
平成30年5月25日

受付番号 受付日 質問事項 回答

1 5月18日
参加表明書の＜様式2＞設計事務所概要および＜様式
3＞事務所設計業務実績ですが、担当者が前職で担当
した実績を記載することは可能でしょうか。

＜様式２＞＜様式３＞の事務所実績は、
設計事務所（協力事務所を含む）の実績
とするため、担当者が前職で担当した実
績については、＜様式４＞の業務実績に
記載してください。

2 5月18日
参加表明書の＜様式2＞設計事務所概要および＜様式
3＞事務所設計業務実績ですが、協力事務所の実績を
あわせて記載することは可能でしょうか。

協力事務所の実績は記載可能ですが、
実績が協力事務所のものであることが分
かるように記載してください。

3 5月21日

プロポーザル参加表明書の＜様式3＞事務所設計業務
実績の備考欄に「用途、規模が類似」とあるが、「類似」
の解釈は、国土交通省告示第十五号における別添二に
記載された建築物用途、及び建築基準法別表第一に
おける「（三）学校、体育館その他これらに類するもので
政令で定めるもの」のどちらかに該当する実績であれば
良いと解釈するが、よろしいか。

問題ありません。

4 5月21日

参加表明書作成要領　３＜様式３＞事務所設計業務実
績（１）について　「設計業務実績は・・・本業務に用途、
規模が類似するものを」とあるが、「用途、規模が類似」と
は「用途または規模が類似」と理解してよろしいか。

用途、規模が類似するものから記載して
ください。無い場合は用途または規模が
類似するものを記載ください。

5 5月21日

企画提案書作成要領　３留意事項（2）について　　「イラ
スト、イメージ図・・・表現は認めるが、提示された形状等
を採用するものではない」とあります。また一方で「（3D
パース、BIMの使用は不可）」とあります。これは、当該業
務の具体的な内容や成果品の一部（図面、模型写真、
透視図等）の作成や提出を求めるものではないという理
解でよろしいか。

お見込みのとおりです。

6 5月21日

企画提案書作成要領に記載の「見積書」とあるのは建築
工事費の概算設計見積書と思われるが、金額算出の参
考にあたり、予定建築工事費を公表してもらえないか。
またその金額は外構工事及び書架の費用も含めた金額
として解釈すべきか。

予定建築工事費は、今後、企画提案を
受けてから限られた町の予算の中で具体
的に協議します。外構工事及び書架の
費用については、お見込みのとおりで
す。

7 5月21日

【資料1】実施要領　P.2の5.審査(2)③２次審査実施方法
において、「使用できる資料は企画提案書のみとする」と
ありますが、ヒアリング時のパワーポイント等の発表用
データは、提出した企画提案書に掲載した文章・図版等
を組み替えてプレゼン用に構成しても宜しいでしょうか。
または、提案書の電子データをそのまま用いてプレゼン
を行わなければなりませんか。

２次審査における提案説明時のパワーポ
イント等の発表用データは、企画提案書
の電子データをそのまま使用してくださ
い。

新智頭図書館設計業務公募型プロポーザルに係る質問書に対する回答① （平成30年5月22日まで受付分）



8 5月21日
【資料1】審査委員会　審査委員長及び審査委員の公表
予定はありますでしょうか。また、公表を予定している場
合、公表予定日をお教え頂けますでしょうか。

審査委員長及び審査委員の公表は、第
２回審査委員会（公開）の７月１日を予定
しています。

9 5月21日

【資料4】企画提案書様式　【資料3】参加表明書作成要
領において、提出書類に「ファイル、背表紙など付加し
ない」とありますが、企画提案書についても、参加表明
書と同様にファイル、背表紙は不要と考えて宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

10 5月21日
【配布図面】計画用地PDF　現状敷地図のCADデータ
等を提供して頂くことは可能でしょうか。

CADデータ等の提供は予定しておりませ
ん。

11 5月21日

計画用地範囲について　【配布図面】計画用地PDFには
記載のない倉庫のようなものが、実際にはロータリー西
側に見受けられますが、これは計画用地の範囲に含ま
れますでしょうか。

