
回 答 書 

 

令和４年７月 11日 

 

 

  女川町長 須 田 善 明   

 

 

業務名 女川町認定こども園及び社会教育施設新築設計業務委託 

質問事項 回答 

・『告示』、『プロポーザル説明書/P.1』 

 業務提案書の提出期限は、『8月 9日(火)』

と『8月 12日(金)』 のどちらでしょうか。 

 

プロポーザル告示 2 概要スケジュール 

(3)業務提案書の提出期限 

・8月 9日（金）となっておりますが、9日

は（火）なので、日付が正と考えてよろし

いでしょうか。 

 

・様式第３号（事業者の業務実績等調書）に

おきまして、①事業者の設計及び監理業務実

績のＡ～Ｃ欄に関しては１件のみか、複数あ

る場合は欄を追加して記入可能かご指示く

ださい。また、②事業者の設計業務実績は５

件までか、それより多い場合は欄を追加して

記入可能か合せてご指示ください。 

 

・様式第４号（配置予定技術者の業務実績調

書）におきまして、管理技術者並びに各主任

技術者用で様式を複製して記入すると考え

てよろしいでしょうか。 

 

・同じく様式第４号におきまして、①保有資

・業務提案書の提出期限は８月９日（火）で

す。 

 

 

・業務提案書の提出期限は８月９日（火）で

す。 

 

 

 

 

・追加での記入を可能とします。 

 

 

 

 

 

 

 

・様式４号を使用し、管理技術者及び各主任

技術者の実績等を記入してください。 

 

 

 

・追加での記入を可能とします。 



格が複数ある場合は欄を追加しても可能か

ご指示ください。 

 

・同じく様式第４号におきまして、②業務実

績Ⅰ、②業務実績Ⅱ、③業務実績Ⅲに関して

は１件のみか、複数ある場合は欄を追加して

記入可能かご指示ください。 

 

・様式第 2号（参加申込書）の２添付書類に

記載されている「事業者及び配置予定技術者

実績等調書（様式第 2 号）」とは、様式第 3

号、第 4号を指すと考えてよいでしょうか。 

 

 

・様式第 4号（配置予定技術者の業務実績調

書）の氏名欄に押印欄がありますが、各技術

者の押印でしょうか、参加申込者の押印でし

ょうか。各技術者が押印する場合、協力事務

所から技術者を配置する際は参加申込者の

押印でよいでしょうか。 

 

・協力事務所は、 

参加申込事業者の共同企業体の構成員とし

ていずれにも応募していない限り、 

他の参加申込事業者の協力事務所として重

複して応募することは可能でしょうか。 

 

・『プロポーザル実施要領/ P.1～2』 

 実績要件である『平成 24 年 4 月以降』の

捉え方ですが、『平成 24 年 3 月以前に業務

契約を結び、平成 24年 4月 15日に実施設計

業務を完了した実績』を含めてよろしいでし

ょうか。 

 

様式 3号 事業者の業務実績等調書 

➀事業者の設計及び監理業務実績(参加資格

 

 

 

・追加での記入を可能とします。 

 

 

 

 

・お見込みのとおりです。 

修正した様式第 2号（参加申込書）を併せて

掲載しますので、修正した様式で提出してく

ださい。万が一、旧様式で提出した場合も有

効とします。 

 

・様式第 4号については、押印不要とします。 

 

 

 

 

 

 

・可能です。 

 

 

 

 

 

・実施要領の記載に「ク 平成 24 年４月以

降に、同種施設の業務を元請（共同企業体含

む）として受注し、告示日までに完了を有し

ていること。」としている為、平成 24 年３

月以前に契約した業務については実績に含

まれません。 

 

 

 



要件) 

・（参加資格要件）とありますのでＡ～Ｃは

平成 24 年 4 月以降受注した実績ということ

でよろしいでしょうか。 

 

 

 

・プロポーザル参加申込書提出時には様式

第２号、第３号、第４号を提出し、様式第５

号は業務提案書提出時に提出すると考えて

よろしいでしょうか。 

 

・『プロポーザル実施要領/ P.1～2』 

参加資格要件である『延べ面積 1,000㎡以

上の体育館』について、学校の体育館を含め

てよろしいでしょうか。 

アリーナ・ステージ・武道場・更衣室等で延

べ面積 1,000㎡以上あり、地域住民への一般

開放をしております。 

 

・実施要領 P1～２第３条（1）ク②にて、小

学校等の教育施設に含まれる体育館につい

ては、その体育館のみの延べ面積が 1,000㎡

を超える場合、この実績要件を満たすと考え

て宜しいでしょうか。 

 

実施要領 P2.参加資格要件（１）ク ② 

体育館の実績について： 

・弊社の有する実績は確認申請の主要用途

は知的障碍者厚生施設なのですが、内容は

知的障碍者のための運動施設で、体育館と

同等の作りをしています。実績として認め

ていただけますでしょうか。 

 

・上記施設には客席がないため、収容人数を

証するパンフレット等がありません。その場

 

・実施要領の記載に「ク 平成 24 年４月以

降に、同種施設の業務を元請（共同企業体含

む）として受注し、告示日までに完了を有し

ていること。」を満たす実績を記載してくだ

さい。 

 

・様式第５号は業務提案書提出時に提出し

てください。 

 

 

 

・学校の体育館を実績に含めてもよいもの

とします。 

体育室とそれに付随する室も含み 1,000 ㎡

以上の場合、実績要件と見なします。 

 

 

 

 

・体育室とそれに付随する室も含み 1,000㎡

以上の場合、実績要件とします。 

 

