
市営住宅大川団地基本設計業務に係るプロポーザル 

質問・回答 

番号 質 問 事 項 回 答 

参加表明書に関すること。 

１ 

函館市のホームページ「市営住宅大川団地基本設

計業務に係るプロポーザルの実施について」の中の

実施スケジュールによると，参加表明書の提出期限

が８月１４日とありますが，「技術提案書の提出の招

集」の中の３．手続き等⑶アでは提出期限が８月９日

（水）正午までとありますが，どちらが正しいのでし

ょうか。また，参加表明書提出時には共同企業体結成

届，企業体協定書も必要なのでしょうか。 

 ８月１４日(月)正午までの提出とし

ます。 

共同企業体として参加を表明する場

合は，参加表明書とあわせてそれぞれの

書類を提出する必要があります。 
２ 

８月４日付けの市長からの大川団地プロポーザル

技術提案書の提出招集文章で，参加表明書の提出期

限平成２９年８月９日正午となっています。 

プロポーザル説明書では８月１４日正午となって

います。どちらかご指示下さい。 

３ 
参加表明書の提出期限は，平成２９年８月１４日

(月)正午までで良いですか。 

業務概要に関すること。 

４ 

学校施設を解体して，共同住宅や一般住宅地とし

て敷地利用の提案をすると考えられますが，学校体

育館の解体は必須でしょうか。ご指示下さい。 
計画敷地内に存する施設については，

すべて解体撤去する計画としています。 

５ 

旧大川中学校校舎，屋内運動場などは全て撤去と

考えてよいですか。 

もし，再利用が可能であれば各建物の建設年月日

をお知らせください。 

６ 

戸当たり 2,400 万円とすると，２００戸で４８億

円ほどになりますが，建設年度は何か年程度で考え

ているのでしょうか。 

住宅の整備期間については，基本設計

業務において，計画内容等を踏まえなが

ら設定していきたいと考えております。 

したがって，全体の整備戸数 200 戸程

度をどのように分棟するか，またはしな

いのかは，技術提案者の考えによるもの

とします。 

７ 

年度ごとで棟を分けるほうが望ましいとおもうの

ですが，現段階では考えなくてもよいでしょうか。 

８ 

業務概要について，２目的に，統合対象の４団地の

入居が記載されています。 

現在入居の高齢者の世帯数と年齢などを教えてい

ただけますでしょうか。 

統合する４団地の入居者のうち，大川

団地への住替えを希望している６５歳

以上の高齢者のいる世帯数は，現時点で

１３３世帯となっています。 

９ 

業務概要について，３計画地の概要の敷地面積で

5,000㎡を一般住宅地として売却とありますが，分割

した住宅地としても良いか，一住宅地としなければ

ならないのかご指示下さい。 

特定テーマ１として提案を求めてい

ることであり，技術提案者の考えによる

ものとします。 

１０ 

業務概要について，４建築計画の概要⑶想定工事

費の 2,400 万円には駐車場などの付帯工事は含まれ

るのでしょうか。ご指示下さい。 

附帯工事を含めた工事費とします。 



１１ 

敷地状況を見たいと思いますが，敷地内に立入り

可能でしょうか。ご指示下さい。 

敷地内の状況確認を希望される場合

は，事前に住宅課に連絡していただけれ

ば対応します。 

１２ 

業務概要，⑴施設の規模・構造について，自転車置

場の想定収容台数，また，集会所や，その他必要な共

同施設等があれば，必要規模とともにご教示願いま

す。 

自転車置場の想定台数は，任意とし，

また，集会所等の共同施設につきまして

も，技術提案者の判断とします。 

１３ 

業務概要，⑵型別供給計画について，タイプ別住戸

専用面積の想定規模をご教示願います。 

２ＤＫの住戸専用面積は，５５㎡以下

としますが，２ＬＤＫおよび３ＬＤＫの

住戸専用面積については，適宜設定して

ください。 

１４ 

業務概要，⑷想定スケジュールについて，建設工事

が「平成 31 年度～」となっていますが，事業完了予

定時期を，ご教示願います。また，一般住宅地として

売却するエリアの造成～売買の想定スケジュールを

ご教示願います。 

住宅の整備期間および一般住宅地の

売払い時期については，基本設計業務に

おいて，計画内容等を踏まえながら設定

していきたいと考えております。 

１５ 

業務概要，⑸基本計画の進め方について，市営住宅

大川団地の建設用地の約 13,000 ㎡について，増減の

