梅岩の里生誕地整備事業に係る公募型プロポーザル
質問要旨

№

質問回答書

令和元年7月22日回答

質問事項

回答

1 敷地図のデータは配布されないのでしょうか？
2
敷地図関係

計画地の敷地図（可能であれば、主要部分の高さの入って
いる測量図）をご提供ください。

紙ベースでの提供となります。データはありません。

3 生家及び周辺地の図面や資料は入手可能でしょうか。
4

受託者選定関係

参加資格条件関係

現地説明会の時に頂きました測量図のCADデータはありま
すでしょうか。

“参加の意思を表明した者から企画提案等を求め”とありま
すが、どのような審査基準で企画提案書を求める者を選定
5
するのでしょうか。またその予定人数を教えていただけます
でしょうか。

要領１２ 企画提案書の審査、のとおりです。
添付の【追加補足】のとおりです。

設計共同体での参加は可能でしょうか？可能な場合は、参
6 加申し込みに必要な書類（②～⑩）は代表構成員だけで良
いでしょうか？それとも全構成員が必要でしょうか？

共同事業体での参加は認めていません。
質問№２６を参照してください。

本事業が、意見集約、建築設計、展示設計、外構等複数の
分野にわたると考えられます。単体企業としての応募の他
7 に、プロポーザルの応募に際して、複数の専門性を持ち、4. №6を参照してください。
参加資格条件を満たす、設計共同企業体での応募も可能で
しょうか？
本プロポーザルへの参加条件としては、競争入札参加資格
を保持していなくとも参加可能という理解で宜しいでしょうか。 お見込みのとおりです。
8
また、必要である場合、申請受付は既に終了していますが、 申請の受け付けは毎年度1回となっております。
随時受付のような形での申請は可能でしょうか。

応募書類等の配布関係

9

市民力推進課で配布されている応募書類は市HP上でダウン
お見込みのとおりです。
ロードできるものと同様のものでしょうか。

梅岩の里生誕地整備事業に係る公募型プロポーザル
質問要旨
提出書類関係

№

質問回答書

令和元年7月22日回答

質問事項

企画提案書に関して
10 パースはコンピューターグラフィックにより作成した物でも良
いでしょうか。

回答
お見込みのとおりです。

参加申込に関する書類の②履歴事項全部証明書及び定款
11 の写しにつきましては、個人事業主は提出の必要はないと お見込みのとおりです。
考えてよろしいですか。
企画提案書（様式第６号）はA3、片面横使い、2枚まで、と考
お見込みのとおりです。
12 えてよろしいでしょうか。また、社名等は表記しないと考えて
質問№２０をご参照ください。
よろしいでしょうか。
＜様式第５号、類似業務等における概ね過去５年間の実績 国・地方公共団体（これらに準じる組織を含む）から受注した
13 ＞における、「類似」とは、どのような基準をもって類似してお 公共建築物等で、文化・交流・公益施設的な内容を想定して
りますか？
います。

提出書類関係

＜様式第５号、類似業務等における概ね過去５年間の実績
＞に、２０１９年７月３１日に設計完了となる、公共施設の事
14 例を、記載することは可能でしょうか？また、それが可能であ お見込のとおりです。
る場合、「施行完了後の写真」には、イメージパースで代替す
ることは可能でしょうか。
＜様式第１号、提出意思確認書＞における、１添付書類③
法人市民税及ぶ固定資産税の完納証明書である場合（法人
15 の場合）、⑤「消費税及び地方消費税」の未納がないことの お見込みのとおりです。
証明書 は、「写し」ではいけない、ということでよろしいでしょ
うか。
16

＜様式第６号、企画提案書＞の、Ａ３用紙に、枚数制限はご
２枚までです。
ざいますか？

＜様式第６号、企画提案書＞の中に、弊社の過去実績など
17 を事例に提案書を作成したいのですが会社が判別できてし 質問№１２回答をご参照ください。
まう名前等を記載することは可能でしょうか？

