
（１）公募型プロポーザル実施要領（各様式を含む）

回答
番号

資料
ページ
番号

見出
番号

質　　問 回　　答

1
3
14

1（3）
３（5）①イ.

要求水準書
4.2　2）①

1（3）業務範囲において③調査業務は、本事業に係
る地質調査業務及び埋蔵文化財発掘調査業務と
なっていますが、要求水準書4.2　2）①においては
「設計・施工上の必要に応じて、下記の調査業務を
行う。」とあり 事前測量 地質調査 埋蔵文化財発掘
調査 電波障害調査 土壌汚染調査 その他受注者
が必要と判断して行う調査　が挙げられています。

事前測量については３（5）①イ.貸与資料のj.令和元
年度 岸和田市庁舎建替に伴う測量業務委託 各種
図面データ、k．市民会館跡地中構造物図 図面デー
タ、l． 計画敷地図 図面データがあるため、プロポー
ザル時は調査業務費用を見込まず契約後設計・施
工上の必要が生じた場合は別途さらなる調査業務費
用の協議に応じて頂く、と考えてよろしいでしょうか。

業務範囲については要求水準書を正とお考えください。
事前測量について、令和元年度に実施いたしました岸和田
市庁舎建替に伴う測量業務委託においては、公共用地境
界確定のための測量を行っており、筆界等は測量済です
が、レベル測量等は実施しておりません。
また、計画敷地についても筆界と境界が必ずしも一致してい
るわけではございません。
以上のことから、参加表明時に貸与する各資料をご確認い
ただき、業務を実施するうえで不足している測量業務につい
ては全て業務範囲に含まれるものとお考えください。

2
3
14

1（3）
３（5）①イ.

要求水準書
4.2　2）①

同上、  地質調査については３（5）①イ.貸与資料のg.
過去の地質調査におけるボーリングデータ一式、i．
令和元年度 岸和田市庁舎建替に伴う地質調査委託
（液状化判定） 報告書、k．市民会館跡地中構造物
図 図面データがあるため、プロポーザル時は調査業
務費用を見込まず契約後設計・施工上の必要が生じ
た場合は別途さらなる調査業務費用の協議に応じて
頂く、と考えてよろしいでしょうか。

地質調査について、令和元年度に実施いたしました岸和田
市庁舎建替に伴う地質調査委託（液状化判定）において
は、あくまでも対象敷地の液状化について調査した資料とな
ります。
設計段階においては建物の規模、配置を想定した地質調査
が必要と考えられますが、併せて令和元年度の液状化判定
における結果を考慮した地質調査を行う必要があると考えて
おります。
よって、上記に記載の地質調査費用は業務範囲に含まれる
ものとお考えください。

3
3
14

1（3）
プロポーザ
ル関連資料
【資料B-3】

要求水準書
4.2　2）①

同上、 埋蔵文化財発掘調査についてはプロポーザ
ル関連資料【資料B-3】埋蔵文化財試掘調査概要図
に基づくトレンチ範囲の調査費用をプロポーザル時
に見込み、契約後設計・施工上の必要が生じた場合
は別途さらなる調査業務費用の協議に応じて頂く、と
考えてよろしいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。
なお、公表資料B-3埋蔵文化財発掘調査概要図に示すトレ
ンチ範囲の調査を行った結果、範囲を広げて調査を行う可
能性はありますが、概ね今回の調査範囲以外に発掘調査が
生じる可能性は低いと考えております。

4
3
14

1（3）

要求水準書
4.2　2）①

同上、 電波障害調査については調査費用をプロ
ポーザル時に見込み、契約後設計・施工上の必要が
生じた場合は別途さらなる調査業務費用の協議に応
じて頂く、と考えてよろしいでしょうか。

電波障害調査について、提案内容により調査範囲等は変わ
るかと思われますので提案する内容によって必要となる範囲
の事前調査及び事後調査は業務範囲に含まれるものとお考
えください。

5
3
14

1（3）

要求水準書
4.2　2）①

同上、 土壌汚染調査については調査費用をプロ
ポーザル時に見込み、契約後設計・施工上の必要が
生じた場合は別途さらなる調査業務費用の協議に応
じて頂く、と考えてよろしいでしょうか。

要求水準書2頁1.3に示す関係法令・基準等のほか公益財
団法人大阪府都市整備推進センターにおける「阪南2区建
設発生土受入基準の運用」により必要となる調査は業務範
囲に含まれるものとお考えください。

6
3
14

1（3）

要求水準書
2.4　（1）

1（3）業務範囲において③調査業務は、本事業に係
る地質調査業務及び埋蔵文化財発掘調査業務と
なっていますが、要求水準書2.4　（1）設計業務にお
いては（イ）現庁舎等の解体実施設計に関する標準
業務　が挙げられています。

解体実施設計に関する標準業務にはアスベスト調査
が含まれると考えますが、アスベスト調査については
３（5）①イ.貸与資料のm． アスベスト関係資料一式が
あるため、プロポーザル時は調査業務費用を見込ま
ず、契約後設計・施工上の必要が生じた場合は別途
さらなる調査業務費用の協議に応じて頂く、と考えて
よろしいでしょうか。

業務範囲については要求水準書を正とお考えください。
アスベスト調査について、要求水準書13頁～16頁2.8（2）
1）～10）に記載の通りですので、調査業務費用は含まれるも
のとお考えください。
よって契約後設計・施工上の必要が生じても、調査業務費
用の協議には応じません。
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7
3
14

1（3）

要求水準書
2.4　（2）

同上、３（5）①イ.貸与資料のm． アスベスト関係資料
一式に基づくアスベスト処分費については、プロポー
ザル時は要求水準書2.4　（2）施工業務における（イ）
現庁舎等の解体撤去（外構撤去含む）工事に含まれ
ると考えますが、契約後要求水準書4.3　（4）3）解体
工事に係る条件におけるアスベスト調査に基づくアス
ベスト処分費が変動した場合は協議に応じて頂く、と
考えてよろしいでしょうか。

契約後要求水準書4.3　（4）3）解体工事に係る条件における
アスベスト調査に基づくアスベスト処分費が発生した場合に
おいて、レベル1の撤去処分費は別途といたしますが、レベ
ル2,3の撤去処分費は今回の予算に含まれています。

8 3

1（6）

要求水準書
4.2　2）①

1（6）提案上限価格において※設計時詳細地質調査
等の結果により外構範囲で必要となる液状化対策に
係る造成工事費、地盤改良費、止水対策工事費、そ
の他経費は別途とする。とあります。
要求水準書4.2　2）①においては「設計・施工上の必
要に応じて、下記の調査業務を行う。」とあり 事前測
量 地質調査 埋蔵文化財発掘調査 電波障害調査
 土壌汚染調査 その他受注者が必要と判断して行う
調査　が挙げられています。

設計時にはさらなる詳細地質調査費、液状化対策に
係る設計業務費が必要と考えています。契約後別途
さらなる調査業務費用・設計業務費用の協議に応じ
て頂く、と考えてよろしいでしょうか。

質疑回答書（1）の回答番号2に示すとおり、設計時において
地質調査は必要と考えております。そのため、調査業務費
用の協議には応じません。
ただし、その地質調査の結果により、外構範囲において液
状化対策が必要となる場合の設計費及び施工費について
は協議に応じます。

9 3

1（3）

プロポーザ
ル関連資料
【資料B-3】

埋蔵文化財調査及び「岸和田市新庁舎整備基本計
画1-15,1-16ページ（2）文化財の取り扱い」による石
垣保全の扱いについて、契約後実施する埋蔵文化
財調査及び既存石垣の現況調査の結果によっては、
必要となる埋蔵文化財保存費用や既存石垣改修等
（積みなおし、裏地盤補強等）費用は、「1（6）提案上
限価格」３つ目の※の「その他経費」として別途と考え
ていいでしょうか？

予期せぬ事情等により生じる費用については協議に応じま
す。
ただし、技術提案の計画上、対策が必要と考えられる当該
費用について協議に応じることはできませんので、あらかじ
め費用を見込んだうえ、価格提案を行ってください。

