
（平成29年9月15日）

No. 書類名 頁 様式番号 大項目中項目小項目 項目名 質問の内容 回答

1 募集要項等 5 第3 2 （1） 設計企業の要件

「応募者は、次の（1）及び（2）の要
件を満たす者とする。」との記載が
ありますが、設計企業の参加要件
は（1）を満たしていればよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

2 募集要項等 5 第3 2
（1）
イ
設計企業の要件

設計企業の要件としては、平成29
年度の津山市指名業者（コンサ
ル）に登録されていればよろしい
でしょうか。

設計企業の要件として、募集要項の
第3.2.(1)の要件を全て満たしてくださ
い。

3 要求水準書 目次 資料一覧

本件に関して、「平成27年実施の
時刻歴応答解析に基づく耐震診
断」の開示および閲覧は可能で
しょうか。

希望者に津山市教育委員会文化課
でデータを提供します。

4 要求水準書 目次 資料一覧

提案作成に当たり、基本設計説明
書に記載のある図面のCADデー
タをご提供頂くことは可能でしょう
か。

No3回答のとおりです。

5 様式集 8 様式5 1/5
設計実績調書
（設計企業）

下部の注意書きに、添付資料に
ついての記載があるが、
「PUBDIS」への登録があれば、そ
の登録内容確認書の写しを添付
しただけで良いでしょうか。それと
も、「PUBDISの登録内容確認書
の写し」及び「確認通知書等及び
図面等」それぞれを添付しなけれ
ばいけないでしょうか。

設計企業の業務実績について、要件
で示す内容を確認するための資料
（確認通知書等）及び図面等は、必
ず添付してください。

津山文化センター耐震補強及び大規模改修事業

公募型プロポーザルに係る質問回答書



No. 書類名 頁 様式番号 大項目中項目小項目 項目名 質問の内容 回答

6 様式集 19 様式12 1-①
提案
書

設計における企
業能力及び配置
技術者について

記載する設計配置予定技術者
は、「管理技術者」のみでよいで
しょうか。
もしくは、「管理技術者」「意匠主
任技術者」「構造主任技術者」「電
気設備主任技術者」「機械設備主
任技術者」の記載が必要でしょう
か。

管理技術者の記載は必須とし、他の
設計配置予定技術者の記載につい
ては任意とします。様式は、別添1の
継紙を使用して簡潔にまとめ、可能
な限り少ない枚数で提出してくださ
い。

7 様式集 19 様式12 1-①
提案
書

設計における企
業能力及び配置
技術者について

設計配置予定技術者の資格、経
験年数、実績等について、記載す
る表に「名前」「資格」「経験年数」
等の項目がないが、追加して記載
をすればよろしいでしょうか。

様式１２[1－①]を別添1のとおり、様
式１２[1－②]を別添2のとおり変更し
ます。

8 様式集 19 様式12 1-①
提案
書

設計における企
業能力及び配置
技術者について

優先交渉権者決定基準の表3に、
企業実績数3件以上、配置技術者
実績数2件以上で加点があるよう
に記載があるが、様式12に実績
の表を追加して記載すればよろし
いでしょうか。
また、下部の注意書きの2に「1枚
以内で簡潔にまとめること。」との
記載がありますが、文字サイズを
調整し、すべて1枚以内に収まる
ように調整を行えばよろしいでしょ
うか。

№7回答のとおり様式を変更しますの
で、継紙を使用して簡潔にまとめ、可
能な限り少ない枚数で提出してくださ
い。

9 様式集 19 様式12 1-①
提案
書

設計における企
業能力及び配置
技術者について

記載する設計業務の実績につい
ては、参加資格要件の実績と同様
に、完成した建築工事の施設にお
ける実施設計業務が記載対象と
なりますでしょうか。

お見込みのとおりです。

10 様式集
18
・
29

様式12 2-⑤
提案
書

舞台設備改修・吊
物機構他改修

P18の提案書類提出一覧表にお
いて、様式12［2-⑤］はA4×1枚と
なっておりますが、P29の注記で
は、2枚以内となっております。
P18を正と考えてよろしいでしょう
か。

