
№ 資料名 頁 行 意見・質問内容 回答

1 募集要項 6 8 第4章 1 （1） ア

応募グループは、設計企業、工事監理企業、建設企業（2者以上）で
構成されますが、全体を乙型JVとし、設計、監理、建設のそれぞれに
おいてJVを組成する場合は、各々について甲型JVと考えるとの認識で
宜しいでしょうか。 共同企業体の型式は事業者の提案によるものとします。

2 募集要項 6 15 第4章 1 （1） イ

本項の趣旨は、建設企業の設計部が設計を総括することを禁じている
ものであり、設計を総括する設計企業の補助として意匠設計を行うこ
とを妨げるものではないと理解しておりますが、宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

3 募集要項 6 16 第4章 1 （1） イ

「同一の者又は相互に資本面若しくは人事面において関連のある者が
建設業務と設計業務（設計業務のうち、意匠設計部分）とを実施する
ことはできない。」と記載がありますが、本件は設計・施工プロポー
ザルであり、建設業務を行う会社の設計部門が意匠設計を実施しない
場合、入札のための積算作図ができないこととなり、本件応札が出来
ない事となります。設計・施工一括発注方式であることに鑑み、建設
業務を行う同一の者が意匠設計も含めた設計業務（代表企業以外の構
成企業として）を実施することが可能であるとしていただけないで
しょうか。

№2を参照ください。

4 募集要項 7 22 第4章 1 （2） イ （ウ）

設計業務の実施設計実績は官・民を問わないと考えてよろしいでしょ
うか

ご理解のとおりです。

5 募集要項 7 23 第4章 1 （2） イ （ウ）

「観客席数750席以上のホール・劇場施設の新築工事の実施設計実績
があること」と記載がありますが、確認済証の主要用途が「劇場」と
なっているものに限ると解釈してかまわないでしょうか。 ホール・劇場としての機能を備えた施設であれば、確認済証の主要用途が「劇

場」でなくても構いません。

6 募集要項 7 26 第4章 1 （2） イ （エ）

設計企業の代表構成員は、設計業務のうち意匠設計部分を担当する企
業とすることについては、提案構成企業のうち、設計業務企業１社を
設計企業の資格要件確認書で提示した際に、そこが意匠設計担当であ
ることと同義と考えればよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。複数の設計企業で担当する場合、複数の資格要件確認書
を提出してください。ただし、設計実績については代表構成員のみ記載くださ
い。

7 募集要項 8 5 第4章 1 （2） ウ （イ）

ａ(ｅ)及びｂ(ｅ)に「契約時に技術者の資格・会社との雇用関係を示
す書類を提出できること」とありますが、ここでいう「契約時」と
は、『施設整備仮契約（令和元年11月上旬）』と『議会議決による施
設整備契約（令和元年12月下旬）』のどちらを指していますか。 施設整備仮契約時（令和元年11月上旬）に提出して下さい。

8 募集要項 8 5 第4章 1 （2） ウ （イ） a(e)

配置予定の「技術者」は1名の書類提出で宜しいでしょうか。

建設業法に従い配置した技術者について雇用関係を示す書類の提出を求めてい
ます。なお、本書類の提出は施設整備仮契約時に求めるもので提案書提出時に
は求めておりません。

9 募集要項 8 15 第4章 1 （2） ウ （イ） a(e)

配置予定の「技術者」は、書類を提出した時点で、他工事には従事出
来なくなるのでしょうか。

建設工事の着工時に従事できれば、他工事への従事を制限するものではありま
せん。

10 募集要項 8 15 第4章 1 （2） ウ （イ） b(e)

配置予定の「技術者」は1名の書類提出で宜しいでしょうか。

№8を参照ください。
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№ 資料名 頁 行 意見・質問内容 回答項　　目

11 募集要項 8 15 第4章 1 （2） ウ （イ） b(e)

配置予定の「技術者」は、書類を提出した時点で、他工事には従事出
来なくなるのでしょうか。

№9を参照ください。

12 募集要項 8 29 第4章 2 （1）

提案内容に関するヒアリングの実施、令和元年10月下旬とあります
が、具体的な日程をお教え願えないでしょうか。

具体的な日程は未定です。

13 募集要項 8 29 第4章 2 （1）

「提案内容に関するヒアリングの実施」は提案者がプレゼンテーショ
ンを行うのでしょうか。

提案者がプレゼンテーションを行うものです。なお、プレゼンテーションの詳
細は№14を参照ください。

14 募集要項 10 3 第4章 2 （2） ウ （エ）

10月下旬のヒアリング時の会場や設備(プロジェクター等)について教
えてください。
PPTや模型等の持参の可否について教えてください。

プレゼンテーションでのプロジェクターの使用は可とします。ただし、投影す
るものは、提出した提案書と同様の内容を編集したPPT等に限り、動画等の使
用は不可とします。また、模型の持参は可とします。
会場や設備の詳細については、提案書類受付後に改めて通知します。

15 募集要項 10 3 第4章 2 （2） エ

ヒアリングについては、提案資料を基にした説明とし、動画や模型を
用いたプレゼンテーションは禁止と考えて宜しいでしょうか。

№14を参照ください。

16 募集要項 10 4 第4章 3 （3） エ

優先交渉権者の選定にあたり、応募者に対し、提案内容に関するヒア
リングを実施するとありますが、その際、模型の使用は可能でしょう
か。

NO.14を参照ください。

17 募集要項 10 4 第4章 4 （4） エ

優先交渉権者の選定にあたり、応募者に対し、提案内容に関するヒア
リングを実施するとありますが、その際、パワーポイントの使用は可
能でしょうか。

NO.14を参照ください。

18 募集要項 11 7 第4章 4 （4）

施設整備仮契約書（案）の条項に基づき、受注者の責によらない設計
変更や物価変動などの場合には、事業費上限額の定めにかかわらず、
必要な請負代金額の変更は認められるとの理解でよろしいでしょう
か。

設計変更については施設整備契約書（案）第27条及び第28条、物価変動につい
ては同第34条に基づいて変更することを想定しています。

19 募集要項 11 7 第4章 4 （4）

施設整備仮契約書（案）第３３条第３項に基づき、発注者が負担する
費用（第２６条１項、第２７条５項等に定める費用）については、事
業費上限額の範囲には含まれないとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

20 募集要項 11 14 第4章 4 （1）

設計業務の中に各種申請業務とありますが、確認申請・中間検査・完
了検査などの費用を、各社の事業費として見込むのでしょうか。

事業者の提案する提案価格に含むものとします。

21 募集要項 11 15 第4章 4 （1）

各種申請業務には申請手数料は含まないと考えてよろしいでしょうか

事業者の提案する提案価格に含むものとします。

2／17



№ 資料名 頁 行 意見・質問内容 回答項　　目

22 募集要項 11 18 第4章 4 （4）

「本施設に関する保険付保」とは建設業務に伴う各種保険を意味する
のでしょうか？それ以外を意図されている場合は具体的に保険種類を
お示しいただけないでしょうか。

建設業務に伴う各種保険として必要なものを指します。

23 募集要項 12 11 第5章 3

市による監視（モニタリング）は、コンストラクション・マネジメン
ト業務を委託されるのでしょうか。

設計・施工一括発注方式であるため、コンストラクション・マネジメント業務
を実施する予定はありません。ただし、発注者の立場でモニタリングを支援す
る業務を委託する可能性はあります。

24 募集要項 12 18 第6章 1 （3）

共同企業体協定書・代表企業への委任状について、市として定めてい
る書式がありましたらご開示ください。

市として定めている様式はありません。事業者間にて任意の様式で締結して構
いませんが、共同企業体協定書については、募集要項ｐ12第6章１（３）記載
の内容は規定するようにしてください。