10 3 1(4)
　「最終期限を前倒しにすることは差支えない」とある
が、早期引き渡しは評価点として加算されるのでしょう
か。

評価については選定委員会で各選定委員が判断することに
なります。

11 4 2（1）⑤

設計企業が共同企業体の場合の代表構成員です
が、建築分野を共同実施方式とする場合は、建築分
野における出資比率が最大の企業とあります。他の
分野を含めた全体の出資比率は問わないとの理解で
よろしいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

12 4 2（1）

設計企業又は建設企業が共同企業体を結成する場
合、各々の設計又は建設共同企業体内で代表構成
員を定めたうえで、それらを含めた全体の共同企業
体を定め、その全体の共同企業体の代表構成員が2
（1）④に定める建設企業の代表構成員になると理解
していいでしょうか。

結成の順序等は問いませんが、全体の共同企業体の代表
者は建設企業としてください。
建設企業が共同企業体である場合は建設企業の代表構成
員が全体の共同企業体の代表者となります。

13 4 ④、⑤

⑤に表記されている代表構成員とは「設計共同企業
体における代表構成員」という解釈で、④の代表構成
員とは立場・意味が異なるものと考えて宜しいでしょう
か。

そのようにお考えいただいて結構です。
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14 4 ２・（１）・⑥

建設企業の共同企業体の組成に関し、「代表構成員
の出資比率は７０％以上とし、構成員の最低出資比
率は１０％以上とする」との記載以外に組成要件はあ
りませんが、共同企業体構成員（子）の配置予定技術
者に求める要件や常駐義務を求める要件は無いと考
えてよろしいですか。

建設企業が共同企業体である場合において、代表企業以
外の構成員に配置予定技術者は求めていません。

15 4 ２・（１）・⑥
共同企業体の結成に関し、企業体名は出資比率の
順列等に関わらず任意で名称を決定してもよろしい
でしょうか。ご指示下さい。

そのようにお考えいただいて結構です。

16 4 ２・（１）・⑥
共同企業体の結成に関し、審査期間中に共同企業
体協定書等の写しの提出は不要ですか。ご指示下さ
い。

共同企業体の協定書等の写しは審査期間中には提出を求
めませんが、契約時には提出を求めます。

17 5 2.(2)
「要求水準書」「要求水準補足資料」「基本計画」の内
容に齟齬がある場合、「要求水準書」が優先されると
いう理解でよろしいですか？

「要求水準書」と「基本計画」では「要求水準書」が優先され
ますが「要求水準補足資料」は「要求水準書」と同等の扱い
といたします。
「要求水準書」と「要求水準補足資料」に齟齬がある場合は、
協議によります。

18 6
2（2）①

キ

「受注候補者の選定」までとは、P11の事業者選定ス
ケジュールの「二次審査結果の通知及び公表」の時
点との理解でよろしいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

19
6
8

2（2）①.サ
2（2）②エ

2（2）①.サ.aに規定する受託者は、8ページ2（2）②
エ.f.3）に記載の再委託先企業にもなれないと理解し
ていいでしょうか。

2（2）①サ aではあくまでも構成員としての参加資格について
規定しております。
よって8頁2（2）②エ f  3）に記載の再委託先企業にはなるこ
とができると理解していただいて結構です。

20 7
2（2）②

エｂ

設計企業が共同企業体の場合、代表構成員は建築
を担当するとありますが、建築設計主任技術者は必
ずしも代表構成員に属さなくてもよく、すなわち他の
構成員に属する（雇用関係にある）ものでもよいとの
理解でよろしいでしょうか。

建築設計主任技術者は他の構成員に属する（雇用関係に
ある）ものでもよいですが、当然ながら建築設計主任技術者
が属する企業は本業務において建築分野を担当する企業
である必要があります。
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21 7 ②ウ、エ

「同種又は類似施設の設計実績があること。」と記載
がありますが、様式7の注記欄に「本調書に記載する
物件は、1契約による実績とする。」と記載があること
から、設計実績については「基本設計又は実施設計
業務実績」と読み替えて宜しいでしょうか。(基本設計
と実施設計を履行している場合で、それぞれ別契約
となっている実績はいずれか1実績のみしか記載出
来ない為)

そのようにお考えいただいて結構です。

22 7 ②ウ、エ

設計・工事監理の履行実績要件について、設計実績
は「基本設計又は実施設計の完了実績(施設竣工は
不問で施工中でも可)」、工事監理実績は、「工事監
理が完了し、施設竣工し引渡しが完了した実績」とい
う理解で宜しいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

23 7 ②ウ、エ
「平成22年度以降に履行した…」の部分について、
平成21年度以前に契約し、履行完了した時期が平成
22年度以降の実績は含んで宜しいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

24 7 2.(2)②

岸和田市指名競争入札参加資格登録業者名簿への
建設コンサルタントとしての登録について、「ただし２
（１）①ｱ及びウに該当する企業に関してはこの限りで
はない」とありますが、設計実績のある施工企業が設
計共同企業体の構成員になる場合も登録は不要と考
えてよろしいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

25 7 2（2）②ウ
「平成22年度以降に履行した・・・設計実績があるこ
と。」とありますが、履行したとは、どの時点を指すの
でしょうか。

設計業務においては業務の完了を、施工業務においては
竣工し引渡しが完了した時点を指します。

26 7-8
1・(3)・②・
エ・ｃ・ｄ・e

構造設計主任技術者の資格要件で構造設計一級建
築士と一級建築士は同等の扱いになると考えて宜し
いでしょうか。（電気・機械同様）

構造設計主任技術者の資格要件について、構造設計一級
建築士と一級建築士は同等の扱いになるとお考えいただい
て結構です。
電気設備設計主任技術者及び機械設備設計主任技術者に
ついては設備設計一級建築士と建築設備士が同等の扱い
になるとお考えいただいて結構です。

27 7～9 2（2）②ウ
設計企業の代表構成員の設計実績には、海外にお
ける設計実績を記載してよいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

28 7～9 2（2）②ウ

設計企業の代表構成員の設計実績には、デザインビ
ルドの建設共同企業体から委託された、デザイン監
修及び建築分野の設計協力事務所としての設計実
績を含めてよいでしょうか。

設計実績は元請けとしての実績とお考えください。

29 7～9 2（2）②ウ

設計企業の代表構成員の設計実績には、2種類の類
型の合築による建築物の場合、それぞれの用途の床
面積を算出して要件に該当するならば、2つを個別に
実績として記載してよいでしょうか。

2種類の類型の合築による建築物（複合用途の建築物）の場
合、実績としては1つの建築物に対し、1実績としてください。

30 7～9
2（2）②ウ
2（2）②エ

設計企業の代表構成員及び各配置予定技術者の設
計実績には、現時点で基本設計契約が履行済みで
ある実績を記載してよいでしょうか。

参加資格の確認基準日時点において業務を履行（完了）し
ていれば実績有りと判断いたします。
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31 8,10
2.(2)

②.エ.g
設計企業と建設企業それぞれのコスト管理主任技術
者は同一人物でもよろしいでしょうか。

設計企業、施工企業それぞれ別の担当者を配置してくださ
い。

32 8 2.(2)
電気設備設計主任技術者、機械設備設計主任技術
者の兼務は可能ですか？

兼務は認められませんが、両者ともに再委託先の担当者で
も良いこととしております。

33 9 2.(2)
電気設備工事監理主任技術者、機械設備工事監理
主任技術者の兼務は可能ですか？

兼務は認められませんが、両者ともに再委託先の担当者で
も良いこととしております。

34 9 ２・（２）・オ

「配置予定施工技術者は、本業務の完成・引き渡し
日までの間、病気・死亡・退職等の特別な事情がある
ほか、やむを得ないとして市が承認した場合以外は、
変更を認めない。」との記載がございますが、本事業
の期限は令和１１年１月末までと長期に渡ります。「や
むを得ないとして市が承認する事項」に工期中の施
工技術者の昇進や家族の介護・傷病に起因する事
情等の条件を追加願えませんでしょうか。

統括管理技術者を除く配置予定施工技術者の交代につい
ては国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル（最終改
正 平成28年12月19日国土建第349号）」二－二（４）を適用
します。
なお、市が承認する事項の具体的な事由や認否については
発注者と受注者間での協議内容によるため、質疑いただい
た事由についても発覚した時点で協議のうえ、認否を決定
いたします。

