
9 募集要項 P.4
5(4)必要備品等調達計画書の作成については、様式集に記載が
ありませんが、自由書式と考えてよろしいでしょうか。

よろしい。

8 募集要項 P.4
5(4)必要備品等調達計画の作成評価は事業者選定基準書のう
ちP.6(2)施設整備に関する事項<表3-2>のどの評価項目に位置
付けられるでしょうか。

事業者選定基準書のうちP.6（2）施設整備に関する事項＜表3-2
＞中（3）～（6）において、採点の参考とする。

募集要項 P.4

4　整備等費用の支払い条件について、令和3年度の設計に係る
前払金15,000千円は消費税を含む金額でしょうか。消費税込み
とすると、本体価格には端数が生じてしまうので確認させてくださ
い。

消費税込みの金額とする。

募集要項 P.3
2　事業の概要について(5)事業内容において、土地利用申請業
務は変更等も含め別途と考えてよろしいでしょうか。

よろしい。ただし、適合証明に係る申請業務は本業務に含む。

募集要項 P.13

7（2）事業及び選定スケジュール⑦及び⑧について優先交渉権
者決定から基本協定・事業契約仮契約までの期間が短く内容を
検討できないため、事前に基本協定書・事業契約仮契約書を公
表していただくことは可能でしょうか。

調整中（6/4事業者参加申込時までに公表する予定です。）5

4

7

6

募集要項 P.11
提案書の要約版の体裁について、用紙の大きさや枚数等の制約
があればご教示願います。

A4サイズ又はA3サイズとし、A3サイズを使用する場合にはA4サ
イズ折り込み提出すること。枚数についてはプレゼンテーション
内で説明できる範囲内を限度としたうえで、完結に分かりやすく
作成されたい。

1 募集要項 P.5
「設計と工事監理、工事と工事監理を同一の者が兼ねることはで
きない」とありますが、設計と兼ねることができないのは工事管理
と読み替えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。なお、設計業務の管理技術者とは別の管理
技術者が工事監理に配置される場合は同一企業内であっても差
し支えない。

募集要項 P.7

代表構成員の要件としての施工実績は、最大出資者としての実
績を求められていますが、加点対象となる施工実績としては、最
大出資者でない実績でも可。と読み解けますが、その解釈で宜し
いでしょうか。

お見込のとおり。ただし、事業者選定基準書P.6※2、3を参照され
たい。

令和３年５月１８日公告の「牧之原市多目的体育館整備事業」における、募集要項及び要求水準書に関する質疑について以下のとおり回答します。

№ 公表資料名称 該当ページ 質疑内容 回答

3

2

募集要項 P.12
プレゼンテーションについて、提案書に記載のある範囲内であれ
ばパワーポイントなどのプレゼンソフトを活用してもよろしいでしょ
うか。

よろしい。



15 募集要項 P.6

②設計を担う者の資格要件（ウ）屋内体育施設の実施設計業務実績につ
いて、屋根付きテニスコート（開放性のあるテニスコート）延べ床面積
2,700㎡以上（8,000㎡程度）の施設の場合、建築基準法上延べ床面積に
算入される施設ですが、屋内体育施設と判断してよろしいでしょうか。

よろしい。ただし、施設の主たる用途が体育館ではない場合は実
績として認めない。

14 募集要項
契約保証金の記載がありませんが、必要と考えてよろしいでしょ
うか。また、必要な場合の保証率をご教示願います。

お見込みのとおり。なお、保証率については契約額の10％とす
る。

13 募集要項 P.13
7　募集手続きに関する事項⑧について、仮契約の契約書（案）
は、いつ公表していただけますでしょうか。

調整中（6/4事業者参加申込時までに公表する予定です。）

12 募集要項 P.13
7　募集手続きに関する事項⑦について、（イ）締結に係る協議に
て、基本協定書（案）は、いつ公表していただけますでしょうか。

調整中（6/4事業者参加申込時までに公表する予定です。）

11 募集要項 P.5
提案書の要約版の作成等について、提案書の要約版の書式、
枚数制限等がありましたら、ご教示願います。

A4サイズ又はA3サイズとし、A3サイズを使用する場合にはA4サ
イズに折り込み提出すること。枚数についてはプレゼンテーショ
ン内で説明できる範囲内を限度としたうえで、完結に分かりやす
く作成されたい。

