平成30年5月29日

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② （平成30年5月23日受付分）
受付番号

受付日

質問事項

回答
見積の対象は、（資料２）新智頭図書館
建設工事計画概要書 ４業務範囲に示し
た内容及び企画提案内容により必要とな
る事項を小項目まで提案してください。

45

企画提案書の見積もり書について
5月23日
見積の対象及び内訳の区分についてご教示ください

46

設計業務実績について
回答①受付番号３及び３６の回答を参照
5月23日 本業務に類似する用途の範囲についてご教示ください
ください。
（例：学校建築、保育園）

47

事務所の実績について、事務所で請負った実績ではな
5月23日 く、別の事務所において設計者（確認申請上の設計者） 回答①受付番号１の回答のとおりです。
としての実績を含むことは可能でしょうか。

48

5月23日

49

参加表明書、企画提案書のコーティング紙とはどのよう
5月23日 なものを示しているのでしょうか。いわゆるラミネート加工 お見込みのとおりです。
のようなものを示しているのでしょうか。

50

様式により異なります。＜様式３＞は※で
参加表明書の業務実績において「類似する用途」とは
記載のとおりです。＜様式４＞は公共施
5月23日 「H20.04.01以降に業務完了した公共施設」を指すので
設に限らず、用途、規模が類似するもの
しょうか。
から記載可能です。

51

5月23日

52

5月23日 敷地内の高低差はありますか。

共同企業体として参加する場合、両社とも入札参加資
格は必要でしょうか。

両社とも必要です。

企画提案書にて提出する見積書とは、工事費用ではな お見込みのとおりです。受付番号４５の回
く設計費用の見積書と考えてよいでしょうか。
答を参照ください。

大きな高低差はありません。

53

5月23日 駐輪場の必要台数はありますか。

10台程度を想定しています。

54

(資料1)新智頭町図書館設計設計者選定公募型プロ
ポーザル実施要領の7の(2)の①について、見積書とあり お見込みのとおりです。受付番号４５の回
5月23日
ますが、工事費ではなく設計・測量業務全般に対しての 答を参照ください。
見積書と考えてよろしいでしょうか。

55

参加表明書の提出書類〈様式４－１〉について、「平成20
5月23日 年4月1日以降の業務実績」ですが前所属事務所での業 問題ありません。
務実績を記載してもよろしいでしょうか。

56

5月23日

57

企画提案書作成要領に見積書任意様式を添付とありま
すが、概算工事費内訳書（中項目程度）として考えてよ
5月23日
受付番号４５の回答のとおりです。
ろしいでしょうか。又その場合、書架等の備品は含める
のでしょうか、ご教示下さい。

58

委託業務概要、業務内容に図書館システム設計及び書
書架設計は含みますが、図書館システム
5月23日 架の詳細設計は含まれていますでしょうか、ご教示下さ
設計は含みません。
い。

59

＜様式３＞の※で記載のとおり、4件のう
様式３、事務所設計業務実績について：
ち2件は、平成20年4月1日以降の公共施
5月23日 延床面積が500㎡を超える木造以外の建築物の実績で 設設計業務実績（新築）を、2件は主要構
も記載可能ですか。
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。

60

（資料１）「新智頭図書館設計者選定公
様式3に記載できる実績がなかったとしても、本コンペに 募型プロポーザル実施要領」の４参加資
5月23日
参加することは可能ですか。
格を満たす者であれば、参加可能です
が、1次審査の評価対象となります。

61

様式４－１、４－２について：
5月23日 総括責任者と意匠担当を兼任したり、電気担当と機械
担当を兼任することは可能ですか。

基本計画の２の(2)の⑩について、駐輪場の駐車台数は
受付番号53の回答のとおりです。
何台を想定されていますでしょうか。

担当を兼任することは可能ですが、1次
審査の評価対象となります。

62

積算、電気、機械の主任技術者は特にそれぞれの業務
登録することは可能ですが、１次審査の
5月23日 に特化した実績がない一級建築士でも登録することは
評価対象となります。
可能ですか。

63

構造、積算、電気、機械の主任技術者を協力事務所か
重複することは可能ですが、１次審査の
5月23日 ら配置する場合、他の参加者と重複することは可能です
評価対象となります。
か。

64

工事計画概要書について：
工事費については、今後、企画提案を受
5月23日 予算額 設計費 65,976,000円 とありますが、工事費も けてから限られた町の予算の中で具体的
お教えください。
に協議します。