25 募集要項 12 15 第6章 1 （1）

優先交渉権者(次順位を含む)に選定された場合でも、貴市と同様に仮
契約締結義務を負うものではなく、協議が不調に終わり仮契約締結に
至らなかったことについて、双方共に何ら責任は生じないとの理解で
よろしいでしょうか。

市としては仮契約の締結に向け、市及び優先交渉権者（次順位交渉権者）が最
大限の努力を行うことを前提としています。相互に誠実に協議をした結果仮に
協議が不調に終わり仮契約締結に至らなかった場合には、本事業の準備に関し
て支出した費用は各自の負担とし、何ら債権債務は発生致しません。

26 募集要項 12 15 第6章 1 （3）

施設整備仮契約締結までの提出を求められている「共同企業体結成の
協定書」は、『（設計企業や工事監理企業を含めた）応募グループ全
体での協定書』と『建設企業（２者以上の共同企業体）の共同企業体
協定書』のどちらを指していますか。

「共同企業体結成の協定書」は、『（設計企業や工事監理企業を含めた）応募
グループ全体での協定書』及び『建設企業（２者以上の共同企業体）の共同企
業体協定書』の双方の協定書を指します。

27 募集要項 12 21 第6章

契約保証金について明示されておりますが、入札保証金（保険を含
む）の納付についての要否をご教示願います。また、必要であればそ
の条件を指示願います。

入札保証金の納付は不要です。

28 募集要項 13 9 第6章 5 （2）

行政協議等により生じた、提案時からの増減については、事業者リス
クと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、契約後の法令改正に伴うものは協議に応じま
す。

29 募集要項 14 1 別紙1

事業対象地の西側はJR四国牟岐線に接しています。JR四国の営業線工
事保安関係標準仕方書に則った作業が必要になるのでしょうか。

工事計画内容（タワークレーンの設置など）により条件が変わるため、各事業
者にて確認して下さい。

30 募集要項 15 別紙2

JR線敷地借地可能範囲について「工事用として借地可能」とあります
が、竣工後、恒久的な施設を設けない前提で、車両動線や駐車場等を
計画することは可能でしょうか。 JR線敷地借地可能範囲に、竣工後に車両動線や駐車場等を計画する提案は認め

ません。あくまで工事用地としての利用のみ可とします。

31 要求水準書 5 25 第1章 5 （3） イ

非構造部材、設備の耐震安全性をB類、乙類以上とし、大地震時の損
傷防止に配慮する前提で、大地震時の層間変形角について、「建築構
造設計基準、同資料［平成30年版 国土交通省大臣官房官庁営繕
部］」5.1.1(2)以外の算出方法（荷重増分解析結果等）を採用するこ
とは可能でしょうか？

左記資料、5.1.1（２）大地震時の層間変形角の計算方法に基づき計算して下
さい。

32 要求水準書 6 18 第1章 6

市の実施する下水施設移設工事の完了は「令和２年12月頃の予定」と
あります。解体工事に早期に着手したいのですが、埋蔵文化財調査及
び下水施設移設工事の完了を前倒ししていただくことは可能でしょう
か。

埋蔵文化財調査及び下水施設移設工事ともクリティカルな工程となっているた
め、現段階では難しいものと考えて下さい。
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33 要求水準書 6 25 第1章 7 （1）

個人情報の取扱いに関する取扱規程等の作成、公表につきまして、詳
細をご教示ください。

施設整備仮契約書（案）別記　個人情報取扱特記事項に基づく作成となりま
す。詳細は契約後の協議となります。

34 要求水準書 7 1 第1章 7 （2）

情報公開に関する取扱規程等の作成、公表につきまして、詳細をご教
示ください。

市ホームページに掲載されている情報公開制度に基づき作成するものとなりま
す。詳細は契約後の協議となります。

35 要求水準書 8 38 第1章 8 （2）

敷地内に「埋蔵文化財調査範囲」がありますが、基礎計画に制約はあ
りますでしょうか。

基礎計画上は制約はありません。

36 要求水準書 9 - 第1章 8 （2）

各数値に対する「程度」の表現に関して、増減の許容値をご教示下さ
い。 面積については「下限５％、上限なし」、人数、席数及び寸法は「下限３％、

上限なし」とします。ただし、舞台寸法については開口寸法18ｍ、奥行寸法
16.2ｍを下限とします。
なお、多目的室（リハーサル室）については、主舞台寸法間口以上確保するこ
とを前提に、面積の下限５％とします。

37 要求水準書 12 10 第2章 ２ （１）

建築基準法施工条例第22条の2第4項より、前面空地の地盤面から３ｍ
以上の部分に主要構造部を耐火構造又は令第115条の2の2第1項第1号
に掲げる技術的基準に適合する準耐火構造とした建築物の室を設ける
ことは出来ますか。 建築指導課に確認してください。

38 要求水準書 12 15 第2章 ２ （１）

「利用者用の主たる出入口は、敷地東側又は北側に設け、道路境界の
間に前面空地（0.1㎡×ホール客席数）を確保し、避難上有効なオー
プンスペースを確保する。」とありますが、避難上有効なスペースに
ついて幅員等の規定はありますか。

建築基準法施行条例第22条の2で示す避難上有効なオープンスペースとは、避
難者が直接道路に避難することによる交通災害をなくすためのスペースとし
て、当該建物の主要な出入口から道路まで一定の幅員を確保する必要がありま
す。詳細は建築指導課に確認してください。

39 要求水準書 12 19 第2章 2 （1）

テレビ中継車を主催者用駐車場に駐車させることは可能でしょうか。
また、他の通行等による影響とはどのようなことが想定されるでしょ
うか。 テレビ中継車の駐車場として主催者駐車場を利用する事は可能です。

他の通行等とは、楽屋利用者（出演者）や一般利用者（観客等）の動線との交
錯や障害となる影響を想定しています。

40 要求水準書 12 20 第2章 2 （1）

テレビ中継車は、事業対象地内に確保する１０台以上の駐車マスを利
用するとの認識でよろしいでしょうか。

№39を参照ください。

41 要求水準書 12 21 第2章 2 （1）

「高齢者・障害者等の一時的な乗降のために車両が事業対象地に寄り
つける計画とする。」とは、事業対象地内に屋根付き車寄せを設ける
必要があると考えて宜しいでしょうか。 要求水準書に記載のとおり、屋根付きの車寄せを必須とするものではありませ

ん。事業者の提案によるものとします。

42 要求水準書 12 21 第2章 2 （1）

都市計画道路予定線内に、外構として階段やスロープを設置すること
は可能でしょうか。

都市計画法第53条に示す建築物、工作物に該当するものは設置できます。詳細
は都市政策課に確認ください。

43 要求水準書 12 21 第2章 2 （1）

都市計画道路予定線内の既存擁壁(H1000～H700程度)の撤去をする場
合、土地の形の変更となり開発許可の対象となりますでしょうか。

既存擁壁撤去に伴い、地盤高さ・形状変更するのであれば開発許可が必要と考
えられます。建築指導課に確認ください。
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44 要求水準書 12 21 第2章 2 （1）

東側市道側の車寄せの設置について、『高齢者・障害者等の一時的な
乗降のために車両が事業対象地に寄り付ける計画とする』とあります
が、「歩道切込み位置」と「敷地北東交差点の横断歩道」の間に２０
ｍ程度離隔を確保すれば、歩道を切込み車寄せを設けることは可能で
しょうか。