10 募集要項 P.5

6　参加要件(2)③複数業務の実施について、設計と工事監理、工事の工
事監理を同一の者が兼ねることができないとありますが、業務の効率
性、適正な意図伝達・品質管理という面から、設計企業と工事監理企業
は別の担当者であれば、同一企業でもよいと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。



令和３年５月１８日公告の「牧之原市多目的体育館整備事業」における、募集要項及び要求水準書に関する質疑について以下のとおり回答します。

№ 公表資料名称 該当ページ 質疑内容 回答

2 要求水準書 P.8
外構に体育館とは別棟で駐輪場や歩廊を計画する場合の建築
面積は3,380㎡に含まないということでよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

1 要求水準書 P.8
建築面積の算定方法は建築基準法によるものでしょうか。3,380
㎡以上となる提案をしてもよろしいでしょうか。

想定する建築面積は建築基準法によるものではない。敷地造成計画上、
52m×65mの建築物として想定した。南北の体育館延長については進入
路や法面、側溝等を考慮して52mとした。想定面積以上の提案も認める
が、関係法令の遵守、総合的な維持管理を考慮して提案されたい。

4 要求水準書
P.24

別表1

トレーニングルームについて、牧之原市体育館整備基本計画
(P.16)では夜間利用も可能な施設とありますが、要求水準書には
記載がありません。夜間利用は行わないということでよろしいで
しょうか。

夜間利用も可能な施設としてご提案頂きたい。

3 要求水準書 P.8

メインフロアの想定面積について牧之原市体育館整備基本計画
（P.9）では38m×48mとなっていますが、要求水準書では39m×
48mとなっています。要求水準書を正としてよろしいでしょうか。ま
たこの寸法は芯寸法という解釈でよろしいでしょうか。

要求水準書を正とし、要求する想定面積は有効面積として提案
されたい。

6 要求水準書 P.8
3　設計の要求水準（1）①（ア）について、建築面積は3,380㎡（52
ｍ×65ｍ）を敷地造成上限界面積と想定しているとありますが、
算定根拠がありましたらご教示願います。

敷地造成計画上、52m×65mの建築物として想定している。東西
延長については、隣接の放射線防護施設の位置を勘案し、関係
法令を遵守し、総合的な維持管理を考慮して提案されたい。

5 要求水準書 P.6

（2）施設計画概要の建築面積の想定が3,380㎡（52m×65m）以
内と記載されていますが、面積が3,380㎡以内ならば、若干の縦
横比の変更は可能と考えてよろしいでしょうか。（例えば3,339㎡
（53m×63m）など）

可能とする。ただし、要求する機能を満たし、関係法令の遵守、
総合的な維持管理を考慮して提案されたい。

8 要求水準書 P.8
3　設計の要求水準（1）①（ウ）について、メインフロアとは、競技
を実施するアリーナ部分のみを指すと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

7 要求水準書 P.8
3　設計の要求水準（1）①前提条件（オ）について、感染症対策に
配慮した施設配置・・・とありますが、どの程度必要でしょうか。ご
教示願います。

施設利用者の目線に立ち、不便が生じないことを前提に提案さ
れたい。
施設内の空気循環、吸排気等、設備に依存しない良好な環境づ
くりを提案されたい。

9 要求水準書 P.8
3　設計の要求水準（1）①（オ）放射線防護機械室について、放射
線防護機械室とは、別表-1（P.26）の浄化装置機械室を指すと考
えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。