35 10
２・（２）・③・

エ

「統括管理技術者」及び「監理技術者」、「施工計画
主任技術者」の配置要件につきまして「施工に携わっ
た実績があること」との記載がございますが、要件を
満たす具体的な基準をご提示下さい。

統括管理技術者は対象物件における施工期間の70％以上
の期間従事した実績とします。
その他の技術者は対象物件における施工期間の50％以上
の期間従事した実績とします。

36 10
2（2）③エ

要求水準書
4.1（7）3）

統括管理技術者は、要求水準書45ページ4　4.1（7）
3）③〈現場代理人〉に記載の専任条件がある現場代
理人を兼務しない場合は、専任条件はないと理解し
ていいでしょうか。

統括管理技術者は本業務全体をマネジメントする技術者で
あるため、いかなる場合においても専任としてください。

37 11
2（2）③

オ

「配置予定施工技術者は、本業務の完成・引き渡し
日までの間、・・・変更を認めない」とありますが、本業
務の完成・引き渡し日までとは、別添１業務スケ
ジュール（案）で示されている南館の完成・引き渡し日
までと理解してよろしいでしょうか。

実施要領2（2）③オに記載の「本業務の完成・引き渡し日ま
で」とは本業務の完了までとお考えください。
そのため、別添1業務スケジュール（案）においては仮設庁
舎解体工事の完了までとなります。

38 11
2（2）③

オ

「配置予定施工技術者は、本業務の完成・引き渡し
日までの間、・・・変更を認めない」とありますが、事業
終了は令和11年1月31日までと、あまりに長期にわた
るため、当該技術者の転勤や異動等により継続配置
が困難になることが予想されます。原則変更は認め
ないとのことですが、柔軟に対応いただけるものと考
えてよろしいでしょうか。

第1回質疑回答書（1）の回答番号34と同様です。

39 11
２・（２）・③・

エ・ｄ

「コスト管理主任技術者」の配置要件につきまして「コ
スト管理士」、「建築積算士又はこれと同等以上の資
格を有する」との記載がございますが、当該資格を保
有している者は積算担当部署の管理職クラスとなりま
すが、専任常駐でなくてもよろしいですか、具体的な
配置条件をご提示下さい。

コスト管理主任技術者は専任常駐である必要はありません。
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40 12 3（3）③
「質問者の特殊な技術またはノウハウ等、・・・は公表
せず」とありますが、質問者が公表しないよう要望す
れば公表しないとの理解でよろしいでしょうか。

デザインビルドにおける商慣行に則り、各質問者のノウハウ
については、十分な配慮を行うことが原則で、基本的に公開
されません。
しかしながら、情報公開請求等がなされた場合において、一
部、その限りでないことが生じうることがありますので、あらか
じめお含みおきください。

41 12 (4) ②

設計企業で令和2年9月の入札参加資格審査申請を
追加申請で行う場合は参加表明書・参加資資格確認
申請書提出時、「令和2年9月に追加申請する」旨を
明記した書類等は不要と考えて宜しいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

42 12,13 ク、ケ
企業、又は配置予定技術者の様式で記載した実績
に重複がある場合の添付書類については、1案件に
つき1部を添付する形で宜しいでしょうか。

企業の実績、配置予定技術者の実績が重複している場合に
おいても、各提出書類毎に添付してください。

43 13 3（4）②コ

3（4）②コの設計受賞実績は3実績までとされていま
す。設計業務管理技術者と建築設計主任技術者が
異なる場合、それぞれの技術者の実績を合わせて3
実績としていいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

44 13 ケ

配置予定技術者の従事状況の証明書類ですが、重
要事項説明書、建築士法22条の3の3書面（24条の
八を含む）、体制表は含まれるものと解釈して宜しい
でしょうか。また、発注者押印が無くてもよいという解
釈で宜しいでしょうか。（発注者により契約書や書式
体裁により、、当該ページに押印がない場合も多数あ
ります。体制表についても業務計画書の中身に添付
され、提出時に表紙のみの押印で当該ページに押
印がない案件が大多数です）

証明書類についてはそのようにお考えいただいて結構で
す。
押印については、本来であれば発注者の押印を必要といた
しますが、世間のコロナ禍の状況を考慮いたしまして配置予
定技術者が従事したことを自らが証明する意味で、当該技
術者が属する企業の代表者印を押印して提出してください。

45 13 3（4）②ケ
各配置予定技術者の従事状況の証明書類は、各技
術者の所属企業の自主証明でよいでしょうか。

従事状況の証明書類は実施体制表等、当該物件に従事し
ていた時の証明できる資料を添付してください。
また、証明書類には各配置予定技術者が属する企業の代
表者印を押印してください。

46 13 3（4）②ケ
各配置予定技術者の資格及び実績（様式７）の経歴
欄にはどういった内容の経歴を想定していますか。

経歴欄には配置予定者の職歴を記入していただきますよう、
お願いいたします。
なお、経歴欄は適宜、行の高さを変更していただいて結構
です。

47 13 3（4）②コ
設計受賞実績の評価における優先順位は、実施要
領に記載のa～jの順と考えてよいでしょうか。また配
点差はあるのでしょうか。

実施要領に記載の順番は優先順位ではありません。
設計受賞実績については選定委員会で各選定委員が評価
する事項となります。

48 13 3（4）②コ
設計受賞実績は３実績までとありますが、同一設計実
績にて複数の受賞がある場合、複数の実績として記
載してよいでしょうか。

同一設計実績にて複数の受賞がある場合に複数の実績とし
て記載していただくのは結構です。
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49 13 3（4）②コ

設計受賞実績について、賞によっては所属会社名で
の受賞となりますが、設計業務管理技術者又は建築
設計主任技術者が担当したことを従事状況により証
明することで要件を満たすとしてよいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

50 13 3（4）②コ

様式9には、設計業務管理技術者又は建築設計主
任技術者のいずれかを記載する旨備考欄に注記が
ありますが、両者が共に担当した受賞実績について
も、いずれかの記載でよいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

51 13
２・（４）・②・

ケ

配置予定技術者の従事状況の証明書類を添付との
記載がございますが、CORINS登録がない民間工事
の証明書類は、当該民間工事発注者へ提出の施工
組織表でよろしいでしょうか。ご指示下さい。

従事状況の証明書類は当該物件に従事していた時の施工
組織表でも結構です。
ただし、証明書類には各配置予定技術者が属する企業の代
表者印を押印してください。

52 13 3・（4）・2・コ

ａ～ｉまでの受賞歴を示されていますが、評価基準は５
段階で委員の視点での評価となっております。受賞
内容毎の明確な評価基準は御座いませんでしょう
か。

設計受賞実績については選定委員会において実績のある
選定委員が、真摯に評価することになっております。外的基
準で諮れる部分にはある種の限界もありますので、今回選定
委員の専門性を尊重する判断をさせて頂いております。

53 14 3（5）①イ

3（5）①イの貸与資料に市庁舎（旧館及び新館）の現
状の各部所の利用状況等が面積も含めてわかる図
面は含まれているでしょうか。含まれていなければ、
仮設施設計画の検討に必要なので提示をお願いし
ます。

3（5）①イの貸与資料ｈ平成30年度　岸和田市庁舎執務環
境等調査業務委託報告書（資料編・図面編）に現本庁舎の
図面データが含まれております。

54 15 3（6）①
第2回質問受付期間が示されていますが、当該期間
は夏季休暇にあたるため、質問提出を8月6日か7日
に繰り上げることは可能でしょうか。

配慮が足りず申し訳ございません。
第2回質疑の受付開始を令和2年8月6日（木）からといたしま
す。
なお、質疑受付締切日は変更いたしません。

55 17 3（8）

個別対話の機会を有意義にするため、その目的をご
教示ください。また個別対話にあたって、事前に提出
する資料やそのフォーマット、当日提出資料の詳細
など、個別対話要領をお示し下さい。

個別対話を行う目的は各々の参加者に一次審査結果の講
評をお伝えするとともに、二次審査時によりよい提案を行っ
ていただけるように対話することを目的としております。
一次審査用技術提案書を基に対話を行うため、事前に提出
する資料及び当日資料でご準備いただく資料はございませ
ん。
個別対話要領についても特に設けているわけではなく、実
施要領に記載の内容と本質疑回答をご参照ください。

