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１ 募集の趣旨 

平成２９年２月に「おおむら子ども・子育て支援プラン」の一部改訂を行

い、今後見込まれる保育需要の増加に対応するために、平成２９年度におい

て保育所、認定こども園及び小規模保育事業所の設置運営を希望する事業者

を募集し、選定しました。 

今回、昨年度に引き続き、保育需要の不足に対応するため、新たな教育・

保育施設等の設置運営事業者の募集を行うものです。 

 

２ 募集する内容  

小規模保育事業所 ３施設 

(1) 定員は、原則１２人以上１９人以下（０歳から２歳まで）とします。 

(2) 小規模保育事業所の類型は、Ａ型又はＢ型とします。 

 

３ 事前協議 

  応募しようとする事業者は、別紙の教育・保育施設等設置運営に係る事前

協議書に必要事項を記載し、提出日時を事前に４(3)の担当者と調整の上、

平成３０年９月２１日（金）午後５時までに４(3)の提出先に持参してくだ

さい（内容の確認が必要なため、郵送、ＦＡＸ、Ｅ－Ｍａｉｌ等による提出

は不可とします。また、事前協議の時間は、開庁日の午前９時から午後５時

までです。土日祝日は受け付けできません。）。 

 ※ 事前協議を経ないと応募できませんのでご注意ください。 

 

４ 応募書類の提出  

(1) 提出期限 

   平成３０年１０月２６日（金）午後５時まで（期限厳守） 

（受付時間は、開庁日の午前９時から午後５時までです。土日祝日は受

け付けできません。） 

・応募書類（添付書類を含む。以下同じ。）は、提出日時を事前に連絡の上、 

下記の提出先に必ず持参してください（内容の確認が必要なため、郵送、 

ＦＡＸ、Ｅ－Ｍａｉｌ等による提出は不可とします。）。 

・応募書類に不備がある場合などは、受け付けできないことがあります。

応募書類を十分に確認の上、ご提出ください。 

・応募書類の提出の遅延等については、理由の如何を問わず受け付けませ 

ん。 

  ・応募に係る費用及び負担は、全て事業者の負担とします。 

  ・受け付けた応募書類は、理由の如何を問わず返却しません。 
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(2) 応募書類の種類、提出部数等 

  次の書類を正本１部と副本７部の計８部提出してください（書類は次の

表の番号の順に綴じ、項目ごとにインデックスを付けてください。）。 

番号 応募書類 

１ 大村市保育所等の設置運営事業者募集に関する申込書（様式第１号） 

２ 法人等調書（様式第２号） 

【添付書類】 

 

2-2 法人代表者履歴書（様式第９号） 

2-3 市町村税の滞納のない証明書（代表者のもの） 

2-4 法人登記全部事項証明書 

2-5 法人の定款又は寄附行為 

2-6 法人の概要や活動がわかる広報用資料（パンフレット等） 

３ 応募理由書（様式第３号） 

４ 保育所等運営計画（様式第４号） 

【添付書類】 

 4-1 施設長予定者の履歴書（様式第９号） 

５ 保育所等施設整備基本計画（様式第５号） 

【添付書類】 

 

 

 

 

5-1 

 

新設予定地の位置図 

（Ａ４縦、新設予定地及び園庭代替地の位置を示すこと） 

5-2 新設予定土地の登記全部事項証明書 

5-3 

 

新設園舎の配置図、計画平面図・立面図 

（Ａ３横、設備運営基準を確認できるよう、内法面積，受

入人数を記載すること 

5-4 現況写真 

（予定地全景及び近隣の状況がわかるもの。近隣に送迎駐

車場を設ける場合は駐車場予定地も含む。園庭代替地（公

園等）の写真も含む。）  

２０枚程度、鮮明に写っているもの、カラー印刷 

Ａ４判に４枚程度ずつ収まる大きさ 

＜土地取得予定の場合＞ 

 
5-5 土地売買(贈与)合意(予約)書、仮契約書、譲渡合意書等 

5-6 所有権移転登記確約書（様式第５号の２） 

＜借地予定の場合＞ 

 
5-7 土地賃貸借（使用貸借）合意（予約）書等 

5-8 地上権（賃借権）登記誓約書（様式第５号の３） 

＜土地取得予定、借地予定の場合＞ 

 5-9 売主、貸主の印鑑証明書 
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６ 施設整備資金計画書（様式第６号） 