歩道の幅員を狭めるような切り込みは不可です。

45 要求水準書 12 22 第2章 2 （1）

敷地北側の都市計画道路用地の一部を駐輪場として利用する場合、将
来的に道路用地となる際に、計画敷地内で１００台程度の駐輪場を確
保できる事が条件と考えてよろしいでしょうか。

事業対象地のうち、要求水準書添付資料1に示す「計画道路範囲」を除く部分
で駐輪場100台程度確保することを条件とはしていません。要求水準書のとお
り、「計画道路範囲」を含む事業対象地内で100台程度確保するものとご理解
ください。

46 要求水準書 15 4 第2章 2 （2） カ

「主要なサインで表示する言語は、2か国語（日本語、英語）に対応
したものとする。」と記載があり、「P23 イ案内・サイン等　11行目
に・多言語に対応する。」とありますが、表示は2か国語（日本語、
英語）で宜しいでしょうか。

2か国語（日本語、英語）を基本とし、その他の言語への対応は事業者の提案
によるものとします。

47 要求水準書 15 12 第２章 ２ （２） ク

雨水貯留層の設置義務はありますか。

徳島市において、雨水貯留層設置義務はありません。

48 要求水準書 19 8 第2章 2 （4） イ （ｴ）

自家発電設備の仕様に関して、燃料タンクの指定数量1,000L以下で計
画するよう記載されていますが、この燃料タンクとは屋内小出槽のこ
とで、屋外埋設オイルタンクの数量は制限されないと考えて宜しいで
しょうか。

屋内・屋外の指定はなく施設内に管理できる燃料タンクの数量として示してい
ます。
今後の施設運営上、危険物取扱責任者の配置が困難との見解の下に1,000L以下
としています。燃料の仕様をA重油に変える事で2,000L以下とすることは可能
です。

49 要求水準書 19 8 第2章 2 （4） イ （ｴ）

「燃料タンクの指定数量1,000L以下とできる範囲で適切な電灯・電源
負荷等を計画する」とありますが、燃料をA重油とし、2000L以下とし
てもよろしいでしょうか

№48を参照ください。

50 要求水準書 19 8 第2章 2 （4） イ （ｴ）

「燃料タンクの指定数量1,000L以下とできる範囲で適切な電灯・電源
負荷等を計画する」とありますが、今回想定される非常用発電機では
負荷制限を実施しても燃料タンク用容量は1000Lでは3日間運転は出来
無いことが想定されます。燃料タンク用容量は事業者の提案としてよ
ろしいでしょうか。

№48を参照ください。

51 要求水準書 19 8 第2章 2 （4） イ （ｶ）

電話設備の仕様に関して、適宜ＰＨＳを導入するよう記載されていま
すが、何台見込めばよいか、ご教示ください。

運営職員等の携帯用に10台程度を見込むものとしてください。

52 要求水準書 19 16 第2章 2 （4） イ （ｶ）

電話設備の仕様に関して、携帯電話は全キャリアのアンテナ設置をす
るよう記載されていますが、アンテナ本体の設置及び配線は携帯キャ
リア専門工事でその費用は建築主との交渉で決定されます。従い、事
業者の見積対象は、電源供給と配線管路までとして宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

53 要求水準書 19 17 第2章 2 （4） イ （ｶ）

携帯電話の不感知対応について、今後の5G対応等、キャリアに依存す
る内容も多く、別途工事と考えて宜しいでしょうか。

本工事に含むものとし、現時点の通信状況を考慮して提案してください。

54 要求水準書 19 17 第2章 2 （4） イ （ｶ）

 「携帯電話については、全キャリア、全機種が施設内で十分受信可
能な状況となるよう、アンテナの設置等を適宜行う」とありますが、
携帯電話用アンテナは各通信キャリア（または通信キャリアとりまと
め会社）の財産でしか設置が出来ません。全キャリアのアンテナ設置
を行う為の、電源・通信用空配管等の対応と考えてよろしいでしょう
か。また、全キャリアは大手３社程度と考えてよろしいでしょうか。

すべて本工事に含むものとし、国内で使用が認められている携帯電話全てに対
応するものとしてください。
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55 要求水準書 19 17 第2章 2 （4） イ （ｶ）

携帯電波の抑制装置（ホール内で携帯電波が入らないようにするシス
テム）は別途工事と考えてよろしいでしょうか。必要な場合は、今後
の電波変更も考慮し専門会社によるリース対応と考えて宜しいでしょ
うか。 ご理解のとおりです。

56 要求水準書 19 21 第2章 2 （4） イ （ｷ）

有線LANは配線まで本工事、無線LANは配管のみ本工事と読めますが、
そのように考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

57 要求水準書 19 21 第2章 2 （4） イ （ｷ）

「管理事務室では、有線ＬＡＮを利用するために必要な配管・ＬＡＮ
ケーブル等を敷設する。」とありますが、HUB・ルーター等のネット
ワーク機器は本工事業務外と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

58 要求水準書 19 31 第2章 2 （4） イ （ｺ）

テレビ電波障害が近隣に発生した場合、本事業にてテレビ電波障害防
除設備を設けるとありますが、費用は別途清算されるものと考えて宜
しいでしょうか。

事業者の提案する提案価格に含むものとします。

59 要求水準書 20 21 第2章 2 （4） イ (ｾ)

無人警備に応じた設備に対して設置する空配管工事は、具体的にどの
範囲に空配管を見込めばよいでしょうか。

提案内容にもよりますが、各外部出入口、開口部等に必要と考えられます。

60 要求水準書 21 17 第2章 2 （4） ウ （ｲ）

空気環境の測定基準に即した対策との記載について、左記の基準をお
示しください。

建築基準法及び建築設備設計基準に基づく基準とします。引き渡し前にはVOC
測定をするものとし、調査はパッシブ型採取機器により24時間実施、主要諸室
において実施してください。

61 要求水準書 21 22 第2章 2 （4） ウ （ｳ）

消防排煙は該当しないと考えて宜しいでしょうか。舞台は消防排煙に
該当しないのでしょうか。

消防法に準拠するものとします。事業者で必要な確認を行ってください。

62 要求水準書 22 8 第2章 2 （4） ウ （ｶ）

受水槽に、緊急遮断弁および非常用給水栓を設け、災害時に利用する
との記載がありますが、飲用水については、（水の腐食も踏まえて）
ペットボトル備蓄による対応という考え方でも宜しいでしょうか？
（※トイレ洗浄水等は除く）

ペットボトル等の備蓄は想定していないため、一時的な避難場所としての利用
時には、受水槽からの飲用水の供給を行う想定です。

63 要求水準書 23 22 第2章 2 （5） エ

6/4公開の要求水準書（案）時点から、「敷地南側市道00464の舗装等
を本施設の外構と一体的に行うものとする。」の記載がなくなってい
ます。
市道00464の舗装等は今回工事の範囲に含まないものとし、市道より
南側の事業対象地Ｂの舗装等は今回工事の範囲に含まれるものと考え
て宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、工事に起因する市道の汚損や損壊が生じた場合
は、現況復旧するものとします。

64 要求水準書 23 24 第2章 2 （5） オ

「１１ｔトラック１台分以上の駐車スペース」を、サービスヤード兼
用とすることは可能でしょうか。

要求水準書P45「①-16搬入口」と11tトラックの駐車スペースの兼用について
の質問と理解します。「①-16搬入口」に示すスペースとは別に11tトラック1
台分以上の駐車スペースを設けるものとしてください。