56 22 4(1)

契約の締結に関する記載がありますが、貴市と受注
候補者（建設企業と設計企業の共同企業体）とが締
結する契約は、設計・施工・工事監理一体の契約との
理解でよろしいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

57 ― 様式1（別紙）
1.実施形態：共同企業体（分割実施方式、併用方式）
で、共同実施方式の項目がありませんがその理由を
ご教授ください。

共同企業体において基本設計、実施設計、工事監理、施工
の業務を全て共同実施方式で行うことは考えにくいため、項
目に記載しておりません。

58 ― 様式5・6

様式5「設計実績」、様式6「施工実績」について、必
要な実績は1実績でいいと考えますが、実績を3つま
で挙げる様式なっています。その理由をご教授くださ
い。

参加資格としては1実績で結構ですが、複数の実績がある場
合は性格の異なるいくつかの実績も事務局として把握できる
ため、様式としては3実績分設けた次第です。
1実績以外の記入については各自ご判断願います。
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59 ― 様式5・7
記載事項の「工事名」欄に実績要件を満たす設計業
務、又は工事監理業務の契約名称を記載する形で
宜しいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

60 ― 様式5・7

仮に工事監理が年度毎の分割契約となっている実績
を記載する場合は、「工事期間」欄に全工事監理契
約分の期間を記載するとともに、各年度分の契約書
を添付する形とすれば宜しいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

61 ― 様式7
経歴欄には記載した技術者が担当した主な実績を記
載する形とすれば宜しいでしょうか。

第1回質疑回答書（1）の回答番号46と同様です。



（2）要求水準書

回答
番号

資料
ページ
番号

見出
番号

質　　問 回　　答

1 8 2.7（1）1）

史跡範囲内の部分（区域外整備1）には建築物の建
設を行うことはできないとありますが、車両及び歩行
者通路並びに外構整備は本業務により行うものと考
えてよいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

2 8 2.7（1）1）
千亀利公園部分（区域外整備2）は庁舎の建築敷地
に含めることはできないとありますが、本部分の整備
は本業務により行う必要がありますか。

当該部分は本業務の整備範囲となります。

3 8～9
2.7

（1）敷地概要

岸和田市における近隣商業地域の日影規制は、平
成２８年の岸和田市環境保全条例廃止により、本敷
地及び隣地等に規制は無いと考えてよろしいでしょう
か。

規制は無いとお考えいただいて結構です。
ただし、近隣住宅や近隣商業施設に対しては近隣説明会で
プランを提示し説明する必要がありますので一定の配慮は
必要と思われます。

4 8～9
2.7

（1）敷地概要

現本庁舎、第二来庁者用駐車場、上下水道局駐車
場敷地概要のその他欄に、原則開発許可申請が必
要とありますが、どのような許可が必要となるでしょう
か。

上下水道局駐車場敷地を単体で利用する場合において、
当該敷地は開発不要となる可能性はあります。ただし、現本
庁舎敷地、第二来庁者用駐車場敷地においては区画の変
更は発生するものと考えております。また、擁壁の取扱に
よっても開発許可に該当する可能性があるため、原則、開発
許可申請が必要としております。詳細については計画時点
において担当部局との協議が必要となります。

5 8～10
2.7（1）1）

～2.7（1）3)

現本庁舎敷地、第二来庁者用駐車場敷地、上下水
道局駐車場敷地のその他欄に、「原則、開発許可申
請が必要」とありますが、土地の形状の変更が開発許
可の基準に該当しない限りにおいて、開発許可申請
の必要がない敷地のように思われます。その他に必
要となる理由があればご教示ください。

第1回質疑回答書（2）の回答番号4と同様です。

6 8～11
2.7（1）
1）～4）

「文化財包蔵地内のため、発掘調査必要」とあります
が、その範囲は【公開資料B-3】に記載の緑で着色さ
れた範囲のみでよいでしょうか。調査の結果、さらに
広い範囲の調査が必要となった場合の費用について
は、別途と考えてよろしいでしょうか。

第1回質疑回答書（1）の回答番号3と同様です。

7
11
12

2.8（1）
2.7（1）

（1）新築施設概要に、基本計画に示すコンセプトや
考え方、実施要領に掲げた基本的理念を十分に反
映しつつ、以下に定める必要な延床面積及び機能、
性能等が確保され、提案上限価格内での提案が可
能な場合においては、1 棟案やその他の解法による
提案も可能とする。とあります。

1）新庁舎の延床面積中、＋α（駐車場・駐輪場面
積）については工事期間中の一時使用も含め2.7（1）
に示される本事業における対象敷地以外の敷地もし
くは民間ビルの賃貸や公共施設の有効利用は提案
範囲に含まないと考えてよろしいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。
新庁舎における＋α（駐車場・駐輪場面積）については2.7
（1）に示す対象敷地以外での活用は考えておりません。
ただし、工事期間中の駐車場確保のために有効な提案があ
れば契約締結後において是非とも提案していただきたいと
思います。

8 12 2.8（1）

また、駐輪場及び駐車場の考え方について、必要台
数を確保しつつ創意工夫により建設コストが縮減で
き、市町村役場機能緊急保全事業債の活用に有利
な提案を妨げるものではない。とあります。
この場合、意図するところを教えて頂けますでしょう
か。

市町村役場機能緊急保全事業債について、現在、本市が
把握している事項として、来庁者用駐車場の建設費用は起
債対象外になると認識しております。
今回の基本計画においては本庁舎地下部分に駐車場を設
ける計画としているため、当該駐車場の建設費用においても
起債活用に有利な提案を妨げるものではないという意味で
記載しております。

第１回質疑回答書
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9 12 2.8（1）1）

新庁舎の駐車台数は約８０台との要求水準が示され
ていますが、【別添4（別紙2）】議会諸室の考え方
（1/6）では議員専用駐車場が２４台必要と記されてい
ます。この24台は、約80台の内に含まれていると考え
てよいでしょうか。

議員専用駐車場は24台必要としておりますが、議会開催時
期において必要となる駐車場台数となりますので、80台の中
で運用方法により対応いたします。

10 12 2.8（1）1）

基本計画時の概要として、「立体駐車場への車両の
進入路は北館建設敷地にて確保すること」とあります
が、要求水準欄には、その旨記載がありません。本提
案においては要求水準欄を正と考えてよいでしょう
か。

そのようにお考えいただいて結構ですが、各種法令・基準に
則した計画とすることはもとより、府道堺阪南線の曲線部に
位置する敷地において、交通の安全性確保並びに府道堺
阪南線が渋滞しないよう配慮することは必須事項となります。

11 13
2.8（1）3）
2.8（1）4）

上水道関連倉庫および下水道関連倉庫の構造に鉄
骨造との記載がありますが、その他の要求水準を満
足する前提で、他の構造形式の採用も考えてよいで
しょうか。

その他の要求水準を満足する前提であれば、他の構造形式
の採用も考えていただいて結構です。

12 13
2.8

対象施設の
概要

上水道・下水道関連倉庫の場所や計画は、機能的
充足と、法的適合を前提に、技術提案可能と考えて
よろしいでしょうか。また独立した倉庫でなくても、合
築や庁舎の一部として機能を組み込むことも提案可
能と考えてよろしいでしょうか。

場所や計画については機能的充足と法的適合を前提に技
術提案を可能と考えていただいて結構です。また、上水道・
下水道関連倉庫について機能的充足と法的適合、また、下
水道保管物資・汚物が上水道保管物資に影響を与えないこ
とを前提として倉庫同士の合築は差し支えないものとします
が、庁舎との合築や庁舎の一部を利用することは提案不可
といたします。

13 13～16
2.8（2）

1）～10）

解体施設概要にて備考※上記に示す部分以外のア
スベスト含有調査は受注者にて行うこと、とあります
が、調査費用のみ見積りに見込むものとし、アスベス
トが発見された場合の処分費、工期に関しては別途
とさせていただきます。よろしいでしょうか。

アスベストが発見された場合の処分費について、レベル1の
撤去処分費は別途といたしますが、レベル2,3の撤去処分費
は今回の予算に含まれています。
工期に関しては別途協議させていただきます。

