
質問
番号

項目 質問事項 回答

1
指定管理者
募集要頁２頁
Ⅱ.２.（２）

（自主事業について）
現在行われている自主事業の内容を教えてください。また
その中で継続して実施すべき自主事業があれば教えてくだ
さい。

高齢者巡回事業、コミュニティー形成（自治組織主催の催しへの協賛、ふれあい喫茶等を開催）、
介護・認知症予防講座、循環型音楽会（ふれあいコンサート）

自主事業計画は、「市営住宅等　指定管理者選定基準」の事業計画等における審査事項のひと
つであり、評価点の対象となっているため、記載されている着眼点に基づいた事業計画が提案さ
れることを期待しております。

2
指定管理者
募集要頁２頁
Ⅱ.２.（２）

（自主事業について）
自主事業に関する目的外使用料の納付が必要になる際の
㎡単価を教えてください。

自主事業に関する目的外使用料の納付実績はありません。事業の内容により使用料が発生す
る場合、岡山市財産条例の規定に基づき算定することになりますが、所在地ごとに土地等の単
価が異なるため、現時点ではお示しできません。

3
市営住宅等指定管
理業務仕様書１頁
Ⅰ.２.（２）

（業務時間及び業務体制）
現在の業務時間と業務体制（主たる事務所と各区役所業
務窓口への配置職員数）を教えてください。

市営住宅管理センター　平日及び土曜日　午前8時30分から午後5時15分
各区役所市営住宅窓口　平日　午前8時30分から午後5時15分

現在の管理センターの配置人数は24名（内区役所9名）です。

4
市営住宅等指定管
理業務仕様書１頁
Ⅰ.２.（２）

（業務時間及び業務体制）
・指定管理者の従業員を配置する区役所について、本部従
業員とのメールやりとり等をするためにインターネット回線
をつなげて業務することは可能でしょうか。
・各区役所でプリンターや印刷用紙等は市のものを使用で
きるのでしょうか。指定管理者が準備しなければならない
のでしょうか。

各区役所の施設管理者と協議し、岡山市と別のインターネット回線の工事を行えば、可能と思わ
れます。

プリンターや印刷用紙等は、指定管理者で準備してください。

5
市営住宅等指定管
理業務仕様書６頁
Ⅰ.６

（住宅管理システムについて）
住宅管理システム接続用の回線引き込みに関する費用と
通信費はどのくらい見込まれているのでしょうか。

回線開通費用42万円（現指定管理者開通時）、回線使用料は月額23,000円程度です。

6
市営住宅等指定管
理業務仕様書６頁
Ⅰ.６

（住宅管理システムについて）
住宅管理システムに接続するための回線を引くことができ
るだけで、端末は指定管理者が準備するのでしょうか。

住宅管理システムの端末は、岡山市が無償で準備します。

7
市営住宅等指定管
理業務仕様書１０頁
Ⅱ.５

（市営住宅等の家賃及び駐車場使用料等の収納管理に関
すること）
・過去3年間の収納率（現年度・過年度）を教えてください。
・現金支払いをされる入居者は何名くらいいらっしゃるので
しょうか。各区役所での現金領収もされているのでしょう
か。
・口座振替制度を活用されているのは全体の何％でしょう
か。

＜収納率＞
（家賃）
令和元年度　現年度　99.0%　過年度　8.6%
令和2年度　現年度　99.3%　過年度　8.0%
令和3年度　現年度　99.3%　過年度　6.6%

（駐車場使用料）
令和元年度　現年度　99.6%　過年度　2.9%
令和2年度　現年度　99.5%　過年度　2.8%
令和3年度　現年度　99.5%　過年度　8.6%

＜現金支払いの人数　（センター、各区役所窓口5か所合計）＞
令和3年度　延1,200人程度、2,300万円程度

＜口座振替率＞
令和元年度　63.4%
令和2年度　65.3%
令和3年度　66.4%

8
市営住宅等指定管
理業務仕様書１３頁
Ⅱ.１２

（入居者等に関すること）
・入居者の安否確認は年間何件発生しているのでしょう
か。過去3年間の実績を教えてください。
・高齢入居者や障害者への配慮や地域の活性化について
外部との連携で指定管理料から支出した金額の過去3年
間の実績を教えてください。