梅岩の里生誕地整備事業に係る公募型プロポーザル
質問要旨

№

質問回答書

令和元年7月22日回答

質問事項

回答

様式第6号企画提案書1添付書類A3版とあり、与条件レイア
18 ウト例では2枚にレイアウトされていますが、枚数に関する規 質問№１２回答をご参照ください。
定はありますか。
実施要領10(1)について、「※平成31年度亀岡市建設工事入
19 札参加資格を有する業者～」とありますが、「建設工事等の お見込みのとおりです。
入札参加資格を有する業者～」でよろしいでしょうか。
20 提出書類の部数を教えてください。
21

提出書類関係

企画提案書は、7部を提出してください。
（正本1部：社名等入り、副本6部：社名等文言を使用しない）

様式第6号はA3サイズ縦・横の指定、枚数の指定はあります
質問№１２回答をご参照ください。
でしょうか。

【各年度における実績を記載してください（複数可。最大３事
22 業まで）】とありますが、最大過去５年間×３件の１５件程度 お見込みのとおりです。
の記載が可能であるという理解でよろしいでしょうか。

23

様式５号は最大何枚に渡って記載が可能でしょうか。指定が
可能です。特段、指定はございません。
ございましたらご教示願います。

(1)参加申込(2)企画提案書等の各書類の提出部数の記載ご
ざいませんが、各1部ずつ提出すればよろしいでしょうか。ま
（１）質問№２０回答をご参照くだだい。
24 た、(2)企画提案書等に関しまして、レイアウトの参考として
（２）質問№１６回答をご参照ください。
「提案書作成のための与条件」書類にA3版の例（2枚？）記
載頂いておりますが、枚数の制限はございますでしょうか。
その他、提案者が必要と見込んだもの、とありますが、こちら
可能です。基準等は設けておりません。 ただし、実施要領
が必要と見込んだ場合、提案内容の模型の提出なども可能
25
１４ その他（２）のとおり、要した費用等の全ては提案者の負
でしょうか。提出可能なものの基準等ございましたらご教授
担となりますのでご承知おきください。
頂きたく存じます。

梅岩の里生誕地整備事業に係る公募型プロポーザル
質問要旨

提出書類関係

№

質問回答書

令和元年7月22日回答

質問事項

回答

様式第4号に関して
実施体制における担当者の記載に関しまして、今後建物の
構造や設備、外構などの設計において他事務所に協力を要
26
記載してください。
請する可能性もございます。現時点で想定される担当者・協
力事務所等の情報も併せてこちらに記載して提出・参加する
必要がございますでしょうか。
様式第4号・5号にに関して
記載する同種・類似業務実績に関する基準などございました
27 らご教示頂ければと存じます。
質問№13回答をご参照ください。
＊発注者が官公庁/民間、国内外、美術館・博物館などの指
定の機能種別、面積規模など
“審査内容は技術力要件および企画提案要件について審査
する”とありますが、評価の配点表には、企画提案要件に関 技術力要件につきましては、提案書及び各種提出書類から
28
わる配点しかございません。技術力要件は、どの程度の配 総合的に判断するものとお考え下さい。
点でしょうか。

審査員の構成や人数、審査の進め方についてご教示くださ
29
い。

審査員は実施要領１２ （１）のとおりであり、構成や人数は
非公表です。提出資料による事前審査を行い、プレゼン
テーションヒアリングを経て、最終審査とします。
【追加補足】をご参照ください。

30 審査員の方々は、何名で、どのような方々でしょうか。

質問№29回答をご参照ください。

企画提案の審査内容関係

31

審査委員の中に建築有識者がいるかどうかおしえていただ
質問№29回答をご参照ください。
きたいです。

提出書類審査により1者が選定され、その1者に対してのみ
32 必要に応じてプレゼンテーションが要求される、という理解で 質問№29回答をご参照ください。
宜しいでしょうか。