65 要求水準書 23 24 第2章 2 （5） オ

事業対象地内に確保する10台の駐車マスのうち、車いす使用者用駐車
マス2台は来館者用、残り8台は主催者用と考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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66 要求水準書 23 27 第2章 2 （5） オ

１０台分の駐車マスを２．５ｍ×５．０ｍ（うち２台分は車いす使用
者用駐車マス）にて確保する場合、１０台を超えて確保する駐車マス
については適宜サイズにて確保してよろしいでしょうか。 10台を超える駐車マスについては「徳島市における建築物の附置する駐車施設

に関する条例」に示す大きさ（2.3ｍ×5.0ｍ）以上のサイズとすることとしま
す。

67 要求水準書 23 28 第2章 2 （5） オ

計画地北西方向の別敷地に来館者要駐車場50台が計画されております
が、パーキングシステム等の運営の考えをご教示ください。

現在は未定です。

68 要求水準書
23
45

第2章

11tトラック（11tガルウィング車）は、一般的な大型トラックの条件
として定義されている「全長12m以内、全幅2.5m以内、全高3.8m以
内、最大積載量6,500kg以上、車両総重量11,000kg以上」のものと考
えて宜しいでしょうか。

左記に示すサイズで大方の対応は可能と考えられますが、興行主により車両サ
イズは多少変わることが想定されるため、適宜計画ください。

69 要求水準書 25 18 第2章 3 （1）

多目的トイレを各エリアに設けるとありますが、交流（エントラン
ス）ロビーと創造支援エリアを一体の空間として計画する場合は、そ
れらを兼ねることで宜しいでしょうか。 「徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例」や施設

の運用（有料・無料エリアの区分け）上問題ない配置計画であるならば、それ
らを兼ねることは問題ないと考えます。

70 要求水準書 25
23
・
25

第2章 3 （1）
トイレ

【利用者
用】

「空気調和・衛生学会衛生器具の適正器具算定法」について記載があ
りますが、男女の利用人数比率はどのように考えますでしょうか。

男：女=4：6にて計画してください。なお、女性用のトイレについては、特に
混雑を解消できるよう配慮した計画としてください。

71 要求水準書 25 45 第2章 3 （1）

多目的室（リハーサル室）への大道具等の運搬も搬入口からとする必
要がありますか？

多目的室（リハーサル室）への大道具等の運搬口を別に設けることは構いませ
んが、要求水準書P45「①-16搬入口」からの動線も確保するものとしてくださ
い。

72 要求水準書 27 1 第2章 3 （2） ア ①-1

各諸室の規模と利用人員について、○○㎡程度、○○人程度との記載
箇所が散見されますが、程度の上下限値をお示し願えませんでしょう
か

№36を参照ください。

73 要求水準書 27 12 第2章 3 （2） ア ①-1

大ホール客席1,500席「程度」とは未満でも宜しいでしょうか。

№36を参照ください。

74 要求水準書 27 12 第2章 3 （2） ア ①-1

大ホールの利用者1,500人程度とありますが、座席数の上下許容範囲
をご教示ください。

№36を参照ください。

75 要求水準書 27 22 第2章 3 （2） ア ①-1

仮設脇花道の幅員を1.8ｍとされていますが、歌舞伎等で所作台など
を敷き込む場合は幅員が不足すると思われます。歌舞伎等での仮設脇
花道の利用は想定しないものと考えてよろしいでしょうか。 要求水準書に示すとおり、幅員1.8ｍ仮設脇花道で対応できると考えますが、

事業者提案により1.8ｍ以上の幅員とすることも可とします。

76 要求水準書 27 31 第2章 3 （2） ア ①-1

舞台開口についての記載は高さのみで、間口については18.2ｍ程度と
されています。間口を８間程度に絞って利用するという想定は無いも
のと考えてよろしいでしょうか。 演目によっては、袖幕で間口を狭めることで8間間口以下での上演も想定して

います。
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77 要求水準書 28 29 第2章 3 （2） ア ①-1

設備の要件に関して。舞台には給水、給湯、排水(地流し等)は不要と
考えて宜しいですか。

舞台で水を使用するような演出を想定し、給水、給湯、排水は必要とします。

78 要求水準書 28 35 第2章 3 （2） ア ①-1
設備の要

件

要求水準書に室内の温湿度条件の記載が有りません。標準ホールとし
ての提案と考えてよろしいでしょうか。その場合、外気温度設定は国
土交通省大臣官房官庁営繕部監修、建築設備設計基準（平成３０年度
版）徳島とします。 ご理解のとおりです。

79 要求水準書 29 26 第2章 3 （2） ア ①-1

吊物機構設備において吊物バトンや幕類用バトンの性能を記載してあ
りますが、大黒幕についても可変速機能が求められています。大黒幕
の位置で可変速機能が必要でしょうか。

ご理解のとおりです。大黒幕についても可変速機能が必要となります。

80 要求水準書 29 50 第2章 3 （2） ア ①-1

「緞帳は市が別途調達」との明示がありますが、大ホールの間口
18.2m×高さ12mの開口に設置して見切りに配慮したサイズで、生地は
一般的な西陣綴織程度で5kg/㎡以下の重量と想定してよろしいでしょ
うか。 ご理解のとおりです。

81 要求水準書 29 50 第2章 3 （2） ア ①-1

「緞帳は市が別途調達」との明示がありますが、その荷造運搬、現場
吊込調整工事についても、製作設置責任範囲を明確にするためにも別
途調達業者によるものであると理解してよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。ただし、吊り込み時には舞台機構企業の立会いが必要と

なります。

82 要求水準書 29 51 第2章 3 （2） ア ①-1

緞帳は市が別途調達とありますが、サイズの大きな緞帳の搬入を行う
ために、工事期間中に搬入すると考えてよろしいでしょうか。

緞帳の搬入時期は未定ですが、竣工引渡し後に搬入することを想定ください。

83 要求水準書 30
54
・
55

第2章 3 （2） ア ①-1
舞台設備
【負荷設

備】

客席サスペンションライト、プロセニアムサスペンションライトと有
りますが、客席側のバトンは吊物に合わせ１本でよろしいでしょう
か。
＜参考＞Ｐ２９・１５行目【吊物機構設備】
照明バトンは５本以上（客席・・１本、ボーダー・・１本、サスペン
ション・・２本、アッパー・・１本）

オーケストラピット迫を前舞台として使用することを考慮し、オーケストラ
ピット上部からの照明及びオーケストラピットの先端（客席との境目上部）か
らの照明として、プロセニアムサスペンションライト及び客席サスペンション
ライトを設け、適切にバトンを計画ください。

84 要求水準書 31 27 第2章 3 （2） ア ①-1

「メインスピーカーは遠中近フルレンジスピーカーとする。」とあり
ますが、アレースピーカを採用してもよろしいでしょうか。

同等以上の性能を確保できれば問題ありません。

85 要求水準書 32 20 第2章 3 （2） ア ①-1

什器備品等の舞台大道具・所作台の部分で「小迫用を含む」とされて
いますが、主舞台上で小迫を演出に使用する前提での所作台の敷き込
みが想定されているという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

86 要求水準書 37 18 第2章 3 （2） ア ①-6 諸室仕様

「椅子・長机を設置するスペース」と仮設化粧前スペースとの兼用は
可と考えてよろしいでしょうか。その場合、席数は適宜と考えてよろ
しいでしょうか。 ご理解のとおりです。席数については、１室あたり化粧前を15人以上を必須と

し、仮設化粧前を含め人数分（２室合計50人以上）を確保するものとしてくだ
さい。

87 要求水準書 37 25 第2章 3 （2） ア ①-6

「移動間仕切りの遮音性能はD-50以上」とあるが、パネル単体の性能
として500Hzのときに音響透過損失が50db以上の遮音試験値を持つも
のを選定すればよいか。