65

5月23日

66

企画提案書作成要領について：
町開催のワークショップを2回予定してい
5月23日 住民とのワークショップは何回くらい実施される予定です
ます。
か。

67

5月23日

空間の使われ方のイメージを伝えるために、スケッチ
パースを使用しても問題ないですか。

問題ありません。

68

5月23日

審査について：
審査委員の公表はされますか。

回答①受付番号８の回答のとおりです。

69

実績のみで優劣を決めるわけではありま
一次審査において、企画提案書に対して事務所の業務
せんので割合を示すことはしませんが、
5月23日 実績や設計担当チームの実績評価がどのくらいの割合
提案内容の裏付けとして実績は評価対
を占めるかなど評価基準をお教えください。
象となります。

70

5月23日

駐車場30台程度とありますが、地下駐車場とすることは 企画提案することは可能ですが、現状で
可能ですか。
は地下駐車場の想定はありません。

企画提案書の見積書（任意形式）とあるが、内訳は建設
受付番号４５の回答のとおりです。
費の内訳のことか。設計料も見積に含めるか。

71

企画提案書作成要領の3.留意事項(2)で3Dパースは使 具体的な建築の形を示すのではなく、使
5月23日 用不可とあるが、手書きスケッチの空間パースは問題な われ方や設計のプロセスを伝えるもので
いか？
あれば、問題ありません。

72

5月23日

73

お見込みのとおりです。（資料２）で示し
ている設計費は、国土交通省告示第十
五号別添二、十二号第二類として算出し
見積書は業務見積りでしょうか。数字の内容は採点に影 たものに測量業務等を含めた予算額とし
5月23日
響するのでしょうか。
ているため、参考見積書や過去の実績か
らの予算額を算出していません。設計業
務見積の内容についても企画提案いた
だき評価対象とします。

74

5月23日

敷地のCADデータ及びボーリングデータがありましたら CADデータ等の提供は予定しておりませ
ご提供ください。
ん。

75

5月23日

既存図書館の跡地利用について、現時点で何か想定
がありましたらご教示ください。

76

5月23日

協力事務所が他社と重複することは認められていますで
受付番号６３の回答のとおりです。
しょうか。

77

5月23日

駐車場30台に職員用は見込まれていますでしょうか。
（その場合は何台分を想定されていますか。）

公用車を含め5台程度見込んでいます。

78

5月23日

設計共同企業体での参加の場合、協定書の提出が必
要でしょうか。

提出をお願いします。

79

5月23日

各担当者資格及び実績を証明する資料の提出が必要
でしょうか。

（資料３）参加表明書作成要領に基づき、
受賞実績を証明する資料については提
出をお願いします。

設計費（約6,600万円）に監理費は含まれていないという
お見込みのとおりです。
認識でよろしいでしょうか。

新智頭図書館設計業務公募型プロポー
ザルに係る質問事項ではないため回答
できません。

80

5月23日

芝生ひろばの活用法について、現時点で想定されてい 現時点での具体的なイベント等の想定は
るイベント等がありましたらご教示ください。
ありません。

81

5月23日

入札参加資格申請及び納税証明提出は、設計共同企
受付番号４８の回答のとおりです。
業体の構成員全てが満たすべき条件でしょうか。

82

5月23日 駐輪場の想定台数がありましたらご教示ください。

83

5月23日

84

木造実績については平成20年4月1日以前の物件も挙
5月23日
げて良いと認識しておりますが宜しいでしょうか。

（資料３）参加表明書作成要領 １（３）【共
通事項】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。

85

計画用地図１（1/1500）は棒スケールが入っています
が、計画用地図２（1/500）は入っていないので、出力の
仕方で縮尺が狂うおそれがあります。
5月23日
棒スケールを入れた計画用地図２を公表してください。
またこの部分は「新智頭図書館建設工事計画概要書」
の敷地面積約3900㎡と合致するのでしょうか？

本プロポーザルは、新図書館を住民と共
につくる設計者を選定するものであり、具
体的な設計提案を求めるものではありま
せん。現状資料での企画提案をお願いし
ます。

86

5月23日

設計費（測量等含む）65,976,000円（税込）とあります
が、これには現場監理費も含まれますか？

87

5月23日

構造、設備、積算等の協力事務所は、他の提案者の協
受付番号６3の回答のとおりです。
力事務所になることは可能でしょうか？

88

5月23日 審査委員会のメンバーを、できたら公表してください。

受付番号５３の回答のとおりです。

ＢＭに代わるサービスについて、現時点で具体的にどの 具体的なサービスについては現在、検討
ようなサービスをお考えでしょうか。
中です。

含まれません。

回答①受付番号８の回答のとおりです。

