
No 項目 質問内容 回答

1 ２　委託概要

　「実施要項」ｐ5の概算経費に関して、各法令に基

づく申請に必要な申請費用は別途と考えてよろしい

でしょうか。

　申請費用は全て含むものとします。

2 ２　委託概要
　隣地の公園を一体敷地として最大容積を増やす計

画とすることは可能でしょうか。

　美術の森緑地は、現状の敷地を変更せず、美術

館・貫井図書館と一体敷地とはしません。

3 ２　委託概要

　実施要項2（7）①「本委託業務に対する成績評価

を実施した結果、令和５年度以降に予定する実施設

計について随意契約を行うことがある。」とありま

すが、当該の実施設計には「美術の森緑地改修工

事」の実施設計は含まれないと考えてよろしいで

しょうか？

　基本設計と同様、実施設計においても美術の森緑

地改修を含む予定です。

4 ２　委託概要

　実施要項５ページ　（７）留意事項 ② 「駅周辺の

街並みづくり等について、改築設計と並行して別途

検討していく」とありますが、その検討業務は、設

計者となる者が行うのでしょうか、それとも別の者

が行うのでしょうか？　もし別の者であるとした

ら、具体的にどのような業務発注がなされる予定で

しょうか？