14 13～16
2.8（2）

1）～10）

各棟のアスベストの含有調査時期は、解体工事期間
着手に影響を与えることなく調査・サンプリングが可
能なものとします。よろしいでしょうか。

調査、サンプリングにあたっては解体工事の着手に影響が
出ないように随時協力いたしますが、庁舎の運用にも影響が
出ないような配慮もお願いしたいと思います。

15 16 2.8（3）

（3）仮設施設概要備考欄に、※民間ビルの賃借や公
共施設の有効活用により発注者が規模縮小または不
要と判断する場合があるとあります。

プロポーザル時は工事期間中の一時使用も含め2.7
（1）に示される本事業における対象敷地以外の敷地
もしくは民間ビルの賃貸や公共施設の有効利用は提
案範囲に含まないと考えてよろしいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。
なお、事業の実現性において担保性があり、本事業に有効
となる提案があれば契約締結後において是非とも提案して
いただきたいと思います。

16 16

2.8（3）

プロポーザ
ル関連資料
A-1「岸和田
市新庁舎整
備基本計画」

（3）仮設施設概要の価格感としては、プロポーザル
関連資料A-1「岸和田市新庁舎整備基本計画」の4.1
概算事業費の算定にある仮設庁舎整備費(整備+撤
去)29.5万円/ｍ２の根拠があれば教えてください。

整備費用はJBCI（ジャパンビルディングコストインフォメーショ
ン）の、貸事務所、並グレード（全国）を採用しており、撤去費
はJBCIの解体工事、S造の参考価格（全国）平均値を採用し
ております。

17 18 3.2（2）

委託業者諸室欄に、原則委託業者毎に執務スペー
ス、休憩スペース、更衣室、仮眠室、シャワー室を設
置するとあり、要求水準補足資料P2　2（4）に、想定す
る委託業務概要として7業務が記されています。計画
上は、【別添3】新庁舎面積算定資料（1/1）並びに
【別添4】必要諸室等概要（4/4）に記載されている必
要室数を満足するものと考えてよいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。
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18 19
3.2
(4)

「中圧ガス導管の採用を検討」とありますが、負担金
が発生する場合は別途工事でよろしいですか？

コジェネレーションの採用など、一定使用量が見込まれるの
であれば、負担金は不要ですが、ガバナ管理料は必要であ
ると大阪ガス株式会社よりお聞きしています。
提案内容により引き込みの負担金が必要となるのであれば、
受注者による負担をお願いいたします。なお、ガバナ管理料
については別途とお考えいただいて結構です。

19 19 3.2.(4)

津波による浸水想定区域外ではあるが新庁舎は津波
避難ビルとしての位置づけを行うとのことですが、具
体的に浸水は想定せず、津波避難ビルとして活用で
きる計画があればよろしいですか。もし、考慮すべき
浸水高さがあればご教示ください。

そのようにお考えいただいて結構です。

20 20
3.3.1
（1）

「車両動線については混雑時に府道堺阪南線が渋
滞しないように配慮して計画すること」とありますが、
周辺の交通量調査などを実施されていれば、その内
容をご開示ください。

平成30年度実施「岸和田市庁舎整備計画策定支援業務委
託(建設地決定等)」の報告書において、交通量調査の実施
結果が掲載されております。報告書は本市（庁舎建設準備
課）ホームページにて公表しておりますので、ご参照くださ
い。

21 22 3.3.1（2）g）
CASBEEのAランク相当以上とありますが、自主評価と
考えてよいでしょうか。

CASBEEのAランク相当以上の取得が必要となります。
自主評価では要求水準を満たしませんのでご注意ください。
なお、提案段階においてはCASBEEのAランク相当以上の取
得が十分に可能となるよう、客観性の高い説明を求めます。

22 22
3.3.1
(2)i)

ランニングコストの試算にあたり、既存市庁舎の電
気、水、ガスの使用量を開示いただけませんか？月
別で一年分程度。

質疑回答の公表と同時に資料を公表いたします。

23 22
3.3.1
(2)i)

ランニングコストの試算にあたり、既存市庁舎の電
気、ガスの料金単価を開示いただけませんか？

ランニングコストの試算は関西電力株式会社、大阪ガス株式
会社が開示している一般的な料金単価にて行っていただき
ますようお願いいたします。

24 23
3.3.1
(3) d)

鉄筋コンクリートの劣化対策はありますが、鉄骨の劣
化対策は何か指定がありますか。

鉄骨の場合、雨水の浸入等による錆が一番の劣化原因であ
ると考えますので、錆止め及び雨水浸入対策は適切に行っ
ていただきたいと思います。
また、LCCMに配慮した合理的な工法や材料の使用が求め
られていることは、ご理解ください。

25 25
3.3.1
(4)k)

「会議室等に映像・音響設備を設置し…」とあります
が、別添3新庁舎面積算定資料の部屋名で具体的に
指示いただけませんか？

現段階では別添4に示す会議用モニターが必要な部屋には
設置が必要です。
ただし、あくまでも現段階での想定において記載しておりま
すので、設計段階において変更は生じるものとお考えくださ
い。

26 26
3.3.1
(4)k)

議場、委員会室の映像・音響設備は別途工事でよろ
しいですか？

要求水準書25頁3.3.1（4）k）に記載のとおり、議会運用のた
めに必要な会議システムは本工事に含まれます。
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27 26
3.3.1
(4)n)

入退管理設備の設置室を具体的に提示いただけま
せんか？

原則として庁内を市民利用エリア、共用（会議室等）エリア、
議会エリア、執務エリアに区分けし、エリア出入口に入退室
管理用設備を設けることを想定しております。
その他として、玄関、通用口、会議室、更衣室、情報政策課
特有諸室、金庫、保管庫（書庫、倉庫）には最低限設ける必
要があると考えております。
設計段階の計画により考え方も変わるものと思われますので
必ずしも上記の内容が全てはございません。

28 27
3.3.1
(5)a)

「各便所にベビーチェア及びベビーベッドを設置する
こと」とありますが、目安として1個ずつでよろしいです
か？

そのようにお考えいただいて結構です。

29 28
3.3.1
（5）o）

雨量観測設備（別途）の詳細があればご提示くださ
い。
ない場合、必要な配管設備仕様及びコンクリート基礎
のサイズについてご提示ください。

雨量観測装置は大阪府が設置する雨量計からのデータを
無線で受信し、危険度を判断するための情報を処理するも
のです。
危機管理課内に5㎡程度、高さ2ｍ程度のラック形式の受信
機が設置されています。受信アンテナは長さ50㎝程度のホ
イップ型で、5C－FBの同軸ケーブルにより受信しています。

30 28
3.3.1
(5)n)

「防災無線設備等（別途）」の概要の分かる資料を提
示いただけませんか？

（別冊）要求水準補足資料10頁3.1（5）i）をご参照ください。

31 29
3.3.1
（6）ａ）

雨水の流出抑制について、遵守すべき基準があれば
ご提示ください。

「岸和田市開発行為等に関する技術的基準」の技術基準
5.7雨水流出抑制対策を参照のうえ、担当部局と協議するこ
とになります。

32 29
3.3.1
（6）e)

日常的な搬出入車両があれば、サイズ・仕様、時間
帯についてご提示ください。

日常的に出入りのある車両は、ごみ収集車（2ｔパッカー車ま
たは深ボディ車）および郵便、逓送便のための車両（軽バ
ン）で、いずれも毎日収集があり、時間帯については概ね午
前中となっております。

33 29
3.3.1
（6）i)

消防活動空地について、関係機関と協議することとあ
りますが、公平性を期するためプロポーザル段階で
は協議が認められないという認識でよろしいでしょう
か？

そのようにお考えいただいて結構です。

34 29
3.3.1
(6)i)

既存の消防水利、防火水槽の位置、容量の分かる資
料を提示いただけませんか？

岸和田市地図情報配信サービス（公表資料CのURL）の消
防・防火情報にて公表しておりますので確認をお願いいたし
ます。

35 30
3.3.2（1）e）
3.3.2（2）b）

立体駐車場は津波避難ビルとして活用できる計画と
することとありますが、構造は鉄骨造で可能な限り国
土交通大臣認定品を使用することとされています。市
のホームページでは、津波避難ビルしての要件として
「3階以上の鉄筋コンクリート又は鉄骨鉄筋コンクリー
ト造の建物を基本とする。」とされているようですが、
鉄骨造においても要件を満たすと考えてよいでしょう
か。