＜安否確認件数＞
令和元年度　10件
令和2年度　15件
令和3年度　25件
令和4年度　21件（令和4年8月末現在）

外部との連携で指定管理料からの支出はありません。

9

市営住宅等指定管
理業務仕様書
１６・１７頁
Ⅲ.２

（保守点検管理業務に関すること）
下記業務の過去3年間の金額と再委託先を教えてくださ
い。
（1）給水施設保守点検・管理
（2）エレベーター保守点検・管理
（3）消防設備保守点検・管理
（4）浄化槽施設維持管理
（5）自家用電気工作物保安点検・管理
（6）建築物及び建築設備等の定期点検

保守点検管理業務費　※過去4年の実績
（総額）200,635,894（円）
（平均）  50,158,974（円／年）

指定管理者が委託して行っている業務であり、事業者の取引先情報に該当するため、再委託先
は提示できません。

10

市営住宅等指定管
理業務仕様書
１７・１８頁
Ⅲ.３

（ 環境整備業務に関すること）
下記業務の過去3年間の金額と再委託先を教えてくださ
い。
（1）除草及び樹木剪定等業務
（2）害虫駆除業務
（3）汚泥抜取等業務
（4）その他

環境整備費　※過去4年の実績
（総額）173,297,571（円）
（平均）  43,324,393（円／年）

指定管理者が委託して行っている業務であり、事業者の取引先情報に該当するため、再委託先
は提示できません。

11

市営住宅等指定管
理業務仕様書
１８・１９・２０頁
Ⅲ.４

（修繕業務に関すること）
下記業務の過去3年間の金額と件数を教えてください。
（1）一般修繕
（2）空家修繕
（3）緊急修繕
（4）計画修繕
（5）バリアフリー化リフォーム修繕

修繕費　※過去4年の実績
（1）一般修繕：（平均）121,374,887（円／年）、件数の集計報告を求めていないため、岡山市では
把握していません。
（2）空家修繕：（平均）241,707,431（円／年）、約283件／年
（3）緊急修繕：（平均）0（円／年）
（4）計画修繕：（平均） 42,427,705（円／年）、約37件／年
（5）バリアフリー化リフォーム修繕：（平均） 8,642,836（円／年）、約79件／年

12
市営住宅等指定管
理業務仕様書２１頁
Ⅲ.５

（市営住宅等及び共同施設の水光熱費の支払について）
指定管理者が負担すべき市営住宅等及び共同施設の水
光熱費について、棟別に過去3年間の支払金額の実績をご
提示ください。

棟別のデータはありません。
光熱水費の合計支払額
令和元年度　25,668,392円
令和2年度　24,435,783円
令和3年度　25,088,378円

13
消防設備保守点
検業務仕様書

宅内に入ることなく外部試験機点検できる団地を教えてく
ださい。

消防設備保守点検業務仕様書の別紙に示す点検対象機器は、すべて宅外から点検可能です。

岡山市営住宅等の指定管理者募集要項に対する質問と回答 令和4年9月16日



質問
番号

項目 質問事項 回答

14
建築物及び建築設
備等定期点検業務
仕様書

・3年に1回実施する特殊建築物点検の対象となる住宅を
年度ごとにご提示ください。
・“法定点検に準ずる点検”について、指定期間中各年度ご
とに実施が必要な住宅見込みをご提示ください。
・過去3年間の“法定点検に準ずる点検”の実施住宅を年
度ごとにご開示ください。

建築物及び建築設備等定期点検業務仕様書の別紙に記載している住棟すべてが同一年度に点
検対象となります。なお、点検時期は、令和6年度及び令和9年度です。

「法定点検に準ずる点検」の点検時期は、令和6年度及び令和9年度に実施を想定しており、点
検対象の見込みは、簡易耐火構造（2階建て）で、1棟当たりの総床面積が約190㎡の住棟が35
棟です。

「法定点検に準ずる点検」は、新規業務のため実績はありません。

15 除草等業務仕様書

・対象住宅は記載されていますが、対象面積が記載されて
いません。
・定期的な作業が必要な住宅については、作業内容と対象
面積等をご提示ください。
・不定期な作業については、過去3年間に実施した住宅別
の作業内容・金額がわかる資料をご提示ください。

全団地で想定している対象面積等の合計は以下のとおりです。
　（剪定）16団地　幹周60cm以上25本、幹周60cm未満60本、中低木700本
　（除草）29団地　約16,000㎡