10 要求水準書 P.11
3　設計の要求水準（2）④サイン計画について、設置する案内サ
インには点字及び音声による案内が可能なものとするとあります
が、全てのサインについて必要でしょうか。ご教示願います。

施設利用者の目線に立ち、不便が生じないことを前提に提案さ
れたい。
頭上表示等利用者が触れることのできない箇所については必要
に応じて案内が可能な提案をされたい。

12 要求水準書 P.15

3　設計の要求水準（5）①基本・実施設計業務について、提案内
容に基づき、品名、参考購入金額を記した備品調達計画書を作
成することとありますが、事業者提案に基づき市が全て購入する
と考えてよろしいでしょうか。

備品調達計画書の提案に基づき、施設完成後の維持管理運営
を想定し要不要の判断をしながら購入を決定する。また、計画書
の内容に疑義が生じた場合は、事業者に対し説明を求める場合
がある。

11 要求水準書 P.13
⑧機能性（室内環境等）について「・諸室を分割するに当たり、ガ
ラス張りにし・・・」とありますが、採用箇所は提案に委ねられると
考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

14 要求水準書 P.18
3　設計の要求水準（5）⑦【実施設計完了時提出物】（3）実施設
計説明書と（4）実施設計説明書（基本設計説明書に準ずる）とは
異なるものでしょうか。ご教示願います。

（3）実施設計説明書は誤り。（4）を正とする。

13 要求水準書 P.15
3　設計の要求水準（5）②積算業務について、実施設計書が必
要とありますが、提案書における、提案価格との区別はどのよう
にお考えでしょうか。ご教示願います。

提案書における提案価格とは、概算の価格であり、上限金額及
び価格の内訳を確認し評価する。実施設計書は提案内容に基づ
き、詳細に設計し、根拠を持った設計とするものである。実施設
計時においても上限金額を超えることのないよう提案されたい。

16 要求水準書 P.24

別表1（建築要求水準表）について、「多目的ルーム」の音響設
備、映像環境、鏡、プロジェクター、スクリーン等は事業者の提案
とありますが、最低基準あるいは目安がありましたらご教示願い
ます。

最新の機材を選定するとともに、利用者が操作しやすく、耐用年
数や修理・交換コスト、設備更新などに配慮した維持管理のしや
すい提案をされたい。

15 要求水準書 P.19

4　工事の要求水準（1）④（カ）について、備品調達については本
工事に含まないが、本施設の基本機能として建物と一体になる
ような什器・備品については設計業務に含むとありますが、市と
協議のうえ事業者が提案すると考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

19 要求水準書 P.25

別表1（建築要求水準表）について、「エントランスロビー」に施設
掲示板を設置し、利用者の利便性、視認性を高めることを考慮
し、必要に応じてデジタルサイネージ等を検討することとあります
が、デジタルサイネージを設置する場合、本工事と考えてよろし
いでしょうか。

お見込みのとおり。

17 要求水準書 P.25

別表1（建築要求水準表）について、「研修・会議室」の音響設
備、映像環境、鏡、プロジェクター、スクリーン等は事業者の提案
とありますが、最低基準あるいは目安がありましたらご教示願い
ます。

最新の機材を選定するとともに、利用者が操作しやすく、耐用年
数や修理・交換コスト、設備更新などに配慮した維持管理のしや
すい提案をされたい。

18 要求水準書 P.25
別表1（建築要求水準表）について、「観覧席」は各諸室の規模検
討の中で最大限確保できるよう整備するとありますが、最低基準
あるいは目安がありましたらご教示願います。

最新の機材を選定するとともに、利用者が操作しやすく、耐用年
数や修理・交換コスト、設備更新などに配慮した維持管理のしや
すい提案をされたい。



21 要求水準書 P.27
別表2（設備要求水準表）について、「誘導支援設備」について方
式及び設置範囲は事業者の提案とありますが、目安がありまし
たらご教示願います。