国土交通省告示第1318号に定める構造方法に適合させる
ことで鉄骨造においても要件を満たすと考えております。
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36 32 3.3.2（4）e）
立体駐車場の昇降機設備は、バリアフリーの観点か
ら9人乗り程度のエレベーターを1基設けることとありま
すが、車いす対応は不要と考えてよいでしょうか。

車いす利用者においては障害者用駐車スペースを庁舎玄
関と同一フロアに配置することで昇降機設備を利用せずとも
庁舎にアプローチする等により対応できるものと考えておりま
す。
ただし、稀に使用することも想定されるため、昇降機は9人乗
り（車いす仕様）としてください。

37 33
3.3.3
（1）d）

「原材料のスペースには揚重機械器具（天井クレー
ン）を設置すること。」とありますが、必要な荷重条件
についてご提示ください。

荷重条件は2ｔとしてください。

38
38
39

3.3.5

仮設庁舎の基本要件のうち、（1）c)立面・外観デザイ
ン及び外装計画に、 歴史的環境との調和を図り、周
辺景観に考慮した外観デザインとし、岸和田市景観
計画に則した計画とすること。とあります。
岸和田市景観計画をお示し下さい。

本市のホームページ（都市計画課）にて公表しておりますの
で、ご確認いただければ幸いです。

39
44
45

4.1
（7）1）⑧

「統括管理技術者以下の各担当者の変更は、本業務
の完成・引渡日までの間、・・・変更を認めない」とあり
ます。工期があまりに長期にわたるため、当該技術者
の転勤や異動等により継続配置が困難になることが
予想されます。原則変更は認めないとのことですが、
柔軟に対応いただけるものと考えてよろしいでしょう
か。

第1回質疑回答書（1）の回答番号34と同様です。

40 46
4.1

（9）①

「建築確認（昇降機械設備工事を含む。）その他諸手
続は、受注者が行うこと」とありますが、建築確認では
なく計画通知ということでよろしいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

41 51
2) 基本設計

業務①

土壌汚染調査が含まれておりますが、範囲・仕様が
不明です。調査対象とする土壌汚染物質・サンプリン
グ箇所数・調査深度により金額が変わる為、積算が
可能となるような資料をご提示頂けないでしょうか。

要求水準書2頁1.3に示す関係法令・基準等のほか公益財
団法人大阪府都市整備推進センターにおける「阪南2区建
設発生土受入基準の運用」により必要となる調査が対象とな
ります。調査範囲についてはこれらの基準に則し、必要とな
る部分をご判断ください。

42 51
4.2

(1)2)①
受注者は土壌汚染調査を行うとありますが、解体前に
調査の必要はないでしょうか。

要求水準書2頁1.3に示す関係法令・基準等のほか公益財
団法人大阪府都市整備推進センターにおける「阪南2区建
設発生土受入基準の運用」により必要となる調査を必要な
時期に適切に行ってください。

43 51
4.2

(1)2)①
上記に関連し、敷地の地歴は提示頂けるのでしょう
か。

現段階では、現本庁舎敷地は昭和29年から現在の庁舎が
建っていること、第二来庁者用駐車場については大正13年
より市民公会堂が建っていたという情報までです。
上記以前の履歴については現在、調査中につき、お示しで
きません。

44 51
4.2

(1)2)①

土壌汚染が確認され、対策が必要となった場合、工
程について協議をさせて頂けるのでしょうか。対策費
用については別途と考えてよろしいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。
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45 52 (1) 4)
発注者に対するモニタリング支援業務について、モ
ニタリングのために発注者が求める書類および情報
等の内容・項目について、ご教示ください。

一例ではありますが、書類としては要求水準添付資料【別添
6】要求水準確認計画書や【別添7】技術提案実施計画書は
提出を求めます。情報等については例えば世間の建設コス
トや資材の流通状況等について情報を求めることがあると考
えます。その他、その時の状況に応じて随時書類や情報を
求めます。

46 54,56
⑥(P.54)
⑬(P.56)

パース成果品枚数は基本設計、実施設計共に「適
宜」となっておりますが、最低限必要な枚数の指定は
あるでしょうか。鳥瞰1枚、外観3枚、内観5枚程度と考
えて宜しいでしょうか。

成果品としては新庁舎1棟につき、鳥瞰1枚、外観2枚、内観
5枚程度が最低限必要な枚数とお考えください。
また、成果品の他に市民説明会等においても鳥瞰1枚、外
観2枚程度は必要とお考えください。

47 55,56
⑫(P.55)
㉓(P.56)

「その他発注者が必要と認めるもの」ですが、仕様書
等に明記されないが当然必要な業務を指しているも
のであると認識しておりますが、何か想定されている
具体的内容があるようでしたらご教示お願いします。

市民説明会用の資料や近隣説明会用の資料は求めること
になると思います。また、成果品の中でも電子データでの納
品を求めることもあろうかと思います。その他、随時発生する
ものであるとご理解ください。

48 62
4.3（4）
3）　ｂ）

調査業務　解体工事に伴い、下記に示す調査業務を
適切な時期に行うこと。とありますが、ダイオキシン・
PCB・フロン、ハロン等の調査結果による対策費用は
別途とさせていただきます。よろしいでしょうか。

ダイオキシン・フロン、ハロンの調査結果による対策費用は
今回の予算に含まれています。
また、PCBについては調査結果による対策費用として市が指
定する場所への運搬費用は予算に含まれます。

49 71 6

要求水準書本文中に特には記載がありませんが、
【別添4】必要諸室等概要（1/4）では、「会議室は、会
議室フロアとして、まとめて配置」との記載がありま
す。これは要求水準となりますでしょうか。

ワンフロアに配置することが必須ではないが、会議室は出来
るだけ塊として配置し、休日等時間外の市民利用も考慮し、
職員動線との分離やセキュリティーの確保、また可動間仕切
りによる会議室の分割利用等を図りたいと考えております。

50 71 6

【要求水準書補足資料　P2　2（5）】に、議場の形式は
対面式とすることとありますが、【別添4（別紙2）】議会
諸室の考え方（2/6）ではレイアウトは直列タイプとの
記載があります。現庁舎と同様に、議長席及び執行
部席が議員席と向かい合うレイアウトを示していると考
えてよいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

51 71 6

【別添4（別紙１）】一般執務スペース面積の算定根拠
（1/1）に、市民環境部環境課の職員数17名とありま
すが、【公表資料　資料A-1　P3-3　3.2（1）　図3-1】
コミュニケーション相関図には52名との記載がありま
す。新庁舎への配置人数は17名を正と考えてよいで
しょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。
市民環境部環境課の総数が52名であり、新庁舎へ統合する
係の人数が17名となっております。

52

（別冊）
要求水
準補足
資料

1

要求水準
補足資料

1

補足資料の内容に関して、補足資料の位置づけ「業
務実施時には反映されるべき事項であるが、技術提
案においては必ずしも網羅する必要はない」の主旨
に基づいた技術提案が可能と考えてよろしいでしょう
か。

そのようにお考えいただいて結構です。

53

（別冊）
要求水
準補足
資料

2

要求水準
補足資料

2（5）議会機
能

「市民動線と議員動線の明確な分離」とありますが、
議会フロアに至る階段、エレベータや庁舎エントラン
ス、WC等も職員動線と議員動線を明確に分離する
必要があると考えられるでしょうか。

市民動線と議員動線については区分していただきたいです
が、職員動線と議員動線については各機能エリアの配置等
にもよるため、設計段階において協議いたします。

54

（別冊）
要求水
準補足
資料

4

補足
3.1（3）

建築計画

「来庁者エリアと職員エリアとの区別を明確にするこ
と」とありますが、階段、エレベーター等動線やWC等
も明確に分離する必要があると考えられるでしょうか

可能であれば分離したいと考えておりますが、絶対条件では
ございません。



（2）要求水準書

回答
番号

資料
ページ
番号

見出
番号

質　　問 回　　答

第１回質疑回答書

55

（別冊）
要求水
準補足
資料

9

補足資料
3.1(5)d)

