質問回答書
広島東警察署建設工事に伴う基本・実施設計委託の公募型建築プロポーザル
質問事項について，次のとおり回答します。
（質問数：33）

番号
分類
質問事項
回答
1 説明書 様式４ 記載内容の証明者は「提出者（現在の所属組織）」となっています 様式４において，協力事務所に所属する主任担当技術者の記載
P7
が，協力事務所に所属する者を担当者とした場合の証明者は，提 内容の証明者は，協力事務所の代表者としてください。
出者の代表者ではなく，所属する協力事務所の代表者と考えてよ
ろしいですか。
2
提出者の技術力や技術者の技術力の業務の実績で，設計業務に基 設計業務には，基本設計のみの業務を含みます。
本設計業務は含まれますでしょうか。
3
様式２ 設計共同体で参加の場合，様式２は構成員ごとに作成するとあり， 様式２において，設計共同体の場合は次のとおり記載してくだ
①の名称は設計共同体の名称を記載する（説明書Ｐ６-(２)-イ） さい。
とありますが，これは「実績であげる受注形態が共同体の場合に， ・ 「提出者名」は，「設計共同体の名称（実績を記載する構成
その共同体の名称を記載し，単独の受注の場合は，構成員の名称 員の名称）」を記載［例：○○設計共同体（△△設計事務所）］
を記載する」と考えてよろしいでしょうか。
・ 「①名称」は，「設計共同体の名称」を記載
・ 「②設計業務の実績」は，「「提出者名」に記載した構成員
の設計業務（単体・共同体含め）」を記載
4
様式２ 提出者名は設計共同体で参加の場合、共同企業体名で記載すれば 様式２～５において，設計共同体の場合は次のとおり記載して
～５ よろしいでしょうか。また、証明者はどのように記載すればよい ください。
か御教示下さい。
・ 様式２において，「提出者名」は「設計共同体の名称（実績
様式 2 については、実績であげる受注形態が共同体の場合は、そ を記載する構成員の名称）」を記載［例：○○設計共同体（△
の共同体の代表構成員とし、単独受注の場合は、実績をあげた構 △設計事務所）］
成員とする。と考えてよろしいでしょうか。
・ 様式３～様式５において，「提出者名」は「設計共同体の名
様式 4 については、代表構成員以外の構成員を記載する場合は、 称」を記載

所属する組織の代表とする。としてよろしいでしょうか。

5

様式 10

6

様式２

7
8
9
10
11

12
13

様式 10

14

様式 10

・ 様式２において，「証明者」は「代表構成員の代表者」
・ 様式３～５において，「証明者」は「所属組織の代表者」
提示された様式 10 には、記載内容毎に枠を設けた様式となってい 様式 10 については，枠線を削除し，自由にレイアウトすること
ますが、これにとらわれずＡ４・１枚に自由にレイアウトしても は可能です。ただし，必要な記載事項は，様式内に必ず記載し
よろしいでしょうか。
てください。
「提出者の設計業務の実績」に記入する項目は，海外の行政庁か 業務の実績については，説明書 15-(3)のとおり，「日本国内の業
ら発注された業務についても構いませんでしょうか。
務の実績」をもって判断します。
対象敷地の cad データ（敷地図）はありますでしょうか。
敷地図データを提示します。
対象敷地に隣接を計画している建物の規模や大きさ，デザイン等 隣接地に計画されている建物の規模等は，県では，現時点で把
を教えて下さいますか。
握していません。
既存の東警察署等（附属建物を含む）の平面図，断面図，立面図， 公表できる図面等はありません。
詳細図等の cad データ・図面はありますでしょうか。
なお，最終選定された設計者には類似設計例の参考設計図書と
して，近年建設した広島県内警察署の図面を資料提供する予定
です。
地質調査資料はありますでしょうか。
地質調査資料を提示します。
建物の駐車台数の確保はありますか。また，想定駐車台数等あり 駐車台数は，
ますか。
車庫：大型車１台，中型車９台，小型車 21 台，単車３台程度
公用バイク置場：30 台程度
外来者用駐車場：身障者用１台以上を含む 25 台程度
来庁者用駐輪場：35 台程度
を想定しています。
付属棟等の「非Ｗ造」とは「木造以外の構造」ということでよろ 「木造以外の構造」としてください。
しいでしょうか。
様式 10 に「コスト管理に関する工夫及び管理方針」とありますが， 様式 10 の「コスト管理」とは，設計業務において行う建設工事
ここでの管理は工事監理のことでしょうか。
費の管理を指します。
様式 10・11・12 で求められるテーマの記載をすれば様式枠線を自 様式 10，11，12 については，枠線を削除し，自由にレイアウト

