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令和２年 11 月 25 日 

関 係 各 位 

姶良市長 湯元 敏浩 

回答書 

 
姶良市加治木複合新庁舎建設基本設計業務プロポーザルに係る参加表明書等に関する質問書について、次のとおり回答します。 
なお、類似の質問につきましては、まとめております。 
 

番号 
書類名称

（項） 
質問事項 回答 

１ 実施要領 
５参加資格要件 
(１)参加資格 ア 

基本計画において想定する同種又は類似の公共施

設とありますが、そのうち類似の公共施設の用途につ

いて例示してください。 

同種業務及び類似業務の用途等につきましては、姶

良市加治木複合新庁舎建設基本設計業務プロポーザ

ル評価要領の表１の＊２及び＊３を参照してくださ

い。 

 

２ 実施要領 
５参加資格要件 
(１)参加資格 ア 

自治体発注の学校施設の管理棟・教室棟は類似施設

に該当しますか。また、学校施設の体育館は類似施設

に該当すると解してよろしいでしょうか。 

教育施設の管理棟や教室棟は類似施設に該当しま

せん。また、体育館につきましては、お見込みのとお

り。 

 

３ 実施要領 
５参加資格要件 
(１)参加資格 ウ 

市民ワークショップの運営など市民参加による公

共施設づくりについての実績については、同種又は類

似の公共施設に限定しての実績だけではなく、その他

の公共施設において実績があればよいと解してよろ

しいか。 

お見込みのとおり。なお、ワークショップ等の実績

については、公共施設づくりに限定せず、計画策定や

説明会などの経験や実績も認めるものとします。ま

た、ワークショップ等の運営能力のある担当者の配置

や設計体制等についても認めるものとします。 
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４ 実施要領 
５参加資格要件 
(１)参加資格 ウ 

参加資格ア、イの条件を満たせば、ウの件について

は、全ての建築事務所がワークショップ運営能力を持

っております。あえて、ワークショップの証明を要求

しておりますが、県内の庁舎建築プロポーザルにおい

てワークショップの証明を要求している行政は、ほと

んど見受けられないように思います。参加資格ア、イ

の条件を満たせば、ウの能力を有するという判断で認

めることはできないものでしょうか。プロポーザルエ

ントリー枠を広き門にすることは、より良き庁舎建築

物を造る為に大事な事と思われます。 

実施要領１ 目的に記載のとおり、基本計画は様々

な市民参画を経て策定されたものであり、本業務にお

いても市民説明会やワークショップを実施すること

としています。 

参加資格要件 ウにつきましては、様式第３号 設

計事務所の業務実績の備考欄７のとおりワークショ

ップ等の経験や運営能力などについて、資料や広告等

を含む任意の書面により確認するものです。本業務を

進めるうえで、新庁舎に対する意見等の合意形成や相

互理解は重要なことと考え、そのサポート能力につい

て求めるものです。 

５ 実施要領 
５参加資格要件 
(１)参加資格 ウ 

某市発注の「〇〇地区景観計画作成等業務」にて計

５回の住民説明会を実施しました。ワークショップ等

の業務実績に認められるでしょうか。 

 実績として認めます。 

６ 実施要領 
５参加資格要件 
(２)配置技術者等

の資格 エ 

電気設備主任技術者及び機械設備主任技術者は、

「設備設計一級建築士」の資格を有する必要があると

の記載がありますが、「建築設備士」にて認めて頂け

ないでしょうか。 

 電気設備及び機械設備主任技術者として、建築設備

士の資格を有する者の配置を認めます。建築設備士を

配置する際は、様式第８号及び第９号の経歴欄の資格

名の設備設計一級建築士を二重線で消してください。 

ただし、建築士法第 20 条の３に規定される規模の建

築設計の場合は、設備設計一級建築士の資格を有する

者を適正に配置することとします。 

７ 実施要領 
５参加資格要件 
(２)配置技術者等

の資格 エ 

「電気設備主任技術者及び機械設備主任技術者は、

設備設計一級建築士の資格を有し」と記載があります

が、設備設計分野において２名の異なる設備一級建築

士が必要ということでしょうか。 

お見込みのとおり。なお、No.６のとおり、建築設

備士を認めるものとします。 



 
- 3 - 

 