ご理解のとおりです。
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88 要求水準書 37 30 第2章 3 （2） ア ①-6
設備の要

件

洗面台は各室１か所ずつの設置でよろしいでしょうか。あるいは、分
割利用時を想定し、各室２か所ずつ必要でしょうか。

分割した場合を想定して、それぞれ洗面台が使えるように計画してください。

89 要求水準書

37
38
39
41

40
31
28
31

第2章 3 （2） ア

①-6
①-7
①-8
①-12

各楽屋に整備する什器備品等について、市調達分・事業者調達分のい
ずれにもミーティング用長机や椅子が見込まれていないと思われま
す。楽屋倉庫にも見当たりませんがこれは不要と考えてよろしいで
しょうか。

大楽屋・中楽屋とも手持ち楽器置場やミーティングに利用できる仮設の長机１
-2台程度及び椅子を設けられるスペースを計画するものとしてください。な
お、長机・椅子は事業者の提案に基づき必要数を市で調達します。要求水準書
を修正します。

90 要求水準書 40 14 第2章 3 （2） ア ①-9

洗濯・乾燥室について、十分な湯量を確保するとの記載ですが、給湯
設備が必要と考えて宜しいでしょうか。

要求水準書P22「(ｹ)給湯設備」1点目に記載のとおり、維持管理のみに使用す
る水栓は除きすべての水栓に給湯設備を設置してください。

91 要求水準書 51 54 第2章 3 （2） イ ②-1

多目的室（リハーサル室）の舞台機構設備の部分に疑似的プロセニア
ムを形成できる幕設備とありますが、これは幕のみに限定されると考
えてよろしいでしょうか。 幕のみに限定するものではありません。仮設的な額縁を形成できるもの等で事

業者提案によるものとします。

92 要求水準書 52 23 第2章 3 （2） イ ②-1

負荷設備にフロアコンセントとありますが、必要と想定する分を
ウォールコンセントに置き換えることは可能でしょうか。

想定される舞台位置・客席形状に合せて、フロアコンセントをウォールコンセ
ントに置き換えることは可とします。ただし、フロアーコンセントではなく、
ウォールコンセントを選択する優位性について示してください。

93 要求水準書 63 2 第2章 4

文化センターの地下構造物の解体工事の設計業務の内容は、市から提
供される既存図を整理する事と考えて宜しいでしょうか。

要求水準書P64「カ　地下構造物解体計画」及びP66「(ｶ)解体設計図書」に示
す図書の提出及びそのための検討を行ってください。

94 要求水準書 63 2 第2章 4

文化センターの地下構造物の解体工事の設計業務で、積算数量を算出
する必要が有る場合、既存建物の設計時または工事完成時の積算書を
提供頂けるものと考えて宜しいでしょうか。

設計業務の際に提供します。

95 要求水準書 63 10 第2章 4

大ホールの音響シミュレーションは、コンピューターソフトなどによ
る机上検討と考えて宜しいでしょうか。

事業者の提案によるものとします。

96 要求水準書 63 16 第2章 4 （1）

敷地内の土壌調査は実施済みでしょうか。
万一土壌汚染が判明した場合の対策は、精算の対象となると考えて宜
しいでしょうか。 土壌調査は土地の履歴上、必要ないものとして実施していません。土壌汚染が

危惧されるのであれば、設計時に事前調査を適宜実施のうえ、汚染が判明した
場合は、施設整備仮契約書（案）第27条に基づき対応します。

97 要求水準書 63 18 第2章 4 （1）

事前事後のテレビ電波障害調査は、机上検討による影響範囲の報告と
考えて宜しいでしょうか。

建築設備設計基準に基づき、電波障害調査を実施してください。

98 要求水準書 63 20 第2章 4 （1）

振動等、公共施設等の整備により想定される周辺家屋等の影響につい
ての調査は、工事振動による影響範囲と考え、事業者の基準や裁量に
よろものと考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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№ 資料名 頁 行 意見・質問内容 回答項　　目

99 要求水準書 63 25 第2章 4 （2）

提出図書のCADデータについて、DXF形式を認めて頂けないでしょう
か。
（P65（3）実施設計のCADデータも同じ。）

JWW形式とします。

100 要求水準書 64 22 第2章 4 （2） カ

解体検討書の内訳に「有用性の検討」とありますが、どの程度の検討
が必要かお考えがあれば教えてください。例えば周辺への影響につい
てなどＦＥＭ等の詳細解析まで必要でしょうか。

廃棄物処理法を遵守し、平成30年3月30日付け環境省発出通知「行政処分の指
針について（通知）」に基づき、廃棄物該当性を判断した上で、有用性を検討
する必要があります。
また、提案される工法等も踏まえ、有用性の判断は市が行います。

101 要求水準書 65 17 第2章 4 （3） イ

提出図書は電子データの提出とありますが、文化センターの地下構造
物の既存図のCADデータが無い場合は、紙面（印刷物）による図面を
PDF化することで宜しいでしょうか。

PDF化した図面をもとに必要な情報を付加することを可とします。

102 要求水準書 66 11 第2章 4 （3） イ （ｹ）

工事費内訳書の様式は事業者の様式を使用してよいでしょうか。

事業者の様式を使用することを可とします。ただし、Excel形式に限るものと
します。

103 要求水準書 66 11 第2章 4 （3） イ （ｹ）

工事費内訳書の単価は事業者の定めた単価を使用すると考えてよろし
いでしょうか。

事業者が定めた単価で構いません。ただし、単価の根拠が判るものとして下さ
い。詳細は設計時に確認します。

104 要求水準書 66 13 第2章 4 （4）

建築確認申請等について、申請機関は事業者が任意に選定できると考
えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

105 要求水準書 67 3 第2章 5

工事監理の各種検査方法等については、工事監理者の責任により決定
できると考えてよろしいでしょうか。立ち合い頻度等の指定がある項
目がある場合はお示しください。 工事監理業務共通仕様書に基づき行って下さい。詳細は、監理計画書作成の

上、担当者と協議して下さい。要求水準書を修正します。

106 要求水準書 68 2 第2章 6

文化センターの地下構造物の解体・撤去に関して、市が提供する既存
図と異なる場合、撤去範囲や図面にない地中障害物の撤去に関して
は、精算の対象と考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

107 要求水準書 68 5 第2章 6 （1）

「廃棄物処理法に基づく有用性が認められる場合は、市との協議によ
り撤去しないことも可」とありますが、市との協議の前に、徳島県か
ら有用性を認められる必要があるのでしょうか。

№108100を参照ください。

108 要求水準書 68 5 第2章 6 （1）

「廃棄物処理法に基づく有用性が認められる場合は、市との協議によ
り撤去しないことも可」とありますが、有用性の判断は徳島市が行
い、徳島県は判断しないものと考えてよろしいでしょうか。

№100を参照ください。
有用性の判断は事業主である市が行いますが、事業対象地のうち県有地部分に
ついては、土地所有者である徳島県に有用性を認めていただく必要がありま
す。なお、県との協議については、事業者より提案された工法等を踏まえ、市
が行います。

109 要求水準書 68 5 第2章 6 （1）

地下構造物を撤去しない前提で応札し、落札後の協議において「有用
性」が認められず、撤去することになった場合、撤去費用の増額およ
び工期への影響については事業者の負担となるのでしょうか。

ご理解のとおりです。
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110 要求水準書 68 5 第2章 6 （1）