許容限度をご教示願います。 

建設用地面積は，想定面積の１０％の

範囲内での増減とします。 

１６ 

４建築計画の概要について，整備戸数 200 戸程度

とありますが＋－の許容範囲は何％でしょうか。 

整備戸数の増減は，１０戸前後とし 

ます。 

参加要件に関すること。 

１７ 

P2：⑵－② 

設計企業体として参加する場合，統括責任者と主

任技術者は，企業体を構成するそれぞれの企業等と

の間に３ヶ月以上の恒常的な雇用関係があるもの。

という解釈でよろしいでしょうか？ 

そのとおりです。 

１８ 

３参加資格⑵業務従事者の資格等について，①，③

の説明により，参加のためには一級建築士２名以上

が必須要件と考えてよろしいでしょうか。 

そのとおりです。 

１９ 

参加資格⑵業務従事者の資格等について，④の説

明より，主任技術者の分担業務において建築（構造）

分野の再委託は可能と思われますが，そのために必

要な提出書類はありますか。 

再委託に係る書類の提出は求めてい

ません。 

２０ 
主任技術者（建築 構造）については，再委託先の

技術者とすることは出来ませんか。 

建築（構造）の主任技術者については，

設計企業体もしくは再委託（協力事務

所）とすることで参加することができま

す。ただし，再委託先は主任技術者とし

て認められません。 

２１ 

参加資格⑵業務従事者の資格等について，④の主

任技術者の建築（構造）の分野担当者は社内におりま

せん。設計企業体の構成員であることが参加条件に

なるのでしょうか。 

２２ 

参加資格⑵業務従事者の資格等について，函館市

以外の構造事務所の協力は参加資格の条件として認

めていただけますでしょうか。 

２３ 

技術提案書について，⑶業務の実施体制の②－２

主任技術者（建築(構造)）について，質問№２０およ

び№２１で認められた技術者の氏名を記入し，必要

事項を記載すればよいでしょうか。 



２４ 
技術提案書に設備設計一級建築士資格を計上して

よいですか。 

空欄を活用して記入してください。 

２５ 

技術提案書作成要領について，⑵主要業務・類似業

務の実績について，類似業務についてどのような建

物を類とするのかご指示ください。 

主要業務とは，建物用途に係わらず貴

社が主として受注した業務とし，類似業

務は，公営住宅やマンションなどの共同

住宅の設計実績についての記載としま

す。 ２６ 

P13：３－⑵，（様式３）－１－⑵ 

通常，「主要業務」とは今プロポーザルの場合「共

同住宅」を指し示し，「類似業務」とは建築基準法別

表第１(二)欄に記載される，共同住宅以外の建築物

を指し示すものと思われますが，技術提案書１－⑵

に記載する最大５件は，上記主要・類似業務を優先的

に記載し，５件に満たない場合はそれ以外の実績を

記載するという理解でよろしいでしょうか？またそ

の場合，主要，類似，その他の別はどのように記載す

ればよろしいでしょうか？ 

２７ 

技術提案書１技術者の状況等について，⑴技術者

の状況 再委託（構造等）の技術者数の扱いはどうな

りますか？ 

建築（構造）の主任技術者を再委託す

る場合は，技術提案者の技術者数に含め

て記載してください。 
２８ 

P2：⑵－④，P20，P21 

本「プロポーザル説明書」には現時点で協力事務所

の定めがありませんが，「建築（構造）」の分野は再委

託可能と読み取れることも踏まえ，「建築（構造）」の

担当事務所を協力事務所（函館市競争入札参加有資

格者名簿に記載不要，複数チーム重複可，保有資格や

実績等も各チームで記載可能）として参加表明時か

らチームに加えることは可能でしょうか？採点表に

もありますように，参加時から構造担当をチームに

加えられなければ，非常に不利な状況です。公平性を

期するためにも，日本国内で通常行われる多くのプ

ロポーザルと同等の条件としていただけないでしょ

うか？ 

２９ 

技術提案書⑶記載に当たっての留意事項の現況業

務について，設計業務（業務価格：建築で１千万円以

上）とは，設計監理料と理解してよろしいでしょう

か？ 

業務価格とは，基本または実施設計に

係る委託料となります。 

技術提案書に関すること。 

３０ 

技術提案書作成要領について，⑶業務の実施体制

についての記載の中で，現況業務についての記載が

書かれています。 

現況業務の記入欄がありません。どこに記載する

のかご指示下さい。 

