
 

 

井手町新庁舎等建設基本設計・実施設計業務に係る公募型プロポーザル 

質問書への回答 

 

 

 

番号 質疑事項 回答 

１ ＜募集要領＞ 

４ 参加資格（３）について 

・井手町測量等コンサルタント業務入札参加

登録に必要な書類とは何か。 

井手町ホームページ（公募型プロポーザルの

実施について（基本設計・実施設計））に掲載

しておりますので、参照願います。 

 

※R1.10.25 17時 町ホームページに掲載 

２ ＜募集要領＞ 

４ 参加資格（３）井手町測量等コンサルタ

ント業務入札参加登録に必要な書類について 

・「登録証明書」とはどの何の証明書を指して

いるのでしょうか。 

・これらの書類は参加表明書に合わせてお送

りすればよいのでしょうか。 

 

登録証明書については、一級建築士事務所の

登録証明書（写し）を提出願います。 

書類の提出時期については、募集要領の４参

加資格（３）のとおり、参加表明書に合わせ

て送付願います。 

３ ＜公募型プロポーザル方式による設計者選

定・特定評価基準＞ 

□共通事項 ３ 業務実績について 

・平成 15年 4月 1日以降に竣工と記載があり

ますが、設計完了時期と読み替えても大丈

夫でしょうか。 

・上記において、建物が建設中の場合、業務

実績資料に添付する写真の代わりにパース

の添付でよろしいでしょうか。 

 

竣工を設計完了時期と読み替えることは不可

です。業務実績には平成 15年 4月 1日以降に

工事が完了しているものを記載してくださ

い。 

建設中の建物については実績には含まれませ

ん。 

なお、竣工後の建物について、写真の代わり

にパースを添付することは可とします。 

４ 

 

＜募集要領＞ 

４参加資格（５）について 

記載されている内容から、管理技術者及び意

匠担当主任技術者以外の主任担当技術者（構

造や設備など）については、協力事務所より

配置しても良いのでしょうか。 

 

技術者の配置については、お見込みのとお

り。 

なお、募集要領１４提出書類の取扱い（６）

に記載していますとおり、技術者の変更は原

則できませんのでご留意ください。 

 

５ 参加にあたりＪＶは可能でしょうか。 

 

ＪＶによる参加については不可とします。 



６ ＜募集要領＞ 

４参加資格（５）について 

・管理技術者および意匠担当主任技術者に会

社の代表取締役等を配置する予定です。各配

置技術者とも大学教授と弊社の代表取締役等

を兼任しているため、会社名義での保険加入

はございません。「履歴事項全部証明書」に代

表取締役として各者の氏名が記載されていま

す。要件を満たす書類として考えてよろしい

でしょうか。または、「建築士事務所に所属す

る建築士の届出書」で証することは可能でし

ょうか。 

参加資格（５）・・・管理技術者及び意匠担当

主任技術者は、技術提案に参加する者と直接

かつ３箇月以上の恒常的な雇用関係にあるこ

と。 

各者の氏名が記載されている「履歴事項全部

証明書」の提出で可とします。 

打合せ会議等に管理技術者又は意匠担当主任

技術者の出席を求めますので、会議等の出席

に支障がない者を配置願います。 

７ 設計共同体による参加は可能でしょうか。 

可能な場合、コンサルタント業務参加登録は

代表企業のみでよろしいでしょうか。 

設計共同体による参加については不可としま

す。 

 

８ ＜募集要領＞ 

４参加資格（４）について 

「直接的かつ恒常的な雇用関係にある一級建

築士が３名以上所属していること」 

上記の参加条件をＪＶにより満たす事での参

加は可能でしょうか？ 

例えば、 

設計事務所Ａ・・・一級建築士２名所属 

設計事務所Ｂ・・・一級建築士１名所属 

設計事務所ＡとＢのＪＶ・・・一級建築士３

名 

ＪＶによる参加については不可とします。 

９ ｢参加表明書及び技術提案書作成要領｣の｢４.

技術提案書作成の留意事項｣に、｢参加表明に基

づき選定された者は〜｣との記載があります

が、これは、参加資格を有すると認められた者

全員が技術提案書の提出要請を受けるわけで

はなく、参加表明時に提出する書類をもとに審

査が行われ、選定された者が提出要請を受け

る、という意味でしょうか。またその場合、参

加表明時に提出が任意とされている様式２−

１、２−２，２−３は評価対象に含まれないとい

う理解でよろしいでしょうか。 

原則、参加資格を有すると認められた者全員に

技術提案書の提出要請をします。 



１０ 募集要項７（２）ウに、｢技術提案書を提出し

た者は令和元年１２月２７日（金）にプレゼン

テーションを行う。｣との記載がありますが、

技術提案書提出者は、提出後の審査で数社に絞

られることなく、全員がプレゼンテーションを

行う、という理解でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

１１ 様式２、２−２に記載する業務実績には、改修

工事の設計業務を含めてよろしいでしょうか。

また、それが可能な場合、規模面積は改修部分

の面積を記載するということでよろしいでし

ょうか。 

業務実績に改修工事の設計を含めることは不

可とします。 

１２ 技術提案書の提出要請について 

募集要領 p.6 ５参加資格の確認(4) 