 

 

 

 

 

・実績に含めてよいものとします。 

 

 

 

 

 

・延べ面積を証明する書類を添付すれば構

いません。 



合は設計図を添付する等でよろしいでしょ

うか。 

 

・実施要領 P2第３条（3）アにて、管理技術

者の実施要件の記載がありませんが、同種施

設の実績は不要と考えてよろしいでしょう

か。 

 

・電気、機械、土木の主任技術者は認定こど

も園と社会教育施設の設計を兼務すること

は可能と考えてよろしいでしょうか。 

 

・様式第 4号（配置予定技術者の業務実績調

書）は土木主任技術者についても②保育所等 

③体育館 の用途に限定した実績が必要で

しょうか。 

 

様式４号  

配置予定技術者の業務実績等調書： 

・機械･電気･構造･土木各主任について 

平成 24 年 4 月以降の延床 500 ㎡以上の保育

所等および、延床 1,000㎡以上の体育館 

の両実績があることは必須条件でしょうか。 

 

・機械･電気･構造･土木各主任について 

業務実績ⅠⅡⅢに記載した内容を証明でき

る書類添付はやはり必要ということでしょ

うか。 

 

 

・機械･電気･構造･土木各主任について 

保育所及び体育館のパンフレット等、定員を

証明できる書類はやはり添付でしょうか。 

 

様式 4号 *記入上の注意事項 

・構造主任においても建築士定期講習修了

 

 

 

・管理技術者の資格要件は一級建築士の資

格有をする者としており、実績要件は不要で

す。 

 

 

・可能です。 

 

 

 

・土木主任技術者については、実績要件はあ

りません。 

 

 

 

 

 

・実施要領第３条（３）のとおり、機械・電

気・土木の主任技術者に実績要件はありませ

ん。 

 

 

・不要です。 

 

 

 

 

 

・不要です。 

 

 

 

 

・不要です。 



証写しの添付は必要でしょうか。 

 

・土木主任技術者が担当する業務の概要に

ついてお示しください。 

 

 

・認定こども園と社会教育施設は別棟で計

画すると考えてよろしいでしょうか。或いは

合築で計画することは可能でしょうか。 

 

・別途で発注される道路設計及び造成設計

は建築設計と連携して同時に進行するもの

と考えてよろしいでしょうか。 

 

・基本計画 P15、P22、P23 において、「てら

みち」の南側に建築物の計画があるようです

が、建物の用途、並びに本施設との関連性に

関してご教授お願いします。 

 

・特記仕様書 P２１「業務対象敷地＋造成計

画図」について、CADデータをいただくこと

は可能でしょうか。 

 

・敷地の測量図（高低差が解るもの）を、で

きましたら CAD データにてご提供いただく

ことは可能でしょうか。 

 

・特記仕様書 P２１「業務の対象敷地＋造成

計画図」の青斜線の本設計業務の対象地につ

いてですが、P２０「業務対象敷地＋計画図

（例）」では旧校舎敷地西南側のヒマラヤス

ギ周辺の東西に延びた細長い敷地の部分に

も、新たに施設が計画されています。当該、

敷地対象外の部分の利用についても提案可

能範囲か、ご教示願います。 

 

 

 

・グラウンド貯留（基本計画 P16）等の外構

設計や、ランドスケープデザインの業務を想

定しています。 

 

・別棟での計画を基本とします。 

 

 

 

・お見込みのとおりです。 

 

 

 

・地区集会所の計画がありますが、建設につ

いて未決定のため、今回の業務範囲外として

います。 

 

 

・業務委託契約後、町に CADデータのあるも

のは提供します。 

 

 

・業務委託契約後、町に CADデータのあるも

のは提供します。 

 

 

・原則、提案不可とし、評価対象外です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



・特記仕様書 P２において、主要構造等で木

造（一部鉄骨造）を基本とありますが、単一

の構造でも可能でしょうか。 

特記仕様書 P1(6)設計の与条件ａ敷地面積 

最下行 

・｢別添の｢設計対象敷地｣図面」ですが、計

画地と考えられる敷地現況と食い違い(道

路形状等)が見受けられます。最新の現況

図等資料はありますでしょうか。 

特記仕様書 P3 ④その他業務 

特記仕様書 P13 ④その他業務 

・ボーリング箇所数が 4本と記載あります

が、認定こども園、社会教育施設それぞれ

に 4本ずつの合計 8ヶ所が調査本数となり

ますでしょうか。 

・ボーリング調査の種類・仕様等で何か

ご指定はありますでしょうか。 

特記仕様書 P3 ④その他業務 

ふたつ目の◎ 

・別途発注する造成設計業務は開発許可申

請を想定したものでしょうか。 

・開発許可申請を想定している場合、その

スケジュールをお聞かせください。

特記仕様書 P20｢業務対象敷地+計画図(例)｣

に関して 

・既存建物の解体スケジュールは決まって

おりますか。 

 ボーリング調査の実施可能時期をお聞

かせください。 

・耐震安全性の分類等諸条件を満たせば可

能とします。 

・敷地現況図を追加掲載します。

・２施設それぞれ４本の合計８カ所程度が

調査本数です。 

・地質調査明細を追加掲載します。

・開発許可申請業務も含まれます。

・令和５年前半の開発許可を予定していま

す 

・解体工事は既に契約済みで、令和５年３月

までの工期です。 

 ボーリング調査は、既存建物解体工事と調

整のうえ、令和５年１月～６月に実施可能と

なる予定です。 