作業内容は除草等業務仕様書第6条の通りとし、定期・不定期作業の区分は把握していません。
（実状に合わせて指定管理者で判断）
また、金額は環境整備費の一部であり、質問番号10の回答を参照してください。

16
害虫駆除業務仕様
書

・対象住宅は記載されていますが、作業内容が記載されて
いません。定期的な作業が必要な住宅については、作業
内容をご提示ください。
・不定期な作業については、過去3年間に実施した住宅別
の作業内容・金額がわかる資料をご提示ください。

作業内容は、害虫駆除業務仕様書第8条の通りとし、定期・不定期作業の区分は把握していませ
ん。（実状に合わせて指定管理者で判断）
また、金額は環境整備費の一部であり、質問番号10の回答を参照してください。

17 その他
住宅管理人はいないのでしょうか。報酬費の支払い等も必
要ないという認識でよいでしょうか。

岡山市営住宅条例上の住宅管理人はいません。
現指定管理者が必要と判断する住宅には、管理の補助人を雇用しており、対象住宅・人数・雇用
金額については報告を求めていない数値のため、岡山市では把握していません。

18 その他
過去3年間の住宅の総戸数、空家数（うち政策空家の数）を
教えてください。

19 その他

下記支出に関する過去3年間の実績を教えてください。
印刷製本費
事務所通信費（電話代）
郵送費
消耗品費
事務所水光熱費

報告を求めていない内訳のため、岡山市では把握していません。

20
指定管理者
募集要項１頁
Ⅰ.２

「市域を複数に分割して施設管理する事が望ましいと
応募者が判断する場合には、分割した提案も可能で
す。」とありますが、こちらは今回公募されている施設
のうち、一部のみを管理するという提案が可能という
ことでしょうか。

市域を分割して管理する事業計画の提案は可能としておりますが、指定管理料は市域全体を管
理する上限額となっています。そのため、一部のみを管理するという提案はできません。

21
指定管理者
募集要項２頁
Ⅱ.２.（２）５

自主事業について現在の指定管理者が実施している内容
について開示いただけますでしょうか。
また、実施する自主事業の内、市に目的外使用料を支払っ
ているものがあれば過去3年間の目的外使用料実績額に
ついてご教示ください。

高齢者巡回事業、コミュニティー形成（自治組織主催の催しへの協賛、ふれあい喫茶等を開催）、
介護・認知症予防講座、循環型音楽会（ふれあいコンサート）

自主事業において、過去3年間の目的外使用料の実績はありません。

22
指定管理者
募集要項３頁
Ⅱ.３.(６)

指定期間中に委託業務の内容に変更が生じた場合に指定
管理料を増減額することがあります。との記載があります
が、指定管理期間中に増減する住宅や設備の予定はあり
ますか。

現時点において予定はありません。

23
市営住宅等指定管
理業務仕様書１頁
Ⅰ.２.(２).ア

指定管理期間中は全区役所に業務窓口を設置し適切に遂
行できる従業員を2名以上配置しなければならない。との記
載がありますが、休憩時は1名になっても良いのでしょう
か。
また、現在の管理センター及び各区役所の配置人数（専任
職員数・兼務職員数）、各職員の役割（所⻑、建築担当、巡
回担当）、各職員の所持資格、繁忙時の増員体制について
ご教示ください。

・適切に業務が遂行できる体制は2名以上と考えています。
・現在の管理センターの配置人数は24名（内区役所9名）です。専任、兼務、各職員の役割、所持
資格、繁忙時の増員体制については岡山市で指定しておりませんので、提示できません。

24
市営住宅等指定管
理業務仕様書１頁
Ⅰ.２.(２).ア

各区役所の営業時間についてご教示ください。また、区役
所で指定管理者が利用できる場所の面積や図面、貸与い
ただける物品(デスク、椅子等）などがありましたらご教示く
ださい。

各区役所の営業時間は午前8時30分から午後5時15分です。場所の面積や図面に関しては、指
定管理者が各施設管理者と協議して決定しているため、お示しできる資料はありません。貸与す
る予定の物品（デスク、椅子等）はありません。

25
市営住宅等指定管
理業務仕様書１頁
Ⅰ.２.(２).ア

庁舎の建替や施設管理者の判断により、引越や移転等が
必要となった場合には、必要となる費用（引越費用等）は指
定管理者の負担とする。との記載がありますが、今時点で
何か移転等きまっているのでしょうか。