施設利用者の目線に立ち、不便が生じないことを前提に提案さ
れたい。
案内サインと同様の考え方とするが、避難誘導の観点からも設
置範囲等を検討し、提案されたい。

20 要求水準書 P.26
別表1（建築要求水準表）について、延面積5,000㎡以上とすると
ありますが、想定根拠がありましたらご教示願います。

近隣自治体の事例、実績を参考に設定したものである。

22 要求水準書 P.27

別表2（設備要求水準表）について、「自家発電設備」について放
射線防護設備に係る自家発電設備は別途と考えてよろしいで
しょうか。また、その発電機の設置スペースを提案する必要があ
りますか。ご教示ください。

放射線防護設備については、体育館に整備される商用電源や自家発電
設備に接続して空気浄化ユニット・空調（一部）等を稼働させる計画として
いる。
自家発電設備はメインフロアの空調使用を前提とした提案をされたい。



9

8

7

6

5

4

3 選定基準書
P.5
（6）

市内業者契約予定額の提案について、具体的に契約予定であ
る市内業者名等を提案書に明記するという認識でよろしいでしょ
うか。

可能な範囲で明記を願いたい。業者名まで明記できない場合
は、契約業種及び市内業者か否かの区別が判別できるよう提示
願いたい。

2 選定基準書
P.5
（6）

市内業者契約予定額について、特定建設工事共同企業体の代
表構成員以外の構成員の出資比率は含まないという認識でよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおり。

1 選定基準書 P.6

代表構成員の要件としての施工実績は、最大出資者としての実
績を求められていますが、加点対象となる施工実績としては、最
大出資者でない実績でも可。と読み解けますが、その解釈で宜し
いでしょうか。

お見込みのとおり。ただし、事業者選定基準書P.6※2、3を参照さ
れたい。

令和３年５月１８日公告の「牧之原市多目的体育館整備事業」における、募集要項及び要求水準書に関する質疑について以下のとおり回答します。

№ 公表資料名称 該当ページ 質疑内容 回答



9 様式集 共通
押印する代表者印は、貴市に指名願時に委任している営業所長
や事務所長印で宜しいでしょうか。

本事業を実際に行う者（支店・営業所）の代表者印とする。

8 様式集 P.11

設計実績の根拠書類として、建物の概要が分かるものとありま
すが、複合施設の場合体育館部分の面積の根拠として確認申
請書に記載されている面積とし、実績根拠書類は契約書と確認
申請書・検査済証の提出でよろしいでしょうか。

よろしい。

7 様式集 P.10

担当予定の管理技術者について管理技術者経歴の欄がありますが、職
務経歴を記載するのか、同種の設計実績の経歴を記載するのか、具体
的にどのような内容を記載すればよろしいでしょうか。ご教示願います。
また、設計実績を記載する場合、件数は1件のみでよろしいでしょうか。

同種の設計実績の経歴を記載し、実績の数については技術者
の経験を判断できる件数としてください。

6 様式集 P.29～43
様式の枠の大きさについて、製本等に支障がない範囲であれば
枠を広げてもよろしいでしょうか。

よろしい。

5 様式集 P.13

『工事実績調書』に記載する工事実績は、同一企業の実績であれば他支
店・営業所の実績でも可能でしょうか。また、その際に建設企業の欄は、
①本店の情報を記載する。②工事実績を受注した支店・営業所の情報を
記載する。③本件参加する支店・営業所の情報を記載する。のどれで
しょうか。

本店を含め、工事実績を受注した支店・営業所の情報とする。

4 様式集 P.11
『建設企業に関する資格』について、「資格者名簿の登録番号」
を記載する欄があるが、これは令和3・4年度入札参加資格審査
申請の受領書に記載のある受付№の数字で合っていますか。