「工事費の抑制」や「工期短縮」は有用性として認められますか。ま
た、他の案件の例があれば有用性は認められますか。

一般的に「工事費の抑制」や「工期短縮」「他案件の例」は有用性として認め
られません。

111 要求水準書 68 5 第2章 6 （1）

落札後の協議において有用性が認められず、撤去となった場合の工事
費増のリスクを事業者が負担する場合でも、当提案において「客観的
な有用性」についての説明が不足している場合は加点対象とはならな
いと考えてよろしいでしょうか。

落札後の協議において有用性が認められるかどうかにかかわらず、提案書にお
いては、事業者選定基準P9「4施工計画」に示す「既存杭を一部残置する場合
は、有用性の客観的な検証について具体的な考え方が示されている。」という
視点をもとに評価します。

112 要求水準書 68 6 第2章 6 （1）

「市との協議により撤去しないことも可とする」となっていますが、
県環境整備課との協議が必要となると思われますが、事前に県と直接
協議を行うことは差支えございませんでしょうか。

県との事前協議は法定事項ではありません。№100を参照ください。

113 要求水準書 68 14 第2章 6 （2）

解体工事の着手時について、着手可能時期の制約があればお示しくだ
さい。

要求水準書P6「６　履行期間」に示すとおり、解体工事及び建設工事は市の実
施する下水施設移設工事完了（令和２年１２月頃の予定）後に実施するものと
してください。

114 要求水準書 70 13 第2章 7 （1）

工事期間中、敷地南側の市道00464と南側の事業対象地とを換地し
て、現市道を工事用に仮使用することは可能でしょうか。

市道の仮使用については、やむを得ない理由がある場合に限り、足場、仮囲い
であれば幅1ｍ以内が基本ですが、現段階で市道の仮使用の可否は判断できま
せん。事業着手後、事業者が計画を進める上で、適宜協議するものとします。

115 要求水準書 71 17 第2章 7 （2） イ

「資機材等承諾願い」について、市は確認のみ行うものと考えてよろ
しいでしょうか。承諾者が市と考えてよろしいでしょうか。

「資機材等の承諾願い」は工事監理者確認の上、市監督員による承諾となりま
す。主要な資機材等については施設整備仮契約書（案）第22条に基づき、監督
員立会いによる検査をします。

116 要求水準書 72 33 第2章 7 （2） エ

「発注者や施設管理者が円滑に施設運営できるよう迅速に対応できる
体制」とありますが、人員の現地常駐など具体的な要件があればご教
示ください。 人員の常駐までは要求しませんが、施設設備の不具合や操作方法の不明な設備

機器に対する説明を迅速に対応出来るものとして下さい。

117 要求水準書 73 1 第2章 8

建設業務につき、「建築、構造、電気設備、機械設備の各主任技術者
をそれぞれ1名配置すること」とありますが、「主任技術者」の資格
要件や配置すべき時期、常駐義務の有無、兼務の可否等の詳細につい
てご教示ください。

各主任技術者に求める資格要件は以下とします。
　建築：一級建築士または一級施工管理技士
　構造：一級建築士かつ5年以上の構造業務（構造設計、建築現場の構造躯体
管理業務等）実務経験
　電気設備：一級電気工事施工管理技士
　機械設備：一級管工事施工管理技士
配置すべき時期は建設期間中とします。
現場常駐について、基本的には常駐を求めますが、工事工程に合せて協議に応
ずるものとします。
兼務の可否について、電気設備および機械設備の主任技術者については兼務を
認めます。ただし、電気設備、機械設備それぞれの担当者を配置し、市及び工
事監理者の電気設備・機械設備の各担当者との協議が円滑に行なえる体制とし
てください。

118 要求水準書 73 12 第2章 8

「建築、構造、電気設備、機械設備の各主任技術者をそれぞれ1名配
置すること」となっていますが、現場常駐が必要でしょうか。

№117を参照ください。

119 要求水準書 73 12 第2章 8

建設業務で、電気設備と機械設備の主任技術者の兼務は可能と考えて
宜しいでしょうか。

№117を参照ください。
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120 要求水準書 73 12 第2章 8

建設業務で、構造については、躯体工事における現場管理を行う主任
技術者と考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

121 要求水準書 73 12 第2章 8

建設業務の配置技術予定者の要件について、監理技術者は主任技術者
との兼務が可能と考えてよろしいでしょうか。

施設整備仮契約書（案）第14条第5項に示すとおりです。

122 要求水準書 73 12 第2章 8

建築、構造、電気設備、機械設備の各主任技術者をそれぞれ１名配置
することとありますが、構造の主任技術者の資格要件は、建設業法上
の建築一式工事における資格要件と考えてよろしいでしょうか。

№117を参照ください。

123
添付資料1 事業対象
地概要図

1

既存橋脚基礎は、存置と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。詳細は№129を参照ください。

124
添付資料1 事業対象
地概要図

1

敷地北側の電柱移設は可能ですか。

事業敷地内の移動は可能ですが、事業対象地外への移動については、移設先の
土地所有者との協議や移設費用の負担協議があるため、詳細は四国電力に確認
下さい。

125
添付資料1 事業対象
地概要図

2

下水配管移設に伴う撤去配管取合部の塞ぎは、別途工事と考えてよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。市で別途実施する下水施設移設工事の際に閉塞します。

126
添付資料1 事業対象
地概要図

2

立体交差排水管の排水枡が本体工事になっていますが、添付資料４：
インフラ現況図では別途工事となっています。別途工事と考えてよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

127
添付資料1 事業対象
地概要図

8 11 第1章 8 （1）

敷地北側の計画道路範囲については今回の整備事業にて外構を一体的
に整備計画（建築物不可）として考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。要求水準書P12「第2章　２　(1)土地利用・動線計画」
に示すとおり、建物等は都市計画法第53条で許可する建築物・工作物を整備す
ることは可能です。

128
添付資料2　敷地仮測
量図

1

北東角の擁壁近傍の側溝の撤去は、本体工事と考えてよろしいでしょ
うか。

敷地境界として現況歩道部分まで占有していますが、周辺交通の安全性を十分
考慮した計画として下さい。なお、側溝の一部変更は本工事となります。

129
添付資料2　敷地仮測
量図

事業対象地Ｂの西側に記載の既存橋脚基礎の仕様や深さ等の資料を頂
けないでしょうか。
既存橋脚基礎は残置を前提としますが、インフラを考慮した範囲で、
計画上必要な場合は部分的に解体を行っても宜しいでしょうか。

既存橋脚基礎の仕様を示す資料はありません。旧文化センター建築以前に橋の
形態があったことから、基礎の残置が想定されています。
必要であれば、インフラを考慮した範囲で部分的な解体は可とします。

130
添付資料2　敷地仮測
量図

敷地周辺にある電柱・電線の種類
工事・計画時に留意する点はありますでしょうか。 電柱・電線は現状目視できる架空線のみです。

電線から建物との離隔距離２ｍ以上を確保することが求められますが、事業対
象地西側の電線については、ブラケット向きを反対側に向けることは可能で
す。詳細は四国電力に確認ください。
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131

添付資料2 敷地仮測
量図
添付資料4 ｲﾝﾌﾗ現況
図

敷地南東既存下水管及び下水配管移設※別途工事、北側立体交差排水
管移設※別途工事について
仕様や深さ等の資料を頂けないでしょうか。 移設工事については現在設計中のため提供できません。詳細は市の下水道事務