北区役所の市営住宅窓口については、市役所本庁舎が建替えとなった場合には、移転する可能
性がありますが、現時点で詳細についてお示し出来る内容はありません。

26
市営住宅等指定管
理業務仕様書１頁
Ⅰ.２.(２).ア

提示いただいている目的外使用料と業務窓口の光熱費に
消費税等は含まれているのでしょうか。

含まれています。

27
市営住宅等指定管
理業務仕様書２頁
Ⅰ.２.(２).カ

「外国人に対する配慮が可能な体制」とありますが、現指
定管理者が行っている取組、窓口に多く来訪される方の使
用言語等をご教示ください。

現指定管理者では、英語、中国語で対応可能な職員が配置されています。窓口に多く来訪され
る方の使用言語等は把握しておりません。
なお、市が作成している、ごみの分別に関するリサイクルガイドは外国語版で、英語、中国語、韓
国語、ベトナム語で外国語版が作成されており、市営住宅等の入居説明会でも配布しています。
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000005552.html

28
市営住宅等指定管
理業務仕様書２頁
Ⅰ.２.(３).ア

マニュアル等を作成し、岡山市へ報告するとありますが、
現指定管理者が使用しているマニュアルを引き継ぐことは
可能でしょうか。

業務仕様書6項　引継に関する事項に含まれます。

29
市営住宅等指定管
理業務仕様書３頁
Ⅰ.３.(３)

各種通知等について、過去3年間の印刷製本費、送料等を
ご教示ください。

報告を求めていない内訳のため、岡山市では把握していません。



質問
番号

項目 質問事項 回答

30
市営住宅等指定管
理業務仕様書４頁
Ⅰ.５.(４)

指定管理者は防火管理者を選任して所轄消防署へ届け出
なければならない。との記載がありますが、法令上防火管
理者を選任しなければならない市営住宅名と現在何名防
火管理者を選任しているかご教示ください。

防火管理者を選任しなければならない市営住宅等は、43団地、171棟あり、現指定管理者は防火
管理者を4名選任しています。

31
市営住宅等指定管
理業務仕様書５頁
Ⅰ.５.(１０)

指定管理者が加入する保険に関して、想定されるすべて
の損害賠償請求に対応できるようにとありますが、現指定
管理者が加入している保険内容について開示いただけま
すでしょうか。また、市を被保険者とした保険である必要は
ないという認識でよろしいでしょうか。

現指定管理者が加入している保険内容について、現在は報告を求めていない内容のため、岡山
市では把握していません。
岡山市を被保険者とする保険である必要はありません。

32
市営住宅等指定管
理業務仕様書６頁
Ⅰ.６.(２)

「住宅管理システムに接続するための回線（V-LAN収容局
折返しプラン）を引くことができる。その際の費用と使用す
る通信費は指定管理者の負担とする。」との記載がある
が、過去3年間の費用をご教授ください。

回線開通費用42万円（現指定管理者開通時）、回線使用料は月額23,000円程度です。

33
市営住宅等指定管
理業務仕様書８頁
Ⅱ.１.オ.（ア）

過去3年間の公開抽選会の会場とそれに伴い費用が発生
するようであればその金額をご教示ください。

過去3年間の公開抽選会は岡山市の施設で行っており、費用は発生していません。

34
市営住宅等指定管
理業務仕様書８頁
Ⅱ.２.（１）

過去3年間の入居説明会の会場とそれに伴い費用が発生
するようであればその金額をご教示ください。

過去3年間の入居説明会は岡山市の施設で行っており、費用は発生していません。

35
市営住宅等指定管
理業務仕様書１０頁
Ⅱ.４.(４)

指定管理者は，無断駐車（不正駐車）等が行われていない
か現地調査を行う。との記載がありますが、現在どの程度
巡回しているかご教示ください。

巡回については、週4，5回程度行っており、必要に応じて、昼間や夜間の巡回を行っています。

36
市営住宅等指定管
理業務仕様書１０頁
Ⅱ.５.(２)

収納業務による現金収納について、月どれくらいの件
数があるのか、年間（直近）での現金取り扱い実績に
ついてご教示ください。

＜現金取り扱い実績（センター、各区役所窓口5か所合計）＞
令和3年度　延1,200件程度（来庁者数）、2,300万円程度

37
市営住宅等指定管
理業務仕様書１５頁
Ⅲ

市営住宅等の施設管理業務について、各業務別に直近3
年間の費用実績をご教示いただけますでしょうか。

質問番号9～11の回答を参照してください。

38
市営住宅等指定管
理業務仕様書１６頁
Ⅲ.２.（３）.ウ

任意設置分の消火器については，適切に点検・管理ができ
ていれば書類等での提出は不要なのでしょうか。

適切に点検・管理ができているかを確認するため、任意設置分の消火器についても報告は必要
です。

39
市営住宅等指定管
理業務仕様書１７頁
Ⅲ.２.(６)

建築物及び建築設備等の定期点検について、法定点検対
象外の住棟等についても法定点検に準ずる点検を行うこと
ありますが、点検対象となる住棟等は岡山市と協議の上決
定とありますので、今回提出する費用上では見込む必要は
ないという認識でよろしいでしょうか。
また、12条点検の全面打診調査が必要な住棟等があれば
対象住宅・実施年度についてご教示ください。

点検対象は簡易耐火構造（2階建て）で、1棟当たりの総床面積が約190㎡の住棟を35棟想定して
おり、費用を見込む必要があります。

全面打診調査は不要です。

40
市営住宅等指定管
理業務仕様書１８頁
Ⅲ.３.（３）.ア

排水桝等汚泥抜取業務の業務仕様、現在の実施会社、過
去5年間の費用をご教示ください。

業務内容は業務仕様書に記載の通りで、金額は環境整備費の一部であり、質問番号10の回答
を参照してください。

指定管理者が委託して行っている業務であり、事業者の取引先情報に該当するため、現在の実
施会社は提示できません。

41
市営住宅等指定管
理業務仕様書１８頁
Ⅲ.３.（３）.イ

排水路等汚泥抜取業務の業務仕様、現在の実施会社、過
去5年間の費用をご教示ください。

業務内容は業務仕様書に記載の通りで、金額は環境整備費の一部であり、質問番号10の回答
を参照してください。

指定管理者が委託して行っている業務であり、事業者の取引先情報に該当するため、現在の実
施会社は提示できません。

42
市営住宅等指定管
理業務仕様書１８頁
Ⅲ.３.（３）.ウ

グリース阻集器清掃業務の業務仕様、現在の実施会社、
過去5年間の費用をご教示ください。また、グリース阻集器
のメーカー、型式、容量等をご教示ください。

業務内容は業務仕様書に記載の通りです。
本業務は、新規業務のため実績はありません。
対象となるグリース阻集器は、200L/min x 3か所、165L/min x 3か所、42L/min x 1か所の計7か
所です。

43
市営住宅等指定管
理業務仕様書２０頁
Ⅲ.４.(２).(ア)

修繕計画の立案について、令和5年度については年度当
初に立案とありますが、指定管理者指定後、全住棟を確認
の上で年度当初に立案することが期間的に困難な場合、
現指定管理者の修繕計画を引き継ぐなど立案方法・内容
について協議することは可能でしょうか。
また、現指定管理者が現在立案している次年度以降の計
画がありましたら開示いただけますでしょうか。

協議可能です。

現指定管理者が現在立案している次年度以降の計画はありません。

44
市営住宅等指定管
理業務仕様書２１頁
Ⅲ.５

指定管理者は，市営住宅等及び共同施設の光熱水費（電
気代，水道料金）（入居者が負担すべきものを除く）につい
ては，各事業者と契約を行い，支払を行うこと。との記載が
ありますが、契約内容別に過去5年間の実績及び現在契
約を結んでいる各事業者をご教示ください。

光熱水費の合計支払額

契約先　：中国電力、岡山市水道局

45

市営住宅等指定管
理業務仕様書１８頁
Ⅲ.３.（３）.ウ
市営住宅等 検査・
点検・清掃等項目

業務仕様書に記載の「グリース阻集器」と個別業務仕様書
に記載の「グリストラップ」は同様の設備との認識で間違い
ないでしょうか。

お見込みの通りです。
なお、市営住宅等検査・点検・清掃等項目に記載している「グリーストラップ」は表記誤りであり、
正しくは「グリース阻集器」です。

46 個別業務仕様書
各種点検業務仕様書に記載のある現場代理人は、再委託
先の職員でも可能でしょうか。

可能です。

47
市営住宅等 検査・
点検・清掃等項目

特定建築物点検・建築設備等点検の保守点検欄に、1〜2
回/年、と2回/年とありますが、「建築物及び建築設備等定
期点検業務仕様書」に該当の点検が見当たりません。こち
らは具体的にどういった業務を想定されておりますでしょう
か。