～12

由にレイアウトしてもよろしいでしょうか。

15

参加表明及び技術提案，ヒアリングの採点の通達はありますでし
ょうか。

16 説明書
P10

ヒアリングを行ったものに 10 万円を支払うとありますが，技術提
案を要請された７者まで支払われるということでしょうか。

17 説明書
P10
18 説明書
P10
19

ヒアリングには，合計何名参加可能でしょうか。（管理技術者，主
任技術者，ＰＣ操者等を合計○名可能等）
ヒアリングに模型の持ち込みは可能でしょうか。

20
21
22

建設予定地の敷地測量図若しくは，面積が判断できる詳細敷地図
があればご提示願います。
建設予定地の地質調査資料，設備などのインフラに関する資料が
ございましたらご提示願います。
建設予定地周辺の開発状況がわかる資料があればご提示願いま
す。
様式１ 設計共同体で参加する場合の提出者について
様式１には「様式７の事例を参考に作成」とされていますが，様
式１の提出者は様式９と同様，様式６代表構成員でよろしいでし
ょうか。

することは可能です。ただし，必要な記載事項は，様式内に必
ず記載してください。
技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の特定に係る結果
は，別紙６－１・別紙６－２により，県ホームページにおいて
公表します。
技術提案書の提出者として選定された７者程度のうち，ヒアリ
ングを行った者に対し 10 万円を支払います。ただし，設計者と
して契約した者，失格者及びヒアリングを辞退した者は除きま
す。
ヒアリングの日時，場所，参加可能人数等は，技術提案書の提
出者に別途連絡します。
ヒアリングの日時，場所，参加可能人数等は，技術提案書の提
出者に別途連絡します。
No7 のとおりです。
地質調査資料については，No10 のととおりです。
設備などのインフラに関しては，提供できる資料はありません。
県から提供できる資料はありません。
様式１及び様式９の提出者は，様式６を参考に，次のとおり記
載してください。
（提出者）
○○○○設計業務
○○・△△設計共同体
設計共同体代表構成員の
住所，商号又は名称

及び代表者氏名 印
設計共同体構成員の
住所，商号又は名称
及び代表者氏名 印

23
24
25
26
27

（作成者）
所属組織名称
担当部署
氏名
電話
FAX
E-mail
様式１ 様式１の登録番号は共同体の場合，代表構成員と理解してよろし 設計共同体の場合，様式１の登録番号は次のとおり，２者の登
いでしょうか。
録番号を記載してください。
「（代表構成員の登録番号）・（構成員の登録番号） 」
業務実績の業務完了とは，設計業務完了と理解してよろしいでし 説明書Ｐ６の「業務完了」とは，「設計業務の完了」を指します。
ょうか。
広島県国民健康保険団体連合会発注の国保会館を設計いたしまし 同種業務において，「官公庁施設」とは，庁舎，警察署，消防署，
た。同種業務として可能でしょうか。
税務署，保険所その他これらに類するものです。
質問の団体事務所は，上記「官公庁施設」に該当しません。
別紙７ 受賞歴は別紙７に記載されているほか，都道府県知事賞や各種団 別紙７に記載の賞以外のものについては，具体的な賞の名称を
体賞等は評価対象になるのでしょうか。
明記の上，ＦＡＸ又は電子メールで担当課へ問い合わせてくだ
さい。
様式７ 様式７設計共同体協定書は他様式と併せてバラで提出，袋とじと 様式７の提出は，記載の２種の方法のいずれの方法でも可能で
し別に提出，の何れでしょうか。
す。

28
29
30
31

32 説明書
P8
33

二葉の里土地区画整理事業施工地区図の CAD ﾃﾞｰﾀをご提示いただ
くことは可能でしょうか。
当該敷地の地盤調査結果等、地盤状況について資料をご提示いた
だくことは可能でしょうか。
当該敷地および周辺建物のインフラ（上下水、ガス、電気、通信
等）整備状況が分かる資料をご提示いただくことは可能でしょう
か。
別棟 来庁者用駐車場（60 ㎡）は屋内車庫としての計画でしょう
か。また想定台数があればご提示ください。
「12(１)提出書類
９(２)により」とあるが，間違いではないか。
別紙９ 「３(３)ウ 過去の受賞歴（管理技術者）
管理技術者について，」とあるが，間違いないか。

No7 のとおりです。
No10 のとおりです。
県から提供できる資料はありません。
諸室配置のうち，別棟「来庁者用駐車場 60 ㎡」は，「来庁者用
駐輪場 60 ㎡」の誤りです。
来庁者用駐輪場は，35 台を想定しています。
なお，来庁者用駐車場は平面駐車場として，身障者用１台以上
を含む 25 台を想定しています。
「12(１)提出書類
９(２)により」は，
「12(１)提出書類
11(２)により」と読み替えてください。
「３(３)ウ 過去の受賞歴（管理技術者）
管理技術者について，」は，
「３(３)ウ 過去の受賞歴（管理技術者等）
管理技術者及び総合主任担当技術者について，」と読み替え
てください。