所保全課にて確認ください。

132

添付資料2 敷地仮測
量図
添付資料6 地下構造
物撤去図

文化センター解体工事※ＧＬ－２ｍ以下本工事と記載がありますが、
文化センターのＧＬ±０は
標高ＴＰからの設定数値を教えて頂けないでしょうか。

旧文化センターのGL±0の正確な標高は不明です。
添付資料2の水準測量報告書のKBM1が街区基準点（補助点）の標高値（国土交
通省調査）1.39ｍとなり、これを基準に添付資料6の埋戻し施工図（天端高管
理図）並びに杭芯管理表の杭頭高さを確認ください。

133

添付資料2 敷地仮測
量図
添付資料6 地下構造
物撤去図

水準測定報告書の測定値及び文化センター解体工事の埋戻し施工図
（天端高管理図）の数値に
ついては標高ＴＰからと考えて宜しいでしょうか。

標高TPではありません。併せて№132を参照ください。

134
添付資料6　地下構造
物撤去図

地下構造物撤去図に記載の解体撤去済文化センターのGLについて、埋
戻し施工図の標示鋲±0.000に対する上下レベルを御指示願います。

№132を参照ください。

135
添付資料6　地下構造
物撤去図

1

「擁壁・花壇存置」「擁壁存置」について、断面若しくは数量をお示
しください。 お示しできる図面はありませんが、L型擁壁H=700～1,000、ｔ=150、L=約52

ｍ、重力型擁壁H=950～1,150、t=300～500、L=約9.5ｍ、花壇部分は撤去して
います。擁壁の残置については事業者提案によります。
なお、擁壁高さは歩道仕上げからの高さです。

136
添付資料6　地下構造
物撤去図

12

「杭芯管理表」について、既成杭の杭長については、K-1～9に示され
る各断面図に記載されている杭長が正しいものと考えてよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

137
添付資料6　地下構造
物撤去図

12

「杭芯管理表」について、K-1～9の撤去図と杭径が異なる記載があり
ますが、同表を正として考えてよろしいでしょうか

ご理解のとおりです。

138
添付資料7 津波想定
浸水深

津波想定浸水深に記載の数値は、現状地盤面からの浸水深さと考えて
宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

139
添付資料7 津波想定
浸水深

敷地の過去の浸水履歴がありましたら、ご教示いただけないでしょう
か。

浸水履歴はありません。

140 事業者選定基準 2 16 2 2.2 （2）

基礎審査では点数化を行わず、募集要項等に示す条件を満たしている
か否かを確認する、との記載がありますが、条件を満たしている場
合、基礎審査の結果は評価には影響しないと考えて宜しいでしょう
か。 ご理解のとおりです。

141 事業者選定基準 3 20 2 2.4

審査結果の公表は、資格審査、基礎審査の各段階で、各応募者に通知
されるものと考えて宜しいでしょうか。

資格審査結果については、事業者選定基準P3「2.4審査結果の公表」に示すと
おり、個別に通知します。基礎審査は提案審査の結果と併せて通知します。
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142 事業者選定基準 9 32 4 4. （4） 1） 4 ①

「既存杭を一部残置する場合は、有用性の客観的な検証について具体
的な考え方が示されている」とありますが、基礎などのＲＣ躯体の残
置は想定していないのでしょうか。

杭と同様に有用性が検証できれば残すことが可能と考えます。

143 様式集 11
提案書作
成上の留

意点

「提案書は各様式のシリーズごとに通しで右下に頁を記入してくださ
い」とのご指示は、『様式２、３、４、５、６全て』が対象でしょう
か、もしくは『様式３（業務実施計画に関する提案書）と様式４（施
設計画に関する提案書）の２様式分だけ』が対象でしょうか。

様式３、様式４及び様式５について、各様式のシリーズごとに通しで右下に頁
を記入してください。

144 様式集 28
提案書作
成上の留

意点

『当該ＣＤ－Ｒには、上段に「徳島市新ホール整備事業」、下段に
「代表企業名」「提出日」を明記し』とありますが、「徳島市新ホー
ル整備事業」「代表企業名」「提出日」を明記するのは、『ＣＤ－Ｒ
のケース表面（テプラ等による）』でよろしいのでしょうか、それと
も『ＣＤ－Ｒ自体への直接印字』を求められているのでしょうか。

CD-R自体への直接印字（テプラ等も可とする）としてください。

145 様式集 20
提案書作
成上の留

意点

提案書提出届・応募者の資格審査書類は「正・副本ともに１部の提
出」が求められていますが、うち押印を要する様式（例：様式2-1、
2-3　等）の『副』については、『押印済み正の白黒コピー提出』で
宜しいでしょうか。また、各種納税証明等の書類についても写しでよ
ろしいでしょうか。

副本については、「押印済み正の白黒コピー」を提出ください。また、各種納
税証明等の書類についても副本には写しを添付ください。

146 様式集 1 39
提案書作
成上の留

意点

「提出書類は～WordまたはExcelにより作成してください」とありま
すが、提出のデータ形式はIllustrator若しくはPDFをExcelに貼りつ
けたものとさせていただけないでしょうか。様式5の図面集だけでな
く、様式3、4においても図面等をレイアウトした分かりやすい提案書
とするため、文書の作成は、レイアウト作業における制限の少ないソ
フトウエアを用いて行いたいと考えております。

Illustratorを用いて作成した場合は、Illustratorデータ及びPDFを提出くだ
さい。IllustratorのバージョンはCS5以下としてください。

147 様式集 2
提案書作
成上の留

意点

提出届・資格審査書類付属の添付資料についてはCD-Rへのデータ書き
込みは不要と考えて宜しいでしょうか。

提出届・資格審査書類付属の添付資料についても、PDFデータをCD-Rに保存し
て提出ください。

148 様式集
様式2
様式3
様式4

様式下欄「※」として記載の注釈事項は削除して宜しいでしょうか。

「※」として記載の注釈の削除を可とします。

149 様式集 様式2-1

企業毎に「社印」「代表者印」の押印と記載されておりますが、「社
印」を使用していない場合については、代表者名のところの「代表者
印」の押印のみでよろしいでしょうか。 「社印」を使用していない場合については、代表者名の「代表者印」の押印の

みで可とします。

150 様式集 様式2-1

各企業毎に代表者名（代表者印）での記載となっておりますが、県外
企業であって委任状（例えば社長→支店長）にて、徳島市に競争入札
参加資格申請を行っている場合については、当該書類についても受任
者（支店長）及び支店長印での申請でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、委任内容が明確に示された契約書写し等の添付
が必要です。

151 様式集 8 様式2-1

「応募グループ名」は代表企業名で宜しいでしょうか。

事業者の提案によるものとします。

152 様式集
様式2-3
様式2-4
様式2-6

「商号又は名称」の記載は本社より委任を受けている支社で宜しいで
しょうか

№150を参照ください。
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№ 資料名 頁 行 意見・質問内容 回答項　　目

153 様式集
様式2-3
様式2-4
様式2-6

下段最後の※印に記載あります上記実績を示す資料は契約書、図面の
写しの添付で宜しいでしょうか。

契約書、図面、PUBDIS、コリンズ、施設パンフレットなど、時期、床面積、観
客席数等求める要件が判断できる資料を添付ください。

154 様式集 23
様式2-3
様式2-4
様式2-6

「登録があることを証明する資料」はどの様な資料を添付すれば宜し
いでしょうか。

「資格認定通知の写し」を添付してください。ただし、本年度申請する事業者
については、申請中の申請書の写し等を添付して下さい。

155 様式集 11 様式2-5

「登録があることを証明する資料」はどの様な資料を添付すれば宜し
いでしょうか。

№154を参照ください。

156 様式集 様式2-6

「（施工）実績を示す資料の写しを添付してください」とのご指示が
ありますが、施工実績に関わる参加資格要件（＝完成年、観客席数、
建物用途、共同企業体出資比率　等）を満足する情報が明記されてい
る「コリンズ竣工登録内容確認書」や「当該施設のホームページ情
報」の添付があれば、当該施設の工事請負契約書類の添付までは必要
ないでしょうか。