梅岩の里生誕地整備事業に係る公募型プロポーザル
質問要旨

企画提案の審査内容関係

契約の締結関係

№

質問回答書

令和元年7月22日回答

質問事項

回答

項目１段目「技術力要件及び企画提案要件について審査」と
ありますが、技術力要件とは様式第4・5号の実績に対する審
33
質問№28回答をご参照ください。
査、企画提案要件とは様式第6号の企画提案書に対する審
査が行われるという理解で宜しいでしょうか。
34

企画提案書内に模型写真等の記載があれば、プレゼンテー
質問№25回答をご参照ください。
ションに模型を持参することは可能でしょうか。

35

採用され、基本設計が完了した際、その後も引き続き、実施
実施設計以降は未定です。
設計・工事監理を随意契約することはありえるのでしょうか？

目標とする工事費に関して
管理経費とは具体的に何を示すのかご教示ください。
36
インフラ整備について現状は上下水道無しですがその工事
費も工事費に含まれますか。

管理経費は、工事監理費を想定しています。現時点では、
調査検討の結果、さく井工事も必要であれば、当該費用も
含まれるものと解してください。

＜目標とする工事費＞の２億円は、何をもとに決められた数
37 字でしょうか。数字の根拠等がありましたら、ご回答を願いま 非公表としています。
す。

与条件関係

＜目標とする工事費＞の２億円という予算を下回る（例え
38 ば、必要な諸室は揃えたうえで、１．８億円のような予算組を 提案内容により可能です。
する）ような提案は可能でしょうか？
39 延べ床面積は何㎡ぐらいをお考えでしょうか。

規模・構造等は自由としています。

具体的な提案を作成するにあたり、実施要領2(2)①にも記載
ございます履行場所の具体的な範囲の分かる資料（地積測
量図またはCADデータ等）を頂くことは可能でしょうか。
40 また、施設要件にある各機能以外での必要な室や機能、各
室の具体的な面積規模想定や既存の梅岩記念館の具体的
機能、規模に関する情報ございましたらお教え頂ければと存
じます。

質問№1回答をご参照ください。
施設要件にある機能以外については、提案者（社）の提案
を軸に設計業務委託仕様書４．（具体的な業務内容）①によ
り、提案者（社）のファシリテート力を駆使していただき、設計
条件の具体化を期待するものです。

梅岩の里生誕地整備事業に係る公募型プロポーザル
質問要旨

№

質問回答書
質問事項

令和元年7月22日回答
回答

本計画で展示可能な、石田梅岩にまつわる資料等は、現在
亀岡市文化資料館等で展示してます。現在、記念館包蔵品
どちらに保管されているでしょうか。また、展示することが明
41
の展示計画は未定です。本業務委託契約前に、包蔵品の
らかになっている資料などがあれば、ご提示いただくことは
提示はできません。
可能でしょうか？

与条件関係

重点整備項目に関して
履行場所の具体的な範囲の分かる資料に併せて、建替え想
42
質問№1回答をご参照ください。
定の建物・敷地範囲、保存を目的とする建物・敷地範囲をお
示し頂けると有難く存じます。
期待する効果について
こちらに挙げられる項目に関しまして、現在梅岩の里生誕地 例年9月24日は梅岩公園で「墓前祭」、11月23日は京都先
43 整備実行委員会や石田梅岩先生顕彰会の方々が行われて 端科学大学から生誕地まで「学びの道ウオーキング」が開
いる活動等ございましたらご参考にしたく、ご教示頂ければ 催されています。
有難く存じます。

仕様書関係

その他

項目２段目「記念館の主たる仕様が決定次第、所要の基本
設計業務委託を別途、発注する見込み」とありますが、本プ
ロポーザルにて優先交渉賢者と選定された者が本事業の基
基本設計業務委託についてはお見込みのとおりです。実施
44 本設計業務委託も併せて受注できる、という理解で宜しいで
設計業務委託については質問№35回答をご参照ください。
しょうか。
また、本事業の実施設計業務に関してはどのように発注され
るかお決まりでしたらご教示頂ければと存じます。
墓前祭以外で、当施設を利用するイベントは、現在行われて
45 いますか？また、今後予定しているイベント等があれば、ご 質問№43回答をご参照ください。
回答を願います。

