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令和３年１月２９日 

 

西陵中学校区小中一貫教育校施設整備事業設計業務委託に係る公募型プロポーザル 

質問及び回答 
 

 

No 質  問 回  答 

1 質疑回答内容は，「小栗栖中学校区小中一貫教

育校施設整備事業設計業務委託に係る公募型

プロポーザル」についても，同様と考えて宜し

いでしょうか。 

本シートの回答は「西陵中学校区小中一貫教育

校施設整備事業設計業務委託に係る公募型プロポ

ーザル」（以下，西陵）にのみ適用します。 

なお，西陵と小栗栖のどちらにも共通する質問

については両案件に対する質問とみなし，それぞ

れに質問回答を記載します。 

 

2 （募集要領 P2） 

2 社以上の共同企業体（ＪＶ）として参加する

ことは可能でしょうか。 

共同企業体（ＪＶ）の参加は認めていません。 

3 （募集要領 P2） 

共同企業体としての参加が可能な場合，共同企

業体結成届の控えなど書類を添付する必要は

ありますでしょうか。 

共同企業体（ＪＶ）の参加は認めていません。 

4 （募集要領 P2） 

法人の設計事務所の場合，代表者および役員を

「自社の社員」として，管理技術者及び主任技

術者に配置することは可能でしょうか。 

代表者及び役員（社外役員を除く）を管理技術

者又は設計担当主任技術者に配置することは可能

です。ただし，管理技術者と設計担当主任技術者

を兼任することはできません。 

5 （募集要領 P2） 

個人事業主の設計事務所の場合，代表者を「自

社の社員」として，管理技術者及び主任技術者

に配置することは可能でしょうか。 

代表者を管理技術者又は設計担当主任技術者に

配置することは可能です。ただし，管理技術者と

設計担当主任技術者を兼任することはできませ

ん。 

6 （募集要領 P2） 

個人事業主同士の共同企業体の場合，各設計事

務所の代表者を，それぞれ管理技術者及び主任

技術者に配置することは可能でしょうか。（一

級建築士資格取得後それぞれ必要実務経験を

有する） 

共同企業体（ＪＶ）の参加は認めていません。 

7 （募集要領 P1） 

二次審査の際に，一次審査の結果（点数）は加

味されるでしょうか。 

評価要領２評価の方法⑹に記載のとおり，第一

次審査と第二次審査の合計点により評価します。 

8 （募集要領 P1） 

「第二次審査では，技術提案書の第７号様式及

び第８号様式についてヒアリング審査」と記載

がありますが，プレゼン内容については，第５

号様式に関する内容を含めてもよいと考えて

よろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 
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9 （評価要領 P1） 

ヒアリング審査の会場・設営状況についてご教

示ください。（部屋のサイズ，プレゼン時間，

パワーポイントの投影の可否等） 

第一次審査結果の通知に合わせて，第二次審査

対象者に示します。 

10 （技術提案書等の作成に関する説明書 P2） 

材工分離発注との記載がありますが，具体的に

本体工事業者との区分はどこまでを想定され

ているでしょうか。（原木のみ支給，製材を支

給，プレカット材を支給，など） 

現在，品質確保及び実行性等の観点から区分を

含めて材工分離発注の詳細を検討しているところ

です。 

11 （技術提案書等の作成に関する説明書 P2） 

上記に関連して，本工事の成果品となる実施設

計図とは別冊で，木材分離発注用図書を取りま

とめる必要があると考えてよろしいでしょう

か。 

貴見のとおりです。 

12 （第５号様式） 

「提出者を特定できる内容の記述（具体的な社

名等）は記載しないでください。」と記載あり

ますが，体制強化をアピールするために協力事

務所や専門知識を有するアドバイザーなどの

具体名を示すことは可能でしょうか。 

可能です。ただし，協力事務所名から提出者が

容易に類推できる場合は，事務局にてマスキング

する可能性があります。 

13 

 

