、そもそもの設置場所に不具合が

あると思われるため、本件改修必須設備から除外いたします。

28 必須設備改修

必ず更新改修をする設備①屋内全室の電灯設備のＬＥＤ化㋑開架室は机上

照度ＦＬ＋５００において５００ＬＸ以上とするとの記載ですが、これは

開架室内で利用者様、職員が利用するエリア（書物の読み書きや、執務を

行う机上を想定）にて５００ＬＸ以上であれば良いとの認識でよろしいで

しょうか？ご 教授 をお願いします。

阿南市立那賀川図書館開架室では、大人子ども、老若男女問わず頻繁に利用

されており、一般の机より高さが低い児童用閲覧机や椅子などが設置されて

おります。また、開架室内の書架についても、目線の低い場所に展示されて

いる書籍も多くあります。そのため、本事業を通じ、図書館利用者にとって

理想的な照度を保つことにより利便性を向上していただきたいと考えており

ます。一方で、開架室内には、書籍を受付する事務のためのエリアも存在し

ますが、当該業務に支障のない範囲で照度が保たれていれば、条件を満たす

ものとします。



29 必須設備改修

既存照明設備が意図的に間引き や意図的に消灯している照明器具は、更

新対象外であるとの認識で良かったでしょうか？それとも更新対象であれ

ば、更新後も継続して消灯させるとの認識で良かったでしょうか？それと

も更新後は点灯をさせて、増エネルギーになるとの認識で良かったでしょ

うか？ご教授お願いします。

阿南市立那賀川図書館では、意図的に間引き、消灯している照明機具はな

く、現在消灯しているものについても更新が必要な設備に含まれます。これ

らを改修し、点灯することにより増エネルギーになると考えられます。

30 プレゼンテーション

提案要請書に関する質疑は、現場ウォークスルー調査に対する質問で確認

できるとの認識でよろしいでしょうか。確認ができない場合は、プレゼン

テーションに関する事項の開示をお願いいたします。

本事業におけるプレゼンテーションの詳細については、本市が応募資格確認

後に送付する提案要請書において詳細を記載し、現場ウォークスルー調査質

問期日である2月２２日まで質問を受付し、現場ウォークスルー調査回答期日

である2月２４日に回答いたします。

31 プレゼンテーション
プレゼンテーションに関する詳細事項は提案要請書にて詳細を確認すると

の認識でよろしいでしょうか。
ご認識のとおりです。

32 プレゼンテーション

プレゼンテーション開催ですが、プレゼンテーションで使用する 資料

（パワーポイントの電子データ、紙ベース資料等を想定）の提出期限

は、提案書提出後 に 事務局にて修正等を確認した後に提出するとの認識

で良かったでしょうか？それら資料 の提出期限や提出方法をご教授お願

いします。また、プレゼンテーションは対面形式でしょうか？リモート形

式でしょうか？ご教授お願いします。

プレゼンテーションで使用する資料につきましては、提案書提出後に事務局

にて修正等を確認した後に提出していただきます。これについては、電子

データ等の提出方法を、応募者に適宜お伝えします。また、プレゼンテー

ションは、対面・リモートいずれも選択可能なものとします。

33 保険加入

付保する動産総合保険は新価型か時価型かどちらでしょうか。また時価型

の場合、保険金額で補填できない部分は貴市の負担との認識でよろしいで

しょうか。

「募集要項P１９ ⑶保険について」ESCO設備について自己の負担で保険に加

入しなければならないとしており、必ず新価型を採用することとしておりま

せんが、時価型を採用した際、保険により補填できない不足分が生じ、当該

原因が事業者にあると認められる場合、事業者の負担で補填していただく場

合があります。

34 履行保証

親会社等による履行保証を明らかにする書類を提出できるとありますが、

必須ではないという認識でよろしいでしょうか。またその場合の履行保証

の対応についてもご提示お願いします。

親会社等による履行保証は、必須提出書類ではございませんが、審査の際に

評価の対象となることがあります。本事業における具体的な履行保証の対応

については、契約締結の際に協議を行います。

35 補助金
補助金取得意思のない提案書は失格とありますが、採用できる補助金がな

い場合、補助金についての記載がなくとも失格にはならないでしょうか。

「募集要項P２５ ９－３失格要件⑹」については、必須改修設備につき該当す

る補助金がない場合にまで失格とするものではありません。

※該当する補助金がない場合、特段の事情等がない限り「様式第１２号の４

③事業資金計画書－４」を提出していただく必要はありません。

36 補助金

事業スケジュール内の『補助金』ですが、本事業においてＬＥＤ照明のみ

で、該当する補助金が無いと判断された場合は、契約締結時期、設計施工

時期、ＥＳＣＯサービス開始時期も別途協議の上、変更が可能であるとの

認識で良かったでしょうか？また、上記同様に『補助金』が想定されない

場合は、提案書様式 12 号の 1 、様式 12 号の2 、様式 12 号の 4) は作成

不要、提出不要 にて審査を行うとの認識で良かったでしょうか？ご教授

お願いします。

「募集要項P３ ２－８事業スケジュール」は予定であり、契約や設計施工の時

期については、事業者と協議を行い、詳細日程を決定します。ただし、ESCO

サービス開始時期については、原則令和６年４月１日からとします。該当す

る補助金がない場合であっても、各種提出様式（提案様式第１２号の１、第

１２号の２）は提出していただく必要があります。※該当する補助金がない

場合、特段の事情等がない限り「様式第１２号の４ ③事業資金計画書－４」

を提出していただく必要はありません。

37 補助金

補助金申請が可能である場合ですが、 補助金申請およびその関連業務に

ついて補助金申請に係る、書類作成、申請手続き、関連質疑対応、現地検

査、会計検査等の一切の補助金に係る業務は事業者側で実施との認識で良

かったでしょうか？

ご認識のとおりです。ただし、補助金申請における関連業務について、本市

の関与が必要なものについては、協議のうえ必要業務を本市において実施い

たします。