「排水は分流方式」とありますが、雨水と汚水の分流
を指しており、汚水と雑排水は合流も可という理解で
よろしいですか？

（別冊）要求水準補足資料9頁3.1（5）d）に記載の分流とは建
物内においては雨水、汚水、雑排水それぞれ分流すること
による分流方式を意味しています。

56

（別冊）
要求水
準補足
資料

9

3.1（5）d）
排水は分流方式とありますが、これは屋外分流方式
を指すかご教示ください。

屋内、屋外共に分流方式を意味します。
なお、屋内においては第1回質疑回答書（2）の回答番号55
と同様とし、屋外においては雨水、汚水の分流を意味しま
す。

57

（別冊）
要求水
準補足
資料

9

3.1（5）d） 屋内排水方式に指定があるかご教示ください。 第1回質疑回答書（2）の回答番号55と同様です。

58

（別冊）
要求水
準補足
資料
10

補足資料
3.1(5)f)

サーバー室の温湿度条件（24℃、45%）ですが、冷房
設備と加湿設備の条件であり、暖房設備と除湿設備
は不要という理解でよろしいですか？

条件設定の主旨、目的は年間を通して温湿度条件を一定時
維持させることですので、主旨、目的を達成できるのであれ
ば結構です。
また、サーバー室内で複数名が管理のために随時保守作
業を行うので、換気にも注意してください。

59

（別冊）
要求水
準補足
資料
13

3.1.5

仮設庁舎の基本要件のうち、（1）c)その他に、 発注
者に仮設庁舎に対する要望を再確認すること。とあり
ます。
プロポーザル時において、要求水準書2.8（3）仮設施
設概要、3.3.5仮設庁舎の基本要件、プロポーザル関
連資料A-1「岸和田市新庁舎整備基本計画」の4.1
概算事業費の算定にある仮設庁舎整備費以外に、
発注者として仮設庁舎に対する要望がありましたらお
示し下さい。

プロポーザル時においては要求水準書2.8（3）仮設施設概
要、3.3.5仮設庁舎の基本要件に記載のとおりです。
なお、（別冊）要求水準補足資料3.1.5（1）c)その他に記載の
「発注者に仮設庁舎に対する要望を再確認すること。」とある
のは要求水準書2.8（3）仮設施設概要、3.3.5仮設庁舎の基
本要件に記載の事項及びその他要望について確認すること
とご理解ください。

60

補足資
料

【別添
2】

14,15、
21,22

要求水準書補足資料別添２のリスク分担表に記載の
中止延期リスク及び工事費増加リスクについて、地震
や感染症等の不可抗力による工事中断やそれに伴う
事業費・工期の増大等が発生した場合、その責任は
発注者受注者どちらに帰するものと考えればよろしい
でしょうか。

受注者においては建設工事保険等による対応をお願いしま
すが、不可抗力による工事中断やそれに伴う事業費・工期
の増大等が発生した場合については協議を行い、決定した
いと思います。



（３）その他

1

業務請負契約書（案）12/31第37条（賃金又は物価の変動に基
づく請負金額の変更）に関して、「国又は府の指導又は例により
‥‥‥‥」とありますが、各種スライド制度（全体、単品、インフレ
等）が、国又は府の指導又は例があれば、原則適用されると理
解していいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

2

業務請負契約書（案）4ページ、第8条第2項
「前項第5号の場合においては」と記載がありますが、第8条第1
項に第5号が存在せず誤記ではないでしょうか。「第4号」の誤り
だと思われます。

ご指摘のとおりです。
契約時に訂正いたします。

3

業務請負契約書（案）4ページ、第8条第4項
「受注者が第1項第3号から第5号まで」と記載がありますが、第8
条第1項に第5号が存在せず誤記ではないでしょうか。「第4号」
の誤りだと思われます。

ご指摘のとおりです。
契約時に訂正いたします。

4

業務請負契約書（案）4ページ、第8条第5項
「同項第2号又は第3号に掲げる・・・」は「同項第2号に掲げ
る・・・」の誤記、「同項第4号又は第5号に掲げる・・・」は「同項第
3号又は第4号に掲げる・・・」の誤記ではないでしょうか。

ご指摘のとおりです。
契約時に訂正いたします。

5

業務請負契約書（案）4ページ、第9条第2項
「第5条第2項及び第25条第2項の規定による検査」と記載があり
ますが、第5条に検査関係の規定はございません。誤記ではな
いでしょうか。

ご指摘のとおりです。
契約時に訂正いたします。

6

業務請負契約書（案）11ページ、第33条
受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を
完成することができない場合、受注者は工期の延長変更を請求
することができる旨の規定がありますが、工期延長に係る請負代
金の変更等、必要な費用負担に関する規定がありません。実際
にそのような事象が発生した場合、貴市負担として頂けないで
しょうか。

契約書（案）第36条第3項に基づき協議して定めることになります。

7
業務請負契約書（案）12ページ、第37条
請負代金の変更について、賃金又は物価の変動による場合の
他、法令の制定・改廃によるものは該当しないのでしょうか。

法令の制定・改廃によるものは該当します。

8

業務請負契約書（案）12～13ページ、第40条および26ページ近
隣対策に係る特約事項
第40条の第三者に及ぼした損害に関する規定において、工事
の施工について第三者に損害を与えた場合は受注者負担、発
注者に帰責事由がある場合は発注者負担とされております。ま
た、近隣対策に係る特約事項第6項及び第7項では、合理的に
要求される範囲の近隣対策を超える近隣対策が必要で、基本
条件図書に定められた条件による工事方法の場合は、貴市が
追加費用及び損害について合理的な範囲で負担することと規
定されています。
工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤
沈下、地下水の断絶等により第三者に損害を与えた場合は、受
注者が善管注意義務を果たしていたことを前提に、貴市負担と
して頂けるものと考えてよろしいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

9

業務請負契約書（案）13ページ、第41条
不可抗力による損害等に関する費用負担について、発注者と受
注者が協議して負担の割合を定めると規定されていますが、重
大な損害と認められる場合は、受注者が善管注意義務を果たし
ていたことを前提に貴市負担として頂けないでしょうか。

契約書（案）第41条第2項に記載のとおりです。

第1回質疑回答書

回答
番号

質　　問 回　　答



（３）その他

第1回質疑回答書

回答
番号

質　　問 回　　答

10

実施要領、要求水準書等で示される計画内容を鑑みて、設計
監理業務分野、又は施工分野において新たに分担業務分野を
追加した方が望ましいものと判断した場合、提案の一環として適
宜様式7、様式8に準拠した様式を任意作成の上で、新たな追
加分野の主任技術者の様式を提出・配置させて頂くことは可能
でしょうか。

新たな追加分野及び配置予定技術者の追加に関して、ご提案いただく
ことは可能ですが、参加表明時にご提出いただく必要はございません。
ご提案いただく場合は、二次審査用技術提案書の業務計画提案書の
実施体制や実施方針に提案内容を含めてご提案いただければと思い
ます。

11
現本庁舎(旧館・新館)の契約電力、光熱水費(電気・ガス・水道・
下水・油　等)をご教示頂けないでしょうか。(直近の過去3年程
度)

第1回質疑回答書（2）の回答番号22と同様です。

12

提案作成に当たって高低差の把握が重要と考えていますので、
周辺道路を含めた敷地内外の既存地盤レベルが読み取れる既
存測量図等及びCADデータを配布していただけないでしょう
か。

既存地盤レベルが読み取れる既存測量図及びCADデータはございま
せん。
令和元年度に実施いたしました岸和田市庁舎建替に伴う測量業務委
託においても、公共用地境界確定のための測量を行っており、筆界等
は測量済ですが、レベル測量等は実施しておりません。

13
計画の参考としたいと思いますので、現時点での各課職員の男
女比を教えてください。

質疑回答の公表と同時に資料を公表いたします。

14

評価基準書のP.4【別表：評価事項に対する配点表】
各配置予定技術者の実績について、単純な同種施設の実績と
複雑で難易度の高い類似施設の実績とを比べた場合、自動的
に評価点は同種施設実績の方が高くなるのでしょうか。それは
評価基準のうち、2次審査の「業務実施体制」の項目で差が生じ
ると考えてよろしいでしょうか。