８ 実施要領 
５参加資格要件 
(２)配置技術者等

の資格 エ 

エ(オ)には、「各主任技術者は、他の主任技術者を

兼任してはならない」とありますが、電気・機械設備

を同じ事務所が担当する場合、電気・機械設備主任技

術者の兼任は可能でしょうか。 

各主任技術者が他の主任技術者を兼任することは

できません。なお、電気設備及び機械設備主任技術者

については、No.６のとおり建築設備士を認めるもの

とします。 

９ 実施要領 
５参加資格要件 
(３)共同企業体の

資格 

イ 構成員の資格及びウ 代表構成員の資格要件

を満たす者であれば、鹿児島県内に本店のないものは

代表構成員でない構成員として参加できると解して

よろしいか。 

 お見込みのとおり。 

10 実施要領5 参加

資格要件 
 

同一の参加資格要件にて「蒲生複合新庁舎建設基本

設計業務プロポーザル」に参加表明書を提出してもよ

ろしいでしょうか。 

 本プロポーザルと蒲生複合新庁舎建設基本設計業

務プロポーザルの参加表明において、参加資格を満た

す実績や配置技術者等は、同一のもので構いません。

ただし、実施要領の５(１)イの要件を満たす必要があり

ます。 

11 様式第２号 
設計事務所の概

要 

構造・設備等各分野担当の主任技術者を協力業者に

委託する場合、協力業者の担当者名を様式第２号に記

載してもよろしいでしょうか。また、協力業者の事務

所登録証明書が必要でしょうか。 

 様式第２号については、単体又は共同企業体による

参加者の技術者数等を記入することとし、協力者につ

いては、様式第 11 号に記入してください。また、協

力者の事務所登録は、必要ありません。 

12 実施要領 7 参加

手続等 
(3)参加表明書の

受付 

様式第12号はA４サイズ片面印刷とし、A４版フラッ

トファイルには綴らず別紙でよろしいでしょうか。ま

た、参加表明書を事務局へ持参の場合、返信用封筒は

不要と解釈してよろしいでしょうか。 

 様式第 12 号の提出方法は、お見込みのとおり。ま

た、持参の場合においては、返信用封筒は不要としま

す。 

13 様式第３号 
設計事務所の業

務実績 
ほか 

ワークショップ等の実績として、近隣市民が参加

し、建築物の形態・意匠の規制等を協議する市町村発

注景観計画策定業務は含まれるものと考えてよろし

いでしょうか。 

 お見込みのとおり、実績として認めます。 
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14 様式第４号 
建築物環境性能

評 価 シ ス テ ム

（CASBEE）認証

実績 

当社にはCASBEE建築評価員（資格者）がおり、協

力業者（下請業務）としてのCASBEE評価実績があり

ます。下請け業務も実績として記載可能でしょうか。 
参考までに現在、鹿児島県内で CASBEE 認証登録さ

れている建物（戸建住宅除く）は確認できません。 

 様式第４号の実績は、様式第３号に記載した実績の

うちCASBEE認証登録を受けた実績のみを記入して

ください。CASBEE 建築評価員につきましては、様

式第２号の建築 総合 その他欄に記入することと

し、様式第５号～10 号の技術者の場合は資格名の欄

に記入し、資格者証の写しを添付してください。 

15 参加表明書  様
式第 4 号 
建築物環境性能

評 価 シ ス テ ム

(CASBEE) 認証

実績 
及び実施要領 5 
参加資格要件(1)
参加資格ア 

認証を義務付けているのは府県･政令市などの

24(2019.３末)の自治体であり、鹿児島県内では求め

られていません。一方、参加資格では「鹿児島県内に

本社を置き」の要件が有ります。認証実績「なし」で

参加表明書を提出してもよろしいでしょうか。 

 様式第３号に記載した実績のうち、CASBEE 認証

実績のある場合は、県内外の実績を問わず記載してく

ださい。また、CASBEE 認証実績は、参加資格要件

ではありませんので、用途や規模、配置技術者の要件

等を満足すれば、参加は可能です。 

16 参加表明書  様
式第 4 号 
建築物環境性能

評 価 シ ス テ ム

(CASBEE) 認証

実績 

様式第４号の備考３について、受賞のみ、または認

証のみの場合など、該当の無い欄については「該当な

し」と記載すること。とありますが、認証実績がない

場合においても参加資格があるものと解してよろし

いか。 

 No.15 のとおり。なお、様式第４号の備考欄に記載

している「受賞」については、受賞歴等を求めるもの

ではないことから、削除することとします。 

17 様式第５号 
管理技術者の経

歴及び業務実績 
ほか 

 「３ 手持ちの業務状況」は民間発注業務を記載し

てもよろしいでしょうか。 
 お見込みのとおり。 
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18 ６ 設計者選定

のスケジュール 
 参加表明手続きに関する質疑回答から、参加表明書

受付まで２日間しかありません。参加表明書受付の期

日を延長することはできませんか。県外事務所とのや

り取りなどがあり、時間を要します。 

 参加表明書等の受付期間の延長はできません。 

19 庁舎の構造  木造、RC 造、S 造などの構造の規定はありますか。  構造形式及び構造種別については、決定していませ

ん。 

 
 
     

【事務局】                
                                         姶良市役所 総務部 行政管理課 庁舎建設係 

                   TEL：0995-66-3075 FAX:0995-62-3699 
                   E-mail:tyosha@city.aira.lg.jp 

                 ※本件に関する再質問の受け付けは行いません。 
また、電話等での個別の回答もいたしません。 