2枚以内で記載してください。



No. 書類名 頁 様式番号 大項目中項目小項目 項目名 質問の内容 回答

11 要求水準書 17 2 （2） (ウ)
構造計画の要求
水準

耐震診断資料の開示をお願いし
ます。

No3回答のとおりです。

12 要求水準書 17 2 （2） (ウ)
構造計画の要求
水準

耐震安全性を時刻暦応答解析と
指定した理由を教えてください。ま
た、第二次診断を行わない理由は
ありますでしょうか。ご教示くださ
い。

建物が特殊な構造形式であるため、
耐震補強箇所を必要最小限とするこ
とを意図して、時刻歴応答解析を指
定しています。
また時刻歴応答解析と並行して第三
次診断まで行っています。

13 要求水準書 17 2 （2） (ウ)
構造計画の要求
水準

実施設計において、基本設計図
書に書かれている補強方法は略
補強案であると考えられます。そ
の補強案や補強量では補強でき
ない場合の追加工事等について
は、別途協議事項として考えてよ
ろしいでしょうか。ご教示ください。

基本設計時の補強方法は、H27年度
の時刻歴応答解析結果と天井改修
計画を元に策定した耐震補強方法で
す。屋上や特定天井等の改修方法
の違いにより、固定荷重は増減する
ものと考えますが、それに基づく耐震
診断、耐震補強方法は、本事業内で
行ってください。

14 要求水準書 22 3 （2） イ
（ア）解体撤去業
務

（ｆ）ＰＣＢ使用電気機器の撤去を
関係法令を遵守し処理とあります
が、ＰＣＢ保管器具リストのご提供
をお願いします。

高圧トランス及び高圧コンデンサに
ついては既に処理済みです。ＰＣＢ
保管器具リストはないため、要求水
準書のとおり処理をお願いします。

15 要求水準書 24 3 （2） イ 建設業務

（イ）ａ（ｎ）【資料－４　備品一覧】
に「既存備品類について・・・また、
新規備品類についても一覧に示
す内容で適宜設置すること」と記
載がありますが、【資料－４　備品
一覧】に新規備品類のリストがあ
りません。リストのご提供をお願い
します。

新規備品については別途とし、本事
業の範囲外といたします。ただし、に
ぎわいエリア（カフェを除く）、ホワイ
エについては、建物に附帯する家具
などの提案は可とします。



No. 書類名 頁 様式番号 大項目中項目小項目 項目名 質問の内容 回答

16 要求水準書 その他

共同企業体用の仮設現場事務
所、駐車場及び資材置場等の用
地は、文化センター敷地内に設置
及び配置できるでしょうか。ご教示
ください。

東側駐車場は、すべて使用可能で
す。

17
基本設計説
明書

3-1 （1）
自家発電機の移
設

地下１階空調機械室へ既存自家
発電機の移設とありますが、専用
区画壁設置が必要と思われます｡
ご計画についてご教示願います。

事業者側の詳細な計画（機器配置）
に応じて、専用の区画壁を提案してく
ださい。

18
基本設計説
明書

3-1 （1） エレベーター

増築計画　２階、３階平面図には
15人乗と記載されていますが、要
求水準書Ｐ.16には、常用26人乗り
と記載されています。どちらが正
でしょうか。ご教示ください。

乗用26人を正としてください。

19
基本設計説
明書

5-7 （1）
空調許容騒音値
の設定

大ホールの空調許容騒音値として
ＮＣ-20程度を設定し計画を行う、
と記載されています。既設ダクトの
改修を伴うと思いますが、現状の
機械室、ピット内に納めることは困
難と考えます。現状のＮＣ-30を改
善する計画でもよろしいでしょう
か。ご教示ください。