ご理解のとおりです。

157 様式集 様式2-7

資格審査の付属資料提出確認書は、「１頁目、２頁目を各々Ａ４版で
印刷して作成」する方法と「１頁目と２頁目とを左右隣り合せてＡ３
版１枚に印刷したものをＡ４サイズへ折り込んで作成」する方法とが
考えられます。どちらが望ましいでしょうか。

A4版での提出を原則とします。ただし、A4版にすると文字が小さいなどA3版で
の提出が望ましい場合は、折り込んでA４版ファイルに綴じてください。

158 様式集 様式2-7

提出書類については、データの提出を求められていますが、添付資料
についてもデータの提出が必要でしょうか。

№147を参照ください。

159 様式集 様式2-7

１企業が複数の役割を担う場合については、当該企業が担う役割に印
を入れるということでよろしいでしょうか。また、添付資料について
は、当該書類の後ろにクリアブック等に資料毎に綴じるということで
よろしいでしょうか。

企業ごとに作成し、1企業が複数の役割を担う場合には、該当する役割に〇を
つけ、必要な書類を添付してください。添付資料は各社の様式2-7の後ろに綴
じてください。
また、添付資料は、クリアブック等ではなく可能な限りファイルまたはバイン
ダーにそのまま綴じてください。

160 様式集 様式2-7

提案書については、各書式シリーズ毎に通しで右下に頁を記入とあり
ますが、提案書提出届（兼）資格審査書類については、様式番号（親
番号）ごとにインデックスタイトルを付けた場合、通しでの頁の記入
する必要はないということでよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。№143を参照ください。

161 様式集 様式2-7

資格審査に記載されている各種納税証明書について、「提案書提出時
点において終了している事業年度のうち直近１年度分」との記載があ
りますが、決算月か９月２５日以前であっても、申告の時期によって
は、直近の納税証明書が取得できない可能性があります。その場合、
募集要項公表以降に取得可能なものでよろしいでしょうか。

左記の場合においては提案書類受付締切日（令和元年9月25日）までに取得が
可能な直近1年分の各種納税証明書とすることを可とします。

162 様式集 様式3-1

各提案様式の所定枚数以外に、付属資料等の追加資料を添付すること
は可能でしょうか

指定の枚数以内で提案ください。指定の枚数を超える追加資料の提出は不可と
します。

163 様式集
様式3-1

他

様式集提案書書式（様式３－１）～（様式４－９）において、提案記
載範囲枠の大きさについて規定がありましたらご指示願います。

枠の大きさは指定しません。枠を削除することも可とします。ただし、ファイ
ルで綴じた状態でページのすべてが読めるようにしてください。
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№ 資料名 頁 行 意見・質問内容 回答項　　目

164 様式集
様式3-2

他

Ａ４版（２枚以内）の補足説明として、添付資料を追加してもよろし
いでしょうか。

№162を参照ください。

165 様式集
様式3
様式4

提案書の枠は削除して作成して宜しいでしょうか。

№163を参照ください。

166 様式集
様式3
様式4

提案書の余白の幅は変更して宜しいでしょうか。

№163を参照ください。

167 様式集
様式3
様式4

様式番号及び応募者名記載枠の文字サイズは変更しても宜しいでしょ
うか。

読める範囲で文字サイズの変更を可とします。

168 様式集
様式
4-5

3 Ⅱ ①

過去の文化センター演目表があればご教示ください。（3年分程度）

要求水準書添付資料-9として「文化センター催物案内（平成24～26年度）」を
添付します。

169 様式集 35 8
Ⅲ.図面

集
5-2

パースについて、外観のうち鳥瞰図の視点が南東方向からの指定があ
りますが、計画内容により他方向からのアングルとしても宜しいで
しょうか。 外観、内観を問わず1面、パースを追加提案できるものとします。様式5-1を修

正します。

170 様式集 様式5-6

日影等時間図について、「計測高さは０ｍで作成」とされている理由
をご教示願います。

日影図の計測高さは４ｍとします。様式5-1を修正します。

171 様式集 35 23 様式5-6 5-6

日影図について、計測高さ0ｍで作成とありますが、法令上では測定
高さは4ｍとなっています。
法令上の4ｍを正と考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。№170を参照ください。

172 様式集 様式5-6

規制される日影時間の指定がございましたらご教示願います。

建築基準法及び建築基準法施行条例のとおりです。詳細は建築指導課に確認し
て下さい。

173 様式集 様式5-9

建築設備計画概要について、電気設備1枚、衛生空調設備1枚程度にま
とめると考えて宜しいでしょうか。

事業者の提案によるものとします。

174 様式集 35 30 5-11 5-11

什器・備品リストについて、品名・数量を明記することとあります
が、品名・数量のみで、具体的な仕様（メーカー名、品番等）を示す
必要は無いと考えて宜しいでしょうか。

具体的な製品概要がわかるように記載ください。
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№ 資料名 頁 行 意見・質問内容 回答項　　目

175
施設整備仮契約書
(案)

13 第34条

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更について、「ただし、
当該請求のあった日以後の残工事期間が２月以上あるものでなけれ
ば、これを行うことはできない」について、公共工事標準請負契約約
款第２５条と比して受注者に不利な条件となっています。公共工事標
準請負契約約款第２５条と同一の条件に変更いただけないでしょう
か。また本事業は設計・施工一括契約案件であり、契約締結日から工
事着手日までの賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更につい
てもお認めいただく必要があります。いわゆるAスライドの条項を契
約書面に追記いただけないでしょうか

前段については、徳島市の建設工事請負契約において同様の取り扱いとしてお
りますので、原案どおりとします。
また、後段については、施設整備仮契約書（案）第34条に示すとおり、ご指摘
の期間中に対する賃金または物価変動も見込まれているため原案どおりとしま
す。

176
施設整備仮契約書
(案)

13 27 第34条

「別紙1に示す物価指数等」とありますが、物価指数等の変動前の基
準日をいつとするかご教示ください。

施設整備契約時（令和元年12月下旬）を基準日とします。

177
施設整備仮契約書
(案)

14 39 第38条

「天災等(募集要項関連書類で基準を定めたものにあっては、当該基
準を超えるものに限る。)」とありますが、本件契約において、当該
基準の定めはないとの理解でよろしいでしょうか。 本契約に基準の定めはありませんが、適用法令上災害に対応する基準が定めら

れているものは、当然にこれを遵守していただく必要があります。

178
施設整備仮契約書
(案)

19 38 第47条

「発注者が募集要項関連書類において工事の完成に先だって引渡しを
受けるべきことを指定した部分」とありますが、現時点において「指
定した部分」の定めはないと理解しています。優先交渉権者として選
定された後、部分引渡しの実施、範囲、時期等の詳細について、仮契
約締結までにご協議いただけますでしょうか。

現時点では、部分引渡の実施は想定していません。

179
施設整備仮契約書
(案)

20 38 第50条

「その他のもので募集要項関連書類で明示したものについてはその明
示した期間」とありますが、本件契約において、当該期間の明示はな
いとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

180
募集要項
施設整備仮契約書
(案)

29 1 別紙1 表1

基準となる指標『建設物価指数月報』は見積提出時の最新号となる
2019年8月号と考えますが、よろしいでしょうか。

No176をご参照ください。
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