（評価基準 P3） 

「※３ 増築及び改築工事にあっては，増築及

び改築部分の面積とする」とありますが，同時

に改修工事を行う場合は，改修部分の面積を含

めることは可能でしょうか。 

改修部分の面積は含めません。 

14 （設計業務委託仕様書 P1） 

３ 本業務委託の範囲について，（２）京都市

立福西小学校校舎解体撤去工事に係る実施設

計に関連して，本業務委託範囲内に，「既存建

物のアスベスト調査および協議・ＰＣＢ調査お

よび協議」は別途業務であると考えてよろしい

でしょうか。 

解体建物等におけるアスベスト及びＰＣＢ等有

害物質含有建材の有無の調査は，本業務に含みま

す。既存図面等の確認や現地での目視による調査

（分析調査を除く）を想定しています。分析調査

が必要なものについては，別途業務にて実施しま

す。 

15 （設計業務委託仕様書 P1） 

３ 本業務委託の範囲について，「土壌汚染対

策法に係る調査および協議」「埋蔵文化財発掘

調査および協議」は別途業務であると考えてよ

ろしいでしょうか。 

土壌汚染対策法の第４条第１項の規定に基づく

土地の形質の変更の届出に必要な土地の形質変更

範囲を示す図面（配置図，断面図等）の作成業務

については本業務に含みます。 

埋蔵文化財発掘調査については，計画地内は埋

蔵文化財包蔵地には該当せず，調査及び協議は不

要です。 

16 （設計業務委託仕様書 P8） 

「照査技術者は，管理技術者，設備主任技術者

及び設計担当者～」とありますが，照査技術者，

管理技術者，設計担当者以外に電気，機械を統

括する設備主任技術者の配置が必要との理解

でよろしいでしょうか。 

設備主任技術者の配置は求めていません。 
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17 （設計業務委託仕様書 P18,22,24） 

別表第 3-1,4-1,4-2 に京都市公共建築デザイ

ン協議会資料とありますが，どのような資料が

いつ頃必要かご教示ください。 

公共建築デザイン協議会は，基本設計完了時点

の建築計画，設備計画等について審議を行う庁内

会議です。作成資料は，基本設計説明書を基に，

スタディ模型やパース等を交え，プレゼン用に作

成する資料を想定しています。 

公共建築デザイン協議会の実施は，基本設計終

了後，実施設計までの間で実施を予定しています。 

18 （第３号様式①，第４号様式①） 

同業種の実績として記載する”設計コンセプ

ト，施設の特徴，本業務の参考となる事項等”

で説明のために簡単な平面イメージ図，イメー

ジパース等を添付することは可能でしょうか。 

技術提案書等の作成に関する説明書２－２に記

載のとおり１ページに納まる範囲でイメージ図，

イメージパース等を記載することは，差し支えあ

りません。 

19 （設計業務委託仕様書 P9） 

敷地のＣＡＤデータを受領することは可能で

しょうか。 

測量を踏まえた敷地のＣＡＤデータは保有して

いないため貸与できません。過去に改修工事等で

作成された敷地のＣＡＤデータは契約後に貸与が

可能です。 

20 （基本計画説明書 P19～21） 

１６諸室緒元表で，与件面積に対して計画面積

で増えた部屋がありますがどちらの条件を基

にプラン検討を行えばよろしいでしょうか。 

計画面積を基に検討を行ってください。ただし，

必要に応じて，与件面積を基に提案をしていただ

いても構いません。 

21 （設計業務委託仕様書 P2） 

（2）解体撤去工事に係る実施設計について 

①アスベスト・ＰＣＢ含有調査は別途と考えて

宜しいでしょうか。本業務に含む場合は，具体

的な仕様をご教授願います。 

②既存建物図面 CAD データ一式の貸与は可能

と考えて宜しいでしょうか。 

③解体図の作成に当たっては，既存建物図面の

切貼りをベースに考えて宜しいでしょうか。 

① アスベスト及びＰＣＢ含有調査については，

質問１４の回答と同じです。 

② 既存建物図面は概ねＰＤＦデータまたは紙で

の貸与になります。一部の建物については，改修

工事等で作成されたＣＡＤデータも契約後に貸与

が可能です。 

 なお，建設当時の図面がない建物もあります。 

③ 解体図書の作成に当たっては，既存建物図面

をもとに現地調査を行い，解体建物の現況を反映

させたものとする必要があります。 

22 （設計業務委託仕様書 P9） 

13 貸与品等 （1）貸与品について 

・測量業務一式は別途と考え，測量報告書及び

データ一式の貸与は可能と考えて宜しいでし

ょうか。 

設計業務委託仕様書P18別表第3－1に記載のと

おり，設計に関わる敷地測量は本業務に含みます。 

貸与予定の測量図は，部分的な横断面図，求積

図のみです。 

 