お見込みのとおり。

3 様式集
P.10
P.12

「設計企業と管理技術者の雇用関係を証明するもの」「建設企業
（代表企業及び構成企業全て）と専任する監理技術者等の雇用
関係を証明するもの」とありますが、雇用関係を証明する提出書
類は「健康保険被保険者証の写し」でよろしいでしょうか。

よろしい。

2 様式集 P.6
委任状に記載のある『募集参加代理人』とは、いわゆる担当者と
いう認識でよろしいでしょうか。また担当者と代理人が同一人物
でもよろしいのでしょうか。

応募者が認めた代理人であれば差し支えない。また代理人を設
定しない場合には代理人設定は不要。

1 様式集 P.1
『工事施工証明書』は『必要な場合のみ』（提出）と記載がありま
すが、『工事実績調書』に記載の工事実績が『CORINS』で確認で
きる場合は提出不要と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

令和３年５月１８日公告の「牧之原市多目的体育館整備事業」における、募集要項及び要求水準書に関する質疑について以下のとおり回答します。
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15 様式集 P.23

①業務実績調書（設計企業の管理技術者）について、様式3-6には、意
匠・構造・電気・機械の管理技術者の資格・実績の記入欄がありますが、
②事業者選定基準書（1）事業計画に関する事項＜表3-1＞
（4）配置予定技術者の経験・能力
管理技術者　経験年数　　　　4点
　　　　　　　　 同種業務実績　4点　とあります。
管理技術者1名分の点数配分しかありませんが、①②より、管理技術者
は1名を記入すればよいと考えてよろしいでしょうか。

点数配分については1名分を上限とするが、管理技術者を各業
務毎に設定する場合には担当する管理技術者を記載すること。
また、記入欄が不足する場合には様式に準じて追加作成するこ
と。

14 様式集 P.3
2　作成要領（キ）様式7について、様式7-1～7-4の各図面に、施
設イメージ写真・パースや、説明文を明記して表示することは可
能でしょうか。

可能とする。

13 様式集 P.3
2　作成要領（キ）様式7-1～7-4について、枚数の制限はありま
すでしょうか。

特に定めないが、プレゼンテーション時に説明できる範囲内とす
る。

12 様式集 P.6
（様式2-1）委任状について、募集参加代理人は代表企業（代理
人）と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

11 様式集 P.11
（様式2-6）建設企業に関する資格について、■建設企業名等に
資格名簿の登録番号とありますが、令和3・4年度入札参加資格
審査申請の受付番号と解釈してよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

10 様式集 P.6
代表企業（代理人）、代表企業(代理人)提案価格書等使用印鑑、
募集参加代理人の差異が不明です。例示等頂けますでしょう
か。

代表企業が本件に参加するに当たり、近隣の営業所長等を代理人とする場合に委任する代理人
をご記載ください。
(例示)
企業本社が代表企業、企業支店・営業所長が代表企業代理人、代表企業代理人が立てた募集参
加代理人（営業職等）この場合、それぞれに列記押印



9

8

7

6

5 その他
本計画地の現地調査を実施したい場合は担当課様への連絡・予
約等は必要でしょうか。

必要。本課へ申出し、必要な指示を仰ぐこと。また、現地の状況
に応じて即応できない場合がある。

4 その他
隣地の放射線防護施設の計画について開示できる図面・資料が
ございましたらご提示願います。

提供する。HPの公表資料等を参照すること。

3 その他
造成計画についてわかる図面データをご提供いただけますで
しょうか。

提供する。HPの公表資料等を参照すること。

2 その他
計画地の地盤状況がわかる資料がございましたらご提示願いま
す。

提供する。HPの公表資料等を参照すること。

1 その他
敷地形状（敷地分割位置がわかるもの）・高低差が分かる図面
データをご提供いただけますでしょうか。

提供する。HPの公表資料等を参照すること。

令和３年５月１８日公告の「牧之原市多目的体育館整備事業」における、募集要項及び要求水準書に関する質疑について以下のとおり回答します。

№ 公表資料名称 該当ページ 質疑内容 回答