【添付書類】 

 

6-1 

直近３年分の施設監査結果及び改善報告の写し 

（全施設分、監査結果は口頭指摘、指摘なしの通知も含

む。） 

6-2 

直近３年分の法人決算関係書類及び申告書（法人税別表１、

４、５（１）、５（２））※関連する法人で中核をなす法人が

ある場合は、その法人の分を含む。 

6-3 

直近３年分の法人監査結果及び改善報告の写し 

（監査結果は口頭指摘、指摘なしの通知も含む。） 

（学校法人等は所管省庁の指導検査結果通知等。） 

6-4 残高証明書等（自己資金額を証明するもの） 

＜借入予定の場合のみ＞ 

 6-5 
借入金償還計画表（様式第６号の２） 

（金融機関作成のものがあれば代用可） 

 6-6 融資証明書 

＜土地賃借の場合のみ＞ 

 6-7 土地賃借料支払計画表（様式第６号の３） 

＜資金を寄付で賄う場合のみ＞ 

 6-8 寄付確約書（任意様式） 

７ 工事費、設計費、備品購入費等の概算見積書 

８ 資金収支予算見込書（様式第７号）                 

９ 誓約書兼同意書（様式第８号）両面印刷すること 

なお、提出された書類は、大村市保育所等施設運営事業者候補者選定委

員会の調査審査及び評価のために提供するとともに、大村市情報公開条例

の対象となり非開示情報を除き、公開する場合があります。また、追加資

料を求める場合があります。 

公的証明書等（発行から３か月以内のもの）、残高証明書、融資証明書、

借入金償還計画書及び確約書は、原本を正本に綴じ、副本には原本証明を

付した写しを綴じてください。 

 

(3) 提出先 

   〒856-0832 長崎県大村市本町 413 番地 2 

 大村市こどもセンター内 

       大村市こども未来部こども政策課 

（担当：古川、寶蔵寺、内田、田家） 

         TEL0957-54-9100 FAX0957-54-9174 
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５ 説明会の開催 

  応募しようとする事業者は、下記のとおり説明会を開催しますので、９月

３日（月）までに事業者名、職名、参加者名（２名以内）連絡先をＦＡＸ又

はメールにてご連絡の上、出席してください。 
 
  日時：平成３０年９月４日（火）午後７時から 

  場所：大村市こどもセンター １階 多目的ホール 
 

６ 応募資格等  

  小規模保育事業所の設置運営事業者に係る応募資格等は、次のとおりとし 

ます。 

 (1) 基礎要件 

① 小規模保育事業所を設置し、運営するために必要な十分な資力と信用を

有すること。 

② 児童福祉事業に熱意を持ち、継続的に安定した運営ができること。 

③ 自ら事業用の土地及び建物を確保（所有、取得又は賃貸借）できること。 

④ 所定の期日までに、事前協議書を提出していること。 

(2) 法人要件 

  法人格を有していること。 

(3) その他の要件 

① 次の場合において、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで

の間に所轄庁からの文書指摘を受けていないこと。ただし、文書指摘を

受けていた場合であっても、適正な改善の実施及び改善報告がなされて

いる場合は、指摘を受けていない場合と同様の扱いとする。 

・社会福祉法人の場合は、法人監査 

・学校法人等の場合は、所轄庁の指導検査等 

・保育所及び認定こども園（以下「保育所等」という。）を運営してい 

る法人にあっては、施設の指導監査 

・認可外保育施設の場合は、立入検査 

・その他、不明の場合はお問い合わせください。 

② 事業者又はその代表者等が次の事項に該当しないこと。 

・市税等を滞納している者 

・大村市暴力団排除条例（平成２４年大村市条例第１７号）第２条第１号

に規定する暴力団員又は同条第４号に規定する暴力団関係者 
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・子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第４０条第２項に規

定する同法第３１条第１項の申請をすることができない者 

・子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）第１８条第

２項第５号に掲げる者 

・児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第５項第４号のいず

れかに該当する者 

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成１８年法律第７７号）第３条第５項各号又は第１７条第２項各号

