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市民会館（仮称）市民文化交流センター基本計画及び基本設計策定業務に係る公募型プロポーザルに関する質疑事項及び回答 

 

 

市民会館（仮称）市民文化交流センター基本計画及び基本設計策定業務に係る公募型プロポーザルに関する質疑事項及び回答は、 

次のとおりです。 

 

 

質問回答書（６月１日までの受付分） 

平成２８年６月２日回答  

番号 質疑個所 質疑事項 回答 

１ 実施要領 

Ⅱ.１．（７） 

共同企業体は市内企業を含めた３社以上による

ものも可と考えてよろしいでしょうか。 

実施要領に定める共同業務実施方式によるもの

であれば、市内企業参加者が複数になることは構

いません。 

２ 実施要領 

Ⅱ.４．（１）～（６） 

協力事務所を「番号１」共同企業体構成員と読み

替えてよろしいでしょうか。 

共同企業体を構成する構成員と協力事務所は別

です。 

３ 実施要領 

Ⅱ．２．（２） 

Ⅲ．４．（２）.オ（ア） 

Ⅲ．４．（２）.カ（ア） 

過去２０年間（平成８年度以降）は、設計実績が

その範囲に入っていることでしょうか。あるいは

竣工（完了）実績でしょうか。 

 

過去２０年間（平成８年度以降）に竣工（完了）

した実績です。 

 

４ 実施要領 

Ⅳ.５．（１） 

実施体制及び提案内容の各項目に関する評価基

準の詳細をお教えください。 

Ⅳ.５．（１）評価基準の表に示した各小項目に

ついてそれぞれ評価します。 

５ 実施要領 

Ⅳ.５．（１） 

価格点の評価方法もしくは基準についてお教え

ください。 

参考見積書と見積限度額を比較し妥当性を評価

します。 
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６ 実施要領 

Ⅳ.５．（１） 

見積金額の最低制限価格は設定されていますか。 価格点の評価については参考見積書と見積限度

額を比較し妥当性を評価します。 

また、最優秀者との契約については、Ⅱ．７（２）

のとおりであり、最低制限価格の設定はありませ

ん。 

 

 

 

質問回答書（６月８日までの受付分） 

平成２８年６月１０日回答  

番号 質疑個所 質疑事項 回答 

７ 様式第５号  

枠外下段 

「※本業務を担当する全ての業務担当者（配置

予定技術者）を記載すること。」とありますが、

全ての主任（担当）技術者と読み替えてよろし

いでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

８ 実施要領  

Ⅲ．４．（２）.エ.（ア）、 

 

様式第９号  

枠外下段 

 

様式第９号枠外に、「※担当業務ごとに全ての

技術担当者を記載すること。」とありますが、

実施要領 Ⅲ．４．（２）.キ.（ア）では、「担

当業務ごとに全ての主任(担当)技術者を記載

すること。」と記載があります。主任(担当)技

術者のみでよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

９ 実施要領  

Ⅲ．４．（２）.ア 

「Ａ３版横、横書き・・・。」とありますが、綴

じる時は、Ａ４折にしてもよろしいでしょうか。 

Ａ４折でお願いします。 
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１０ 実施要領  

Ⅲ．４．（２）.コ 

「左２穴パンチで穴を開けて綴じる」とあります

が、Ａ４フラットファイルで綴じてよろしいでし

ょうか。 

そのようにお進めください。 

 