業務仕様書p.17の2 .(6).ウの日常点検を想定しており、その内容は「公営住宅等日常点検マニュ
アル（H28国土交通省）」を参照してください。

48
市営住宅等 検査・
点検・清掃等項目

電気設備に記載されている防犯灯・外灯・階段灯・共用灯、
開閉器、制御盤設備、キュービクルとはどのような業務（点
検）を実施しているのでしょうか。また、現在の実施会社を
ご教示ください。

電気事業法による点検のほか、故障や不点などの一般的な日常点検を想定しています。

指定管理者が委託して行っている業務であり、事業者の取引先情報に該当するため、現在の実
施会社は提示できません。



質問
番号

項目 質問事項 回答

49
市営住宅等 検査・
点検・清掃等項目

建築設備等点検及び特殊建築物点検の記載はあります
が、防火設備定期検査に該当する設備はないとの認識で
よろしいでしょうか。もし、実施が必要な場合、対象住宅、
対象設備及びその数量若しくは直近の報告書や報告書添
付図面などの開示をお願いいたします。

建築基準法12条4項に防火設備も含んでおり、対象住棟は建築物及び建築設備等定期点検業
務仕様書の別紙を参照してください。（4団地10棟）
対象となる防火設備は、防火戸293か所（玄関扉を除く）、防火シャッター2か所です。

50
市営住宅等 検査・
点検・清掃等項目

消防設備に記載の「その他」とは何を示すのでしょうか。ま
た、その他に係る費用があればご教示ください。

消防設備保守点検業務仕様書の別紙を参照してください。

51
市営住宅等 検査・
点検・清掃等項目

雨水排水（側溝・雨水枡）の清掃の費用実績があれば過去
5年分ご教示ください。また、入居者と協議との記載があり
ますが、基本は入居者にて実施（指定管理者にてサポー
ト）との認識でよろしいでしょうか。

雨水排水の清掃費用実績は把握していません。（環境整備費に含む）

入居者との協働については、重量蓋のかかっている側溝等で入居者による清掃が困難な場合
は、指定管理者で行うこととしています。

52
給水装置保守点検
業務仕様書
第６条１０・１１・１２

10は受水槽・給水ポンプ無し、11〜12は増圧ポンプ1台でよ
ろしいでしょうか。

10は受水槽なし、加圧給水ポンプ1台あります。11、12は増圧ポンプ各1台です。

53
エレベータ―保守点
検業務仕様書
第９条２

指定管理者負担となる費用の直近3年間の実績額をご教
示ください。

金額は修繕費（一般修繕または計画修繕）の一部であり、質問番号11の回答を参照してくださ
い。

54
消防設備保守点検
業務仕様書
第８条３

軽微な補修として実施した内容と直近3年間の実績額をご
教示ください。

金額は修繕費（一般修繕または計画修繕）の一部であり、質問番号11の回答を参照してくださ
い。

55
消防設備保守点検
業務仕様書

送水管及び消防用ホースの耐圧試験については業務対象
となるのかご教示ください。対象となるのであれば、実施予
定年を併せてご教示ください。

業務対象に含まれます。
実施予定年度は令和6年度に3団地5棟、令和9年度に3団地6棟です。

56
消防設備保守点検
業務仕様書
別紙

2)避難器具及び3)消火器の設置対団地及び団地毎の数量
をご教示ください。

設置対象団地数及び棟数は消防設備保守点検業務仕様書の別紙の通りです。
総数量は令和3年度末時点で、避難器具：262箇所、消火器：1,781本です。

57 様式

各種様式について、Word形式で提示頂いておりますが、様
式に記載の内容に沿っていれば別形式（PowerPoint・
Excel等）で作成してもよろしいでしょうか。
また、提出するCD-Rに収める資料はPDF形式でよろしいで
しょうか。

提出するデータの様式は任意ですが、岡山市のPCで確認出来ない場合には、データの変換等
をお願いする場合があります。CD-RのデータはPDFであれば確認できます。

58 その他 防火対象物点検が必要な住宅があればご教示ください。 ありません。