原則、ＮＣ-20程度を基本とします
が、物理的に困難である場合に限
り、可能な限りＮＣ-20程度に近づけ
る方向で市と協議によるものとしま
す。

20
基本設計説
明書

6-1 （1） 4）
維持管理のしや
すさ

中２階事務所における保安、防災
システムは、一元管理計画とす
る、と記載されています。保安、防
災機器の製作図の提供をお願い
します。

要求水準書に示す、公表後に文化
課で提供する資料一覧、資料－５
「竣工設計図書」の放送設備図面、
資料－６「過去の改修設計資料」の
スプリンクラー設備改修工事資料、
並びに防災設備点検報告書を参照く
ださい。
防災設備、保安設備計画は実施設
計によるものとします。



No. 書類名 頁 様式番号 大項目中項目小項目 項目名 質問の内容 回答

21
基本設計説
明書

6-1 （2） 受変電設備

既設の受変電設備（キューピク
ル）にて計画と記載されています。
電気設備既設図（製作図）のご提
供をお願いします。

要求水準書に示す、公表後に文化
課で提供する資料一覧、資料－６
「過去の改修設計資料」の受変電設
備改修資料を参照ください。

22
基本設計説
明書

6-1 （7） 構内情報網設置

大ホール内は無線ＬＡＮ遮断する
こととあります。これは特別な装置
が必要ということでしょうか。ご教
示ください。

特別な装置は想定していませんが、
無線LAN機器の選定及び設置位置、
アンテナの設置位置及び指向性の
調整等により、可能な限り遮断でき
る提案をしてください。

23
基本設計説
明書

6-1 （15） 3）
テレビ電波障害
防除設備

テレビ電波障害防除設備で、事前
調査を実施することと記載されて
いますが、調査範囲をご指示くだ
さい。

実施設計において、電波障害予測の
上、調査範囲を決定してください。

24
基本設計説
明書

7-1 （2） 4） 大ホール

既存のダクトルートを利用した単
一ダクト方式とする、と記載されて
います。エアハンドリングユニット
既存図（製作図）のご提供をお願
いします。

要求水準書に示す、公表後に文化
課で提供する資料一覧、資料－５
「竣工設計図書」の空調設備図面を
参照ください。

25
基本設計説
明書

11-2 機器表2

ＡＨＵ-1；全熱交換器組込形とあり
ますが、大きさが７ｍ×４ｍ以上と
なることから物理的に納まりませ
ん。全熱交換器は無しで検討して
宜しいでしょうか。ご教示ください。

原則、全熱交換器組込型を基本とし
ますが、全ての製品において、搬入
及び設置が物理的に困難である場
合に限り、市と協議によるものとしま
す。



No. 書類名 頁 様式番号 大項目中項目小項目 項目名 質問の内容 回答

26
基本設計説
明書

12-2 改修図１～８

基本設計図（舞台吊物機構他）の
改修図１～８において、改修図４
がありません。欠番と考えてよろし
いでしょうか。ご教示ください。

お見込みのとおりです。

27 全般

建築当時（昭和41年）では防火区
画及び排煙設備について未制定
のため既存不適格ですが、増築
による遡及があると考えられま
す。各所管行政との協議が必要と
思われますので、防火区画及び
排煙設備については協議事項と
考えてよろしいでしょうか。ご教示
ください。

各所管行政との協議を行った上で、
設備に要する経費については、本事
業内で行うこととします。

28
優先交渉権
者選定基準

7 別紙1

1.（2）施工能力に対する評価のポ
イントについて、建設企業のホー
ルの新築又は改修の設計実績と
ありますが、施工実績ではないで
すか？

お見込みのとおりです。

29
優先交渉権
者選定基準

7 別紙1

1.（2）施工能力に対する評価のポ
イントについて、技術者のホール
の新築又は改修の設計実績とあ
りますが、施工実績ではないです
か？

お見込みのとおりです。