参加資格を有すると確認された者はすべて技

術提案書を提出できると考えてよいでしょう

か。それとも数社のみに提出要請があるのでし

ょうか。 

参加資格を有すると確認された者全員に技術

提案書の提出要請をします。 

１３ 参加表明書の体裁について 

参加表明書及び技術提案書作成要領 ５ 

参加表明書（正 1部、副 3部）はクリップ留め

でよいでしょうか。綴じ方についてご指定があ

ればお示しください。また様式 1は正副すべて

に押印するものと考えてよいでしょうか。 

綴じ方に指定はありません。 

正副すべてに押印をお願いします。 

１４ 入札参加登録に必要な資料の提出について 

募集要領 p.4 ４参加資格(3) 

井手町測量等コンサルタント業務入札参加登

録に必要な資料を提出する場合、1部を参加表

明書に同封して郵送すればよいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

１５ 業務実績について 

警察庁舎、消防庁舎は、「庁舎（議会機能含ま

ない）」の種別に入ると判断してよろしいでし

ょうか。 

警察庁舎及び消防庁舎は本件でいう「庁舎」に

は含まれず、公共施設とします。 

１６ 参加表明書、技術提案書の提出方法について 

募集要領 5.（2）イ 参加表明書の提出方法等

に郵送とありますが、参加表明書の提出は、郵

送のみで持参は認められないということでし

ょうか。また募集要領 7.（2）ア 技術提案書の

提出方法は、5.（2）と同じとありますが、イ 

午後 4時（必着）とありますので、持参により

4時締切と認識してもよろしいでしょうか。 

 

参加表明書及び技術提案書の提出は郵送のみ

で持参は認めていません。 



１７ 参加表明書 様式 1について 

参加表明書 様式 1 の 2 添付書類とは、募集

要領 4 にある参加資格を証明する書類という

認識でよろしいでしょうか。（事務所登録の写

し、納税証明の写し等） 

お見込みのとおりです。 

１８ 質疑回答は、自社のものに限らず、全社の質疑

に関する回答を頂戴できるという認識でよろ

しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

なお、町ホームページにも掲載します。 

１９ 協力事務所について 

協力事務所は他の応募者と重複することは可

能でしょうか。 

不可とします。 

２０ 井手町測量等コンサルタント業務入札参加資

格について 

平成 30、31 年度井手町測量等コンサルタント

業務入札参加資格を有していない場合は、参加

表明提出時に入札参加登録に必要な書類を同

封するという認識でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

２１ 提出部数について 

作成要領において提出部数は参加表明書 4部、

技術提案書 11部となっておりますが、様式 2-

1〜2-3 を技術提案書と同時に提出する場合、

当該様式の提出部数は 4 部でよいという認識

でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

２２ 業務実績について 

業務実績の評価点の種別①「上記以外の複合施

設」については、用途は問わないという認識で

よろしいでしょうか。「複合施設」とあります

が、単独用途の建築物は認められないのでしょ

うか。 

用途は問いません。単独用途の建築物は不可と

します。 

２３ ヒアリング審査について 

ヒアリング審査の実施について、対象業者をど 

のように選定するのかご教示ください。下記の 

２のケースでは、技術提案書と同時でも良いと 

されている様式 2-1 から様式 2-3 については

参加表明と同時に提出するほうが審査上有利

となるような状況は考えられますでしょうか。 

１．技術提案書を提出するすべての業者を対象 

２．参加表明書等（様式 1 及び様式 2）に基づ 

いた審査のうえ選定された業者を対象 

３．技術提案書（様式 3 から様式 5）に基づい 

た審査のうえ選定された業者を対象 

参加資格を有する者全員にヒアリング審査を

実施しますので、様式を出す時期によって審査

上有利・不利になることはありません。 



２４ 測量等コンサルタント業務入札参加登録に必

要な資料の２番、代表者の身分証明書は申請者

が法人の場合は、３番の書類で代用可能でしょ

うか？ 

お見込みのとおりです。 

２５ 様式 2、様式 2-2の業務実績ですが、消防署や

消防庁舎は庁舎に含まれますか。 

警察庁舎及び消防庁舎は本件でいう「庁舎」に

は含まれず、公共施設とします。 

２６ 参加資格について 

① 参加資格要件をすべて満たす 2 社によって

JVを組んで参加することは可能でしょうか。 

 

参加表明様式について 

② JVで参加する場合に、様式 2の業務実績は

JV で合わせた実績を記載することでよろしい

でしょうか。 

③ 管理技術者、意匠技術担当主任技術者は、

JV のうち同じ企業に所属する必要はあります

でしょうか。 

④ 管理技術者、意匠技術担当主任技術者以外

の技術者は JV に所属する技術者でかまいませ

んでしょうか。 

ＪＶによる参加については不可とします。 

２７ 様式 2-1 事務所の業務実績資料及び様式 2-3

管理技術者・主任技術者の業務実績について 

写真と設計コンセプトの他、図面やダイアグラ

ム等を掲載することは可能でしょうか。 

可とします。 

２８ 管理技術者と意匠担当技術者について 

管理技術者と意匠担当技術者の、同一人物によ

る兼務は可能でしょうか。 

管理技術者と意匠担当技術者の同一人物によ

る兼務は不可とします。 

 