に掲げる項目のいずれかに該当する者 

・上記のほか、上記に類する事由を有するとして市が不適当と認める者 

 

７ 募集する地域  

  小規模保育事業所を開設する地域は、大村市全域を対象とします。 

 

８ 応募に関する諸条件  

 小規模保育事業所の設置運営事業者になる応募に関する諸条件は、次のと

おりとします。 

(1) 開設に関する条件 

① 開設は、２０１９年１月初旬、２０１９年４月１日又は２０１９年８  

月１日のいずれかの日とする。 

② 小規模保育事業所の整備は、自己資金（借入れ等を含む。以下同じ。）

によるものとする。 

③ 小規模保育事業所の整備に当たっては、大村市家庭的保育事業等の設  

備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年大村市条例第１７号。

以下「基準条例」という。）等の関係法令等の定めるところにより行う

ほか、本募集要項によることとする。 

④ 小規模保育事業所の開設に当たっては、利用乳幼児に対する保育が適

正かつ確実に行われ、かつ小規模保育事業による保育の提供の終了後も

満３歳以上の児童に対して必要な教育又は保育が継続的に提供されるよ

う、次の事項に係る連携協力を行う市内の保育所、幼稚園又は認定こど

も園(以下「連携施設」という。)を適切に確保することとする。 

・利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な

提供に必要な小規模保育事業所に対する相談、助言その他の保育の内容

に関する支援を行うこと。 
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・必要に応じて、代替保育(小規模保育事業所の職員の病気、休暇等に

より保育を提供することができない場合に、小規模保育事業者に代わっ

て提供する保育をいう。)を提供すること。 

・小規模保育事業者により保育の提供を受けていた利用乳幼児を保育の

提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続

き連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。 

(2) 敷地・立地の条件 

① 小規模保育事業所を設置する土地は、応募者が自己所有（取得予定を 

含む。）により確保することを原則とする（応募の時点では、取得予定

でも可とするが、所有者承諾書又は応募者の購入確約書の添付を要する

ものとする。）。ただし、小規模保育事業所を設置する土地について、国

若しくは地方公共団体から賃借する場合又はそれ以外の者から賃借する

場合で、下記の条件を満たしているときは、土地の賃借（貸借予定を含

む。）により小規模保育事業所の用地を確保することも可とする。 

・応募の時点では、土地の貸借予定でも可とするが、所有者承諾書の添

付を要するものとする。 

・地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること（例外として、

貸主が地方住宅供給公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基

幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合は、地上権又は賃借権

の登記は不要とする。）。 

・賃借料及びその財源について、保育所等を経営する事業を長期にわた

り安定的かつ継続的に行われることが可能であること（収支予算書に適

正に計上すること。）。 

② 敷地外の公道等への避難路が確保されているなど、小規模保育事業所

の用地として安全性が確保されていること。 

③ 隣地・道路との境界が確定している又は市長が指定する期日までに確

定できる土地であること。 

④ 抵当権など所有権以外の権利が設定されていない又は市長が指定する

期日までに全て抹消できる土地であること。 

⑤ 賃借の場合は、土地所有者が大村市暴力団排除条例第２条第１号に規

定する暴力団員又は同条第４号に規定する暴力団関係者等ではなく、ま

た、それらの利益となる活動等を行うものでないこと。 

⑥ 既存の小規模保育事業所が近接していないこと。ただし、既存の小規

模保育事業所と設置・運営しようとする小規模保育事業所が同一の法人
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等の場合は、この限りではない。 

⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年第１

２２号）第２条に規定する風俗営業を行う施設が隣接している等、児童

の健全育成の観点から保育所等の用地として望ましくない環境にないこ

とが条件となる。 

⑧ 小規模保育事業所としての土地利用に当たって、建築基準法、都市計

画法、農地法その他関係法令等により小規模保育事業所の設置運営に支

障をきたす制限がないこと。 

(3) 小規模保育事業所の運営及び基準に関する諸条件 

市における小規模保育事業所の運営及び設備の基準は、基準条例に規定

している内容のとおりとする。 

  ① 施設等の基準 

ア 基準設備・面積等 

区分 要件 

乳幼児室又

はほふく室 

０歳児及び１歳児一人当たり３．３平方メートル（内

法面積）以上 

保育室又は

遊戯室 

２歳児一人当たり１．９８平方メートル（内法面積）

以上 

屋外遊戯場 満２歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所に

は、満２歳以上児一人当たり３．３平方メートル（児

童が実際に遊戯できる面積）以上（小規模保育事業所

付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所（トイレ・手

洗い設備のある公園等）を含む） 

医務室 静養できる機能を有すること。ただし、事務室等との

兼用も可とする。 

調理室 児童が保育室から簡単に立ち入ることがないよう、保

育室と区画されていること。また、定員に見合う面積

及び設備を有すること。 

便所・その

他 

便所には、保育室用とは別に便所専用の手洗設備が設

けられているとともに、保育室及び調理室と区画され

ており、かつ児童が安全に使用できるものであるこ

と。また、乳幼児便器の数は１以上設置すること。 

イ 用具等  

 保育室又は遊戯室には保育に必要な遊具を備えるとともに、医務室  

 には必要な医療品等を常備すること。 
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ウ  避難経路等 

 非常口は、火災等非常時に利用児童の避難に有効な位置に２か所２   

 方向に設置されていること。 

 乳幼児室、ほふく室、保育室、遊戯室及び医務室（以下「保育室等」 

 という。）を１階に設ける場合においても、２方向の避難経路を確保  

 すること。 

エ １階設置の原則 

 保育室等は、特別な理由がない場合は１階に設けることが望ましい 

 こと。 

オ  用途 

 小規模保育事業所を設置する場合にあっては、建築基準法に基づき 

 建物を保育所の用途とすること。ただし、既存建物を改修し、１００   

 平方メートル以下の小規模保育事業所を設ける場合にあっては、一級 

 建築士による建築基準法等上の保育所の基準を満たしていることを証 

 する文書を提出すること。 

カ 耐震基準 

 小規模保育事業所を設置する場合は、建築基準法における新耐震基   

 準（昭和５６年６月１日施行）により建築された建物であること。 

  キ 送迎用駐車場の確保 

 送迎は、保護者の責任のもと行うこととなるので、送迎に利用でき  

 るよう、敷地内に車寄せ又は送迎用駐車場を設けること。敷地内の設 

 置が難しい場合は、近隣に送迎用駐車場を確保すること（賃借を含む。）。 

  ② 職員の基準 

ア 保育士及び保育従事者数の算定方法 

 基準条例第２９条第２項及び第３１条第２項に規定する保育士又は  

 保育従事者の数は、児童の定員数及び在籍数のそれぞれについて、利  

 用する児童の年齢ごとに基準条例第２９条第２項各号及び第３１条第 

 ２項各号の規定に対応する保育士及び保育従事者の数で除して小数点 

 １位（小数点２位以下は、切捨てとする。）まで求め、これを合計し 

 て小数点以下を四捨五入して得た数（０の場合は１とする。）を比較 

 し、いずれか多い方に１を加えた数とする。 

 更に、子ども子育て支援法に基づく市の確認を受けて特定地域型保 

 育事業者となる場合は、基準条例に規定する保育士又は保育従事者の 

 数とは別に非常勤保育従事者（Ａ型にあっては保育士）２名を配置す 

 ることとする。 
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イ 小規模保育事業所Ａ型の保育士の基準 