各配置予定技術者の実績について、評価基準項目は設けておりませ
ん。
業務実施体制の項目において差が生じるかは各選定委員の判断となり
ます。

15
【計画敷地図】今回の敷地は既存市庁舎の確認申請時と同じ敷
地範囲でしょうか。今回、区画の変更には該当しませんか。

今回の敷地は既存市庁舎の確認申請時と同じ敷地範囲ではございま
せん。
よって区画の変更は生じるものとお考えください。

16

「基本計画」1-16に既存石垣の取扱について記載があります
が、石垣（あるいは擁壁）そのものの耐震性について、安全性が
確認されていると考えてよいでしょうか。あるいは調査した資料が
あればご開示ください。調査した資料がない場合、そのために
必要な調査費用および安全対策費については別途と考えてよ
ろしいでしょうか。

既存石垣について安全性は確認されておりません。
調査した資料等もございません。
必要な調査費用及び安全対策費については第1回質疑回答書（1）の
回答番号9と同様です。

17

職員が利用する食堂および厨房については設置不要と考えて
よいでしょうか。職員が食事・休憩を行っている場所あるいはそ
れらのニーズについてご教示ください。調査した資料があれば、
ご提示ください。

職員においても市民利用スペースのテナント等を利用することを想定し
ております。
現状職員の食事については弁当持参、近辺の飲食店、出前等、様々
であり、休憩室はほとんどの部署がありません、自席や会議室を利用し
て食事をとっている状況です。なお、ニーズについて調査した資料は平
成30年度実施の「岸和田市庁舎執務環境等調査委託　報告書」のアン
ケート程度です。

18

「岸和田市新庁舎整備基本計画に係る検討経緯のまとめ」の
P.3-23に示される地盤資料No.1,2,5,6,7,8の他に、明確な支持
層を判定された調査報告書はありますでしょうか？。貸与・閲覧
資料のうち、ボーリング調査報告書および液状化に関する報告
書を守秘義務締結の上、先行して閲覧させていただけないで
しょうか？

当該資料についてのみ守秘義務締結のうえ、先行して資料の閲覧を許
可いたします。
閲覧の申出については事務局へ電話にて行い、日程を調整してくださ
い。

19
インフラ資料で給水と下水の図面が開示されていますが、ガス
についても開示いただけませんか？

お手数ですが、各自、大阪ガス株式会社にお問い合わせのうえ、調査
をお願いいたします。

20
参考に既存の庁舎で採用されている主要設備メーカーを開示
いただけませんか？

補修、改造が繰り返されていることもあり、開示しかねます。



（３）その他

第1回質疑回答書

回答
番号

質　　問 回　　答

21
【解体施設位置図】既存の市役所本館と別館をつなぐ立体横断
施設は、既存のままの形状で利用することでよいでしょうか？

道路の横断部分については既存のまま利用することを想定しておりま
す。
現本庁舎との接続部分については今回の解体工事に含むものとお考
えください。

22
既存の市役所本館と別館をつなぐ立体横断施設は建築物には
当たらないとの理解で良いですか？

そのようにお考えいただいて結構です。

23
計画敷地内外の石垣は文化財指定される予定はありますか？
それはいつですか？

現段階において計画敷地内外の石垣が文化財指定される予定はござ
いません。

24 仮庁舎は建基法第85条の許可に基づく仮設建築物ですか？

仮庁舎は建築基準法第85条の許可に基づく仮設建築物とすることも可
能と考えております。
ただし、詳細については設計段階において担当部局との協議が必要と
なります。

25
仮設許可が必要な場合、本庁舎の整備工事および引越に必要
な期間を一回の申請で許可もらえると考えてよいですか？

許可条件により仮設許可の期間が異なるため、担当部局との協議によ
ります。

26
分庁舎敷地を経由して立体駐車場へ至る動線（車）を設計する
うえで、必要最低限度の石垣撤去は認められると考えてよいで
しょうか？

基本計画1-16頁に示す石垣の取扱のとおりです。
よって当該部分の石垣撤去は認められないとお考えください。
ただし、やむを得ず、一時撤去せざるを得ない場合においては積みな
おしが必要となります。なお、詳細については担当部局との協議が必要
となります。

27
既存地盤調査結果は閲覧できますか。
今回計画部分の調査結果もありましたら、ご教示ください。

実施要領14頁3.（5）①イ.ｇ及びiに示す貸与資料と15頁3.（5）②イ.ｊに
示す閲覧資料以外にございません。
なお、過去の地質調査については現本庁舎敷地（新館）、消防署岸城
分署、別館部分の資料となります。

28 既存建物の図面及び計算書を閲覧できますか。 実施要領14頁3.（5）①イ及び15頁3.（5）②イに示す資料のとおりです。

29
建物ボリュームなどの設計条件に影響の大きい既存石垣の位
置・高さ・基礎の寸法のわかる図面もしくはCADデータは開示さ
れると考えてよろしいですか。

既存石垣の位置については公表資料B-1計画敷地図及び実施要領15
頁3.（5）②イ.l計画敷地図　図面データのほかございません。
高さ・基礎の寸法がわかる図面等について開示できる資料はございま
せん。

30 積載荷重の指定がありましたら、ご教授ください。 現段階において特記はございません。

31
環境振動による建築物の居住性能は、一般的な事務所程度とさ
れる二人歩行でのV-70以下（日本建築学会「建築物の振動に
関する居住性能評価指針」）でよろしいですか。

現段階において特記はございません。

32
耐震クライテリアをご教授ください。
レベル１、レベル2のそれぞれに対し地震波および変形・応力度
のクライテリア等の指定はありますか。

要求水準書3.3施設整備の基本要件の各施設において構造計画に記
載の事項以外に指定はございません。

33

【資料A-1】岸和田市新庁舎整備基本計画のp.1-17の地震のハ
ザードマップにおいてで上町断層帯地震ならびに中央構造線
断層帯地震による建物の被害予想について記載されています
が、これらの地震動についても設計用地震動に含めますか。

第1回質疑回答書（3）の回答番号32と同様です。

34
上記地震が設計用地震動に含まれる場合は、地震動の加速度
時刻歴データファイルは開示されると考えてよろしいですか。

地震動の加速度時刻歴データは本市では持ち合わせておりません。



（３）その他

第1回質疑回答書

回答
番号

質　　問 回　　答

35
継続利用される別館等の施設において、設計ならびに工事する
項目がありましたら、ご教授ください。

現本庁舎と別館を繋ぐ立体横断施設には、両施設の設備機能を連携
するために複数の設備配管配線が設置されております。そのため本業
務においてサーバー室の移転ならびに電話交換機室の移転に係る情
報用配線、電話配線、一般放送配線等の切り替え工事を行う必要があ
ります。

36

基本計画１．４．１ 　1-13ページ
第二来庁者用駐車場、上下水道局駐車場敷地は、一体利用の
想定および角地適用可能性ありとありますが、建築基準法上の
一敷地とすることが可能と考えてよろしいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

37

評価基準書２．２審査方法　１～４ページ
一次及び二次審査における、事務局による「②その他審査」の
審査は、【別表：評価基準に対する配点表】の最下部欄外※印
の項目のみと考えてよろしいでしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

38
02-4-1【別添4（別紙1）】一般執務スペース面積の算定根拠
給湯器の設置が求められる室への給湯は、中央給湯方式によ
る給湯で代替が可能かご教示ください。

中央給湯方式による給湯でも代替可能といたします。

39
01-7_【資料B-4】インフラ資料
ガス及び電気幹線について周辺埋設状況図をご拝借頂けない
でしょうか。

お手数ですが、大阪ガス株式会社及び関西電力株式会社にお問い合
わせをお願いいたします。

40

岸和田市基本整備計画(3-7)
本庁舎に計画の災害対策本部はフェーズ４で完成しますが、工
事期間中の災害対策本部は別途計画が必要でしょうか？また
必要な場合のスペックをご教示ください。

現在、災害対策本部は津波時以外は現本庁舎新館の第1委員会室を
利用することとなっております。工事期間中においては仮設庁舎におい
て第1委員会室と同等程度の部屋を設け、運用することを考えていま
す。
なお、現庁舎においても仮設庁舎においても第1委員会室は平時は会
議室、議会開催時は委員会室として利用します。