計画用地PDFには車庫（倉庫のようなも
の）の記載はありませんが、計画用地の
範囲に含まれています。

12 5月21日

【様式2】設計事務所概要　設計事務所の人数につい
て、本業務に関わる配置予定人員ではなく、事務所に
所属する技術職員全体の人数を記載することで宜しい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

13 5月21日

【様式2】設計事務所概要　設計事務所の人数につい
て、協力事務所がある場合、（　）欄の人数には本業務
に関わる配置予定人員ではなく、協力事務所に所属す
る技術職員全体の人数を記載することで宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

14 5月21日
【様式2】設計事務所概要　設計事務所の受賞実績につ
いて、設計事務所の代表者の受賞実績を記載しても宜
しいでしょうか。

＜様式２＞は設計事務所の受賞実績に
ついて記載ください。

15 5月21日

【様式3】事務所設計業務実績　新築の業務実績は平成
20年4月１日以降とありますが、主要構造部を木造とした
業務実績については、平成20年4月１日以前のものを含
んでも宜しいでしょうか。

（資料３）参加表明書作成要領　１【共通
事項】（３）に記載のとおり、平成20年4月
１日以降の実績で業務が完了したものを
記載ください。

16 5月21日

【様式4】設計担当チーム業務実績　総括責任者、主任
技術担当者等の業務実績について、新築・増築・改築
等の制限はありますでしょうか。また、規模や基本計画・
基本設計・実施設計等の別に関しても制限はありますで
しょうか。

（資料３）参加表明書作成要領　４（４）に
記載のとおり、担当業務内容にそれぞれ
の立場で経験した専門知識や応用能力
を発揮した事項が記載できれば制限はあ
りません。



17 5月21日

参加表明書作成要領　（様式３）事務所設計実績　用
途・規模が類似するものは、どのようなものが該当するの
でしょうか？文化施設（博物館・美術館・ホール・図書館
等）は類似施設として良いですか？

問題ありません。受付番号３の回答を参
照ください。

18 5月21日
主要構造部が木造で５００平米以上の建物は民間施設
でも規模が同等であれば類似とみなせますか？

＜様式３＞の「※以下、～」の記載のとお
り、主要構造部を木造とした延床面積が
500㎡を超える建築物であれば類似とみ
なします。

19 5月21日
設計JVで参加する場合、指名願いはJV内全て必要で
すか？

全て必要となります。

20 5月21日 協力事務所も指名願いは必要ですか？ 必要ありません。

21 5月21日
担当技術者の実績は、現在の会社ではなく、過去に務
めていた会社で担当したものでも宜しですか？

平成20年4月1日以降の実績であれば記
載可能です。

22 5月21日
設計JVで参加する場合、様式２・３はＪＶ内全ての企業の
ものが必要でしょうか？もしくは代表企業のみで宜しい
でしょうか？

JVとして1枚にまとめてください。

23 5月21日
企画提案書　提出書類　見積書　と記されていますが、
提案建物の見積書でしょうか？それとも設計業務内容
の見積書でしょうか

設計業務内容の見積書を提出願いま
す。

24 5月21日
事務所設計実績はJVの場合、代表企業が実績を有して
いれば良いですか

問題ありません。

25 5月21日
参加資格に様式３、４－1、4－2の事務所・各担当者の
過去実績は必須条件になりますでしょうか？

必須条件にはなりません。



26 5月21日
前職での同種業務の主担当者実績（図書館5400㎡、大
学学食木造1000㎡等）を各担当者過去実績に記載は
可能でしょうか？

平成20年4月1日以降の実績であれば記
載可能です。

27 5月21日
事務所設立1年未満の事務所のプロポーザル参加は今
回可能でしょうか？

（資料１）「新智頭図書館設計者選定公
募型プロポーザル実施要領」の４参加資
格を満たす者であれば、参加可能です。

28 5月22日

参加表明書作成要領　３【様式３】　事務所設計業務実
績（１）事務所の実績（新築）とありますが、図書館で（ＲＣ
－２Ｆ）延べ面積2,923㎡の内、963.41㎡の増築基本設
計をした建物は実績とならないでしょうか。