 基準条例第２９条第２項に規定する保育士の数は常勤職員によって   

 定数を満たすことを原則とする。ただし、次の全ての条件を満たす場  

 合はこの限りでない。 

（ア）上記の保育士の数の５割以上が、常勤職員の保育士であること。 

（イ）基準となる保育士の数に常勤職員以外の職員を充てる場合、常

勤職員以外の保育士の総勤務時間数が、常勤職員を充てる場合の

総勤務時間数以上となること。 

 ※ 常勤職員：小規模保育事業者と直接、期間の定めのない労働契約

を結んでいる者（１年以上の期間の労働契約を結んでいる者を含む。）

であって、就労規則等の規定に従い、当該小規模保育事業所におい

て常態的に継続して勤務し、かつ、社会保険の被保険者であるもの

をいう。ただし、当該小規模保育事業所が厚生年金保険法（昭和２

９年法律第１１５号）第６条第１項及び健康保険法（大正１１年法

律第７０号）第３条第３項に規定する適用事業所以外の施設であっ

て、当該事業所に使用される者の２分の１以上の同意を得ることが

できず、厚生労働大臣の認可を受けることができない場合は、社会

保険の被保険者であることを要しない。以下同じ。） 

 ウ 小規模保育事業所Ｂ型の保育従事者の基準 

 基準条例第３１条第２項の規定における保育従事者の数は常勤職   

 員によって定数を満たすことを原則とする。ただし、保育従事者の 

 うち保育士及び基準条例第３１条第３項の規定により保育士とみな 

 す者でない者については、常勤職員を充てる場合の総勤務時間数以 

 上となる場合に限り、常勤職員以外の者を充てることができる。 

エ 保育時間内の職員数 

   保育時間内は、現に登園している児童数に対し、基準条例に規定 

 する職員の数を満たすものとする。また、常勤職員である保育士１ 

 名以上を含む２名以上の保育士又は保育従事者を配置すること。 

オ  施設長（管理者） 

 児童福祉施設等で２年以上の勤務経験がある者、児童福祉又は幼 

 児教育に関する実務に携わった経験を有する者等、児童福祉及び幼 

 児教育に十分な教養と理解がある者を施設長として１人配置するこ 

 とが望ましい。 

  ③ 事業規模及び保育内容等の条件 

・開所日は月曜日から土曜日までとし、開所時間は午前７時から午後７時



10 

 

までの間の１１時間とする。 

・休所日は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年

始（１２月２９日から１月３日まで）とする。 

・保育内容については、保育所保育指針、関係法令、通知等を順守したも

のとし、さらに保護者等の意見、要望等を採り入れるなど、保育内容の充

実に努めること。 

・給食は、施設内に調理室を整備し、自園で調理して提供すること（調理

設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理す

る方法を含む。）。 

・児童の体調を考慮し、食物アレルギーに対する除去食・代替食の実施等、

個別事情に十分配慮することと。 

・利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じ、食に関し配慮すべき事項を定

めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。 

・調理室はもとより、施設全体の衛生管理及び児童、職員等の健康管理を

徹底すること。 

・職員の資質向上のため、積極的に各種研修等に参加させること。 

・苦情処理については、苦情解決体制を整備（苦情解決責任者、苦情受付

担当、第三者委員会の設置等）すること。 

  ④ その他 

   建物の設計等について、応募に関して要した調査設計費用や計画変更に

伴って発生した費用の一切は、全て事業者の負担とする。 
 

 (4) 地域住民等への説明等 

     地域（近隣）の住民や利害関係者に事業の趣旨等に関する理解を得るた 

   め、次のとおり説明会の開催などにより、事業者において積極的に地域の 

  理解を得ること。  

   ・選定された場合、建築確認申請等の手続を行う前に、設置予定地の町 

   内会長等に対して、小規模保育事業所の設置の計画について事前説明等 

   を行うこと。 

   ・工事計画が確定次第、その後の設計や工事の実施に当たって、建物の 

   高さ、出入口の位置、防音対策、交通安全対策、工事車両の搬出入経路、 

   工事騒音などの必要な事項について、工事及び開所により直接影響を受 

   けるとみられる範囲の近隣住民に対し、十分な説明を行うこと。  

   ・整備、運営について必要な事項については、随時、具体的に地域住民に 

  対して説明すること。 

   ・設計及び施工については、住民の要望等を可能な限り反映すること。  
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   ・近隣住民説明会の実施状況は、必ず大村市へ書面で報告すること。 

(5) その他 

      ① 小規模保育事業所の設計、整備等に当たっては、大村市の都市整備部   

等の関係部局に相談し、指導を受けるなど、必要な手続等については、

事業者において、十分な調査、確認、調整等を行うこと。 

② 社会福祉法人にあっては、長崎県社会福祉施設整備事業の適正化に関 

する要綱を順守すること。 

 