23 （設計業務委託仕様書 P19） 

別表第 3-1 計画通知等の申請について 

①計画通知及び省エネルギー適合性判定の手

数料は別途と考えて宜しいでしょうか。 

②敷地境界変更届は今回該当なしと考えて宜

しいでしょうか。本業務に含む場合は具体的な

仕様をご教授願います。 

③既存不適格調書の作成は，不要と考えて宜し

いでしょうか。 

① 計画通知における申請手数料は不要です。 

省エネルギー適合性判定については，本市建築審

査課に申請するものとし，申請手数料は不要とし

ています。 

② 敷地境界変更届は想定していません。 

③ 既存不適格調書の作成は想定していません。 

24 （設計業務委託仕様書 P19） 

別表第 3-1 保全資料の作成について 

・建築基準法第 12 条の規定に基づく建築物の

定期点検に要する図書の作成は，今回該当なし

と考えて宜しいでしょうか。本業務に含む場合

は，具体的な仕様をご教授願います。 

本業務に含みます。京都市建築基準法施行細則

に定める必要な図書を作成してください。 
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25 （設計業務委託仕様書 P18） 

別表第 3-1 について 

・土壌汚染対策法関連業務及び開発許可関連業

務一式は別途と考えて宜しいでしょうか。 

土壌汚染対策法関係業務については，質問１５

の回答と同じです。 

開発非該当で想定しています。開発非該当の申

請は本業務に含みます。 

26 （基本計画説明書 P21） 

16 諸室諸元表について 

・アリーナ（大・小）の想定する協議種目とコ

ート数をご教授願います。 

以下のとおり想定しています。 
【大アリーナ】 

・バスケットボール 
長手方向のコートを１面 
短手方向のコートを横並びで２面 

・バレーボール 
  長手方向のコートを１面 

短手方向のコートを横並びで２面 
【小アリーナ】 

・バスケットボール 
短手方向のコートを横並びで２面 

・バレーボール 
長手方向のコートを１面 
短手方向のコートを横並びで２面 

27 （設計業務委託仕様書 P8） 

委託仕様書にあります照査技術者について，受

託候補者に選定された後に再委託する，も 

しくは選定の後に共同企業体を結成した上で

その中から決定することでもよろしいでしょ 

うか。 

業務委託仕様書第３章７に定めるとおり，本市

が特別の理由があると認める場合を除き，技術提

案書による履行体制で当該業務を履行しなければ

なりません。選定後に履行体制を変更し，再委託

することはできません。 

また，共同企業体（ＪＶ）での参加は認めてお

らず，照査技術者を再委託する事務所から選定す

る場合は，参加表明書の様式３に再委託する協力

事務所を明記する必要があります。 

28 （技術提案書等の作成に関する説明書 P3） 

設計担当主任技術者を「ウ 大学（建築に関す

る専門課程）卒業後７年以上の建築設計の実務 

経験を有する」者から選定した場合，「４ 参加

資格の確認」にあります添付書類「設計担当主 

任技術者の資格を証明し得る資料」はどういっ

たものを想定されておりますでしょうか。 

以下の内容を記載し，提出者が所属する事務所

の代表者の押印がなされた資料を想定していま

す。 

・従事した設計業務の名称，期間及び内容 

・設計業務に従事した合計期間 

29 （第３号様式②，第４号様式②） 

技術提案書３号及び４号に CPD の取得状況の

記入がございますが，単位数は審査対象項目 

の１つであり，参加要件ではないと考えてよろ

しいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

30 （募集要領 P2） 

今から一般競争入札有資格者名簿に登録する

ことはできますか。 

令和２年度の一般競争入札有資格者名簿の登録

期間は終了しており，今から登録することはでき

ません。なお，本プロポーザルは令和２年度特定

調達（ＷＴＯ等）契約の競争入札参加資格申請で

も参加資格を得ることが可能です。詳しくは募集

要領３参加資格⑵をご確認ください。 

 