１１ 本プロポーザル 敷地検討地の敷地測量図・ボーリングデータがあ

りましたらご提示願います。 

敷地図については、別添「敷地図」のとおりです。 

近隣地で実施したボーリングデータについては、

別添「ボーリングデータ」のとおりですが、契約

成立後、測量、地盤調査業務を実施してください。 

１２ 本プロポーザル 現市民会館内を見学する機会を設定願えません

でしょうか。 

見学会は実施しません。 

１３ 本プロポーザル 現市民会館の一般図（平面図、立面図、断面図）

を頂けないでしょうか。 

現市民会館の仕様を前提とせず、検討してくださ

い。 

１４ 本プロポーザル 北敷地と南敷地の間の道路（大学誘致予定地の間

の道路）は、現在歩行者占用道路となっておりま

す。将来的に、この道路に車両を通行させる計画

とすることは可能でしょうか。 

該当道路について、車両を通行させる計画はあり

ません。 

１５ 実施要領  

Ⅲ.４．ウ 

同種業務実績（様式第４号）には、共同企業体を

結成する市内企業参加者の実績を記載してもよ

ろしいでしょうか。 

可能です。 

１６ 実施要領  

Ⅲ.４．ケ 

参考見積書（任意様式）の提出部数について、「原

本１部、コピー９部」、Ｐ１１では「押印した原

本１部及びコピー１部」と記載があり、部数が相

違しております。「押印した原本１部及びコピー

９部」を提出するものと考えてよろしいでしょう

お見込みのとおりです。 
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か。 

１７ 実施要領  

Ⅳ.３．（３） 

ヒアリングにおいてパワーポイントを使用する

場合、指定された出席人数以外で、ＰＣ操作者の

同席を認めていただけますでしょうか。 

出席者は、ＰＣ操作者を含め４名以内としてくだ

さい。 

１８ 仕様書  

１１．（７） 

「隣接地において、検討中の建築物があるので留

意すること。」とありますが、隣接建物の計画概

要についてお教え願います。 

現時点において、隣接地に大学の誘致を進めてお

りますが、その建物の計画概要は未定です。 

１９ 本プロポーザル 市民会館基本構想Ｐ５９.１２主な施設におい

て、「周辺駐車場と連携しながら駐車台数を確保

する」との記載があります。活用を想定している

具体的な施設がございましたらご提示願います。 

市民会館基本構想Ｐ６１の「施設構成・規模」に

示しているとおり、和歌山市営中央駐車場の有効

活用等、既存駐車場を活用しながら駐車台数を確

保することとしています。 

２０ 本プロポーザル 市民会館基本構想Ｐ６１.１２．１施設構想にお

いて、「市役所中央駐車場の有効活用等、既存駐

車場を活用」との記載があります。和歌山市営中

央駐車場など隣接する駐車場を本施設の隔地駐

車場として使用するものと考えてよろしいでし

ょうか。 

番号１９のとおりです。 

２１ 本プロポーザル 市民会館基本構想Ｐ７５.１６整備スケジュー

ル、埋蔵文化財発掘調査において、重要遺構が発

掘された場合の市の対応方針をご提示願います。 

埋蔵文化財発掘調査は平成２９年度からであり、

本業務への影響はないものと考えます。 

２２ 実施要領  

Ⅲ.４．（１） 

参加表明書は、和歌山市内企業参加者も提出する

必要がありますか。 

 

代表企業参加希望者のみ提出してください。 
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２３ 実施要領  

Ⅳ．５．（１） 

評価基準の配点の内訳をご教示下さい。 番号４のとおりです。 

２４ 実施要領  

Ⅳ．５．（１） 

評価基準の見積金額の妥当性の指標をご教示下

さい。 

番号５のとおりです。 

２５ 実施要領  

Ⅳ．１ 

評価員の所属、役職、氏名をご教示下さい。 お示しできません。 

２６ 提出書類様式 各様式の枠の幅・高さは、各様式で記載を求めて

いる内容が記載してあれば、自由に変更して宜し

いでしょうか。 

可とします。 

２７ 様式第１号  

参加表明書 

様式第１号 参加表明書の提出時において、代表

企業となる参加者のみの押印で宜しいでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

２８ 実施要領  

Ⅱ．４．（１） 

設備の主任技術者については、機械設備と電気設

備の両名の配置が必要でしょうか。 

必要です。 

２９ 実施要領  

Ⅲ．４．（２）.キ 

業務実績については、同種業務実績以外の実績を

記載の上、提出して宜しいでしょうか。 

同種業務実績については実施要領 Ⅱ．２．（２）

のとおりです。なお、同種業務実績以外の実績の

記載も可能です。 

３０  実施要領  

Ⅲ．４．（２）.キ 

受賞歴や発表論文、代表作品等を記載する場合

は、同種業務実績として該当していない受賞歴や

発表論文、代表作品等を含め、記載して宜しいで

しょうか。 

番号２９で回答した範囲に該当する経歴を記載

してください。 

３１ 仕様書  

１０．（２）.イ.（ソ） 

土壌汚染対策法に関する行政協議の結果、土壌調

査業務が生じた場合については別途業務と考え

お見込みのとおりです。 
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て宜しいでしょうか。 

３２ 実施要領 

Ⅱ．２．（２） 

同種業務実績要件について「新築又は改築として

設計業務に係る契約・・・」と記載がございます。

設計業務については、「基本設計業務、又は実施

設計業務」と読み替えて宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

３３ 質問回答書 

番号３ 

「過去２０年間（平成８年度以降）に竣工（完了）

した実績」と記載がありますが、実施要領２（２）

で「設計業務に係る契約を元請し、適正にその履

行を完了した実績」となっております。設計が完

了した業務についても、同種業務実績として認め

られると考えて宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

３４ 本プロポーザル 敷地の大きさ（各辺の長さ）が分かる図面（敷地

図）がありましたら、ご提供頂けないでしょうか。 

敷地図については、別添「敷地図」のとおりです。 

 

３５ 本プロポーザル 敷地形状がわかる図面又は図面データをいただ

けないでしょうか。 

番号３４のとおりです。 

３６ 本プロポーザル 施設計画条件は「新たな市民会館の整備：伏虎中学

校跡地活用基本構想」を参考に、適宜、設計者が判

断し、計画・提案を行うということでよろしいでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

３７ 本プロポーザル 計画敷地内に整備すべき、駐車場車台数（設計条

件）をご教示ください。 

現在決定しておりません。なお、提案に当たって

は、市民会館基本構想Ｐ５９の、１２．主な施設、

主な施設の使い方、「駐車場・駐輪場等」を参考

にしてください。 
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３８ 実施要領 

Ⅲ．４．（１） 

Ⅲ．４．（２） 

 

「様式第１号 参加表明書」及び「様式第２号 

提案提出書」は、共同企業体結成が決定済みで

あっても、代表企業、市内企業それぞれ１通ず

つ個別に提出するのでしょうか。それとも共同

企業体名義で１通提出するのでしょうか。 

代表企業参加希望者のみ提出してください。 

３９ 実施要領 

Ⅲ．４．（２）.コ 

「提案関係書の綴じ方」について 

Ａ３版の提案書は３ツ折り（Ａ４サイズ）にし、

様式第２号～第９号と合わせて紙ファイル綴

じで提出という形でよろしいでしょうか。 

そのようにお進めください。 

４０ 実施要領  

Ⅲ.４．ケ 

参考見積書の提出部数について 

P.８では「原本１部コピー９部」となっていま

すが、P.１１では 

「原本１部及びコピー１部」とあります。どち

らが正でしょうか。 

番号１６のとおりです。 

４１ 提出書類様式 各様式に添付する登録証明書の写し及び業務

実績を証明する書類の写しもそれぞれ１０部

必要でしょうか。それとも原本にのみ 

添付すれば足りますか。 

それぞれ１０部を添付し、実施要領 Ⅲ．４．

（２）.ケ及びコに準じてください。 
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