９ 設置運営事業者の決定  

(1) 設置運営事業者の決定までの流れ 

 ① 応募しようとする事業内容についての事前協議を実施する。 

 ※ 事前協議を経ないと応募できないので注意すること。 

 ② 提出期限までに受け付けた応募書類の内容が適正か審査する。 

 ③ 大村市保育所等設置運営事業者候補者選定委員会（以下「選定委員会」  

という。）において、事業者からの事業提案説明及びヒアリングを実施

する。 

ア 事業提案説明及びヒアリングは、応募状況を勘案の上、後日、時間、 

 場所及び機器の使用などを指定する。 

イ 事業提案説明及びヒアリングは公開とする。ただし、競合する他の 

事業者は出席できない。 

ウ 事業提案説明及びヒアリングに先立ち、設置予定場所の現地調査を

行う。また、必要に応じて、事業者が現に運営している社会福祉施設

等を調査する場合がある。 

 ④ 選定委員会の審議により、設置運営事業者候補者を選定する。 

 ⑤ 市長は、選定委員会の報告を基に設置運営事業者を決定する。 

 ⑥ 事業者への通知は、平成３０年１１月末を予定している。 

   なお、結果通知の後速やかに、大村市ホームページに結果を掲載する。 
 

 ８月 募集開始 

 ９月 事前協議（９月２１日締切り） 

１０月 応募書類提出（１０月２６日締切り） 

１１月 事業提案説明及びヒアリング（中旬） 

１１月 設置運営事業者の決定・通知（下旬） 
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(2) 設置運営事業者の選定に係る主な評価項目 

① 運営法人の概要、小規模保育事業所の設置運営を希望する理由、待機児

童対策に対する考え方、保育事業等の実績 

② 保育内容等 

 ・保育所等の運営方針、保育目標・理念、施設長の資質など 

 ・保育計画、保育内容、子育て支援など事業の具体的展開 

 ・給食衛生管理、子どもの虐待対策など 

 ・地域とのかかわり（送迎時の対応、騒音対策などを含む。） 

 ・職員採用、職員研修計画など 

  ※A型と B型の保育士配置の差異については評価の対象としない。 

③ 小規模保育事業所の施設整備計画 

 ・小規模保育事業所の設置地域（アクセス性、利便性、周辺環境など） 

 ・小規模保育事業所の開設時期 

 ・小規模保育事業所の施設整備計画 

 ・施設整備に当たっての地域住民等への説明等の対応状況 

④ 資金計画等 

 ・施設整備及び運営に関する資金計画並びに法人の財務状況 

 

１０ 設置運営事業者決定の取消等  

(1) 次に該当する場合は、決定した事業者と協議の上、決定を取り消すこと

がある。 

① 自然災害等、予見不可能な事象の発生により、小規模保育事業所の新

設事業を実施又は継続することが困難となった場合 

(2) 次に該当する場合は、選考等を行うことなく失格とする。また、決定

後に当該事実が判明した場合は、決定を取り消す。 

① 応募書類の内容に重大な不備又は虚偽の記載があったと認められる場 

合 

② 応募書類の提出後、重要事項（新設の場所、施設規模構造、定員、資

金贈与者等）を大村市の許可なく変更した場合（なお、重要事項に当た

らない事項に関しても、随時大村市と協議の上変更することが必要です。） 

③ 整備運営に必要な自己資金額が明らかに不足していると認められる場

合 
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④ 応募申込から選定結果公表までに、大村市担当職員及び選定審査委員

に対し、応募事業者及びその関係者が、他の応募者より優位になること

等を目的として、直接・間接問わず連絡を求め、接触した場合 

⑤ 本事業への応募に関し、応募事業者及びその関係者が、市民の疑惑や

不信を招くような行為をしたと認められる場合 

⑥ 上記のほか、大村市が小規模保育事業所の設置運営事業者として不適

切と認めた場合 

(3) 上記（1）、(2)により事業者決定を取り消した場合、既に支払った費用や  

負担等の一切は事業者負担となる。 

 

１１ その他  

 本募集要項について質問がある場合は、質問票に質問事項を記入の上、４     

 (3)の提出先へメール又はＦＡＸにて送信してください。送信後は確認のた 

 め、必ず提出先へ質問票を送信した旨を電話でご連絡ください。 

 質問については、市のホームページに掲載している Q＆Aに記載がない事 

項に限らせていただきます。 

 なお、質問に対する回答に時間を要する場合があるため、回答公表の関係 

上、質問票の受付は、平成３０年９月７日（金）午後５時までとします。 

 