＜様式３＞の※で記載のとおり、4件のう
ち2件は、平成20年4月1日以降の公共施
設設計業務実績（新築）を、2件は主要構
造部を木造とした延床面積が500㎡を超
える建築物の実績を記載してください。

29 5月22日
企画提案書作成要領　見積書　任意様式とありますが、
見積もり内容は建築工事費（概算）で宜しいでしょうか。

受付番号２３の回答のとおりです。

30 5月22日
企画提案書作成要領　３留意事項（2）　3Dパースは使
用不可とあるが、どの様なパースは認められないので
しょうか。具体的な例があればお示しください。

3Dパースは原則として使用不可となりま
す。本業務においては設計におけるコ
ミュニケーションを重視します。よってその
コミュニケーションのない段階での最終的
な形を表現したものは評価対象となりま
せん。

31 5月22日
イラスト、イメージ図の表現は認めるとありますが、イメー
ジ写真での表現は宜しいでしょうか。

問題ありません。

32 5月22日
新智頭図書館建設工事計画概要書　５予算額　設計費
（測量等含む）とありますが、地質調査業務は含まれるの
でしょうか。

測量業務全般、地盤調査費用などを含
みます。

33 5月22日
計画用地図２のCADﾃﾞｰﾀがありましたら、頂くことはでき
ませんでしょうか。

CADデータ等の提供は予定しておりませ
ん。

34 5月22日

参加表明書作成要領について
様式3の本業務に用途、規模が類似するものとは、用途
と規模はそれぞれ別に考えてよろしいでしょうか。

受付番号４の回答のとおりです。



35 5月22日

参加表明書作成要領について
様式3には、公共、民間の区別はされていませんが、民
間も実績に含めてよろしいでしょうか。

＜様式３＞の※で記載のとおり、4件のう
ち2件は、平成20年4月1日以降の公共施
設設計業務実績（新築）を、2件は主要構
造部を木造とした延床面積が500㎡を超
える建築物の実績を記載してください。

36 5月22日

参加表明書作成要領について
様式3の用途が類似とは、建築基準法別表1及び国交省
告示15号別添二の十二のみでしょうか。七の教育施設と
十一の福祉・厚生施設も含めてよろしいでしょうか。

問題ありません。

37 5月22日

企画提案作成要領について
3Dパース、BIMの使用は不可との事ですが、企画提案
書の用紙に表現する場合には2次元の表現として取り扱
われますでしょうか。

受付番号30の回答のとおりです。

38 5月22日
企画提案作成要領について
イラスト、イメージ図は、2次元的な表現のみで、立体的
な表現は3Dパースとみなされますでしょうか。

3Dパースのような最終的な形を表現した
ものは評価対象となりません。プロセスを
示す素材としてのイラストやイメージ図は
問題ありません。

39 5月22日 見積書の内訳は、中項目まででよろしいでしょうか。
見積書の内訳は、小項目までお願いしま
す。

40 5月22日 計画用地図のCADﾃﾞｰﾀはもらえますでしょうか。
CADデータ等の提供は予定しておりませ
ん。

41 5月22日 建設費用の上限額は決まっているでしょうか。
建設費用については、今後、企画提案を
受けてから、限られた町の予算の中で具
体的に協議していきます。

42 5月22日
公共事業の実績は元請けとして最低2件以上必要でしょ
うか。

必須条件にはなりません。

43 5月22日
設計契約を受託した場合、問題のない限り監理契約も
締結して頂けると考えてよいでしょうか。

その予定にしております。

44 5月22日
業務範囲に含まれる「測量業務全般」とは具体的にどう
いったものか。地盤調査費用なども含まれるのでしょう
か。

地盤調査費用なども含みます。