現況業務の内容についての記載は求

めていませんが，その件数については，

「手持ち業務」欄にその件数を記載する

ことになります。 

３１ 
技術提案書作成要領について，上記内容の現況業

務の件数をどこに記載するのかもご指示下さい。 

３２ 

技術提案書の提出部数は各１部と記載があります

が，必要な部数があればコピーでない提案書提出の

用意ができますが，如何かお知らせください。 

提案者の費用負担を軽減するため，提

出部数は１部としています。 



３３ 

技術提案書（様式３）の提出について，様式の一枚

はＡ３判ですが，提出時はＡ４折り込みとして宜し

いでしょうか。また，提出方法について，綴じ方や封

書，封印等，指定の提出方法があれば，ご教示願いま

す。 

提出書面（Ａ４判１枚）と技術提案書

（Ａ３判２枚）で構成されますが，提出

する際は技術提案書を二つ折にして書

面を添えて提出してください。 

３４ 

別記３「表現の許容範囲」について，ゾーニング図

などで「一定の縮尺のもと」とありますが，面積や戸

数など数的表現は許容されないと考えてよろしいで

しょうか。 

ゾーニング図に面積や戸数を表記し

た場合は，減点の対象となります。 

３５ 

別記３「表現の許容範囲」について，ゾーニング図

をより説明する方法として断面的な表現は可能でし

ょうか。 

「表現の許容範囲について」に基づき

適宜判断してください。 

３６ 

技術提案書⑸提案内容について，「なお，文章表現

およびイメージ図への彩色は認めます。」とあります

が，文章表現について，強調したいキーワードなどを

「アウトライン」「アンダーライン」「イタリック」

「シャドウ」のような表現は可能でしょうか。また，

イメージ図でも強調したい部分をドロップシャドウ

やグラデーションなどの表現は可能でしょうか？ 

文章表現についての制約はありませ

ん。 

３７ 

P14：⑷，⑸，（様式３）―２ 

様式自体への彩色および背景印字（模様を含む。）

等は避けるとありますが，具体的にはどのような状

況を指し示すのでしょうか？地の色を白以外でベタ

塗りする，キーワードとなる文字へのマーカー等に

よる強調など，主にモノクロコピーによる判断不能

状態になることを避ける，という解釈でよろしいで

しょうか？ 

様式の地の色を白以外でベタ塗した

りキーワードとなる文字等の記入はし

ないこととします。 

３８ 

P2：⑵－①，P21：⑴ 

統括責任者と主任技術者は１級建築士でなければ

ならないとの記載がありますが，Ｐ２１：⑴の評価点

配分では各主任技術者は，減点こそあれ１級建築士

以外でも良いと読みとれ，かつ件数という欄も何を

想定しているのかが不明です。この部分，どう解釈し

たらよいのでしょうか？ 

参加資格要件は，現に一級建築士であ

ることとしているのであって，実績評価

においては，過去の一級建築士以外の資

格を有して行った業務も評価の対象と

することを意図しています。 

３９ 

P13：3‐⑴，（様式３）－⑴－① 

設計企業体として参加する場合，（様式３）－１－

⑴に記載する資格者数は全ての構成組織（企業等）の

合計人数を記載するという解釈でよろしいでしょう

か？ 

技術提案者の事業所における技術者

数の状況を記載していただくものであ

りますので，設計企業体の場合は，それ

ぞれの事業所を一事業所とみなして必

要事項を記載してください。 

なお，建築（構造）の主任技術者を再

委託する場合は，提案者の技術者数に含

めて記載してください。 

４０ 

P20 

技術提案による評価の「取組意欲」と「業務の理解

度」に関しては，直接的に判断できる設問箇所が見受

けられませんが，提案書全体を通じて総合的に評価

するという理解でよろしいでしょうか？ 

「取組意欲」と「業務の理解度」につ

いては，様式３の「２ 実施方針」にお

いて記載されている内容について，評価

基準に照らして評価します。 



４１ 

 

P14：3-⑶,P21：⑵,（様式 3）-１⑶-①～②-２ 

（様式３）技術提案書⑶①，②－１，②－２に記載

する業務実績は，共同住宅や類似業務の有無にかか

わらず，統括責任者，主任技術者の過去１０年間の業

務実績を３件記載すると読み取れるのですが，Ｐ21

⑵の主要・類似業務の別とある評価方法はどのよう

なものになるのでしょうか。 

記載された３件の主要業務または類

似業務の実績をそれぞれ評価します。 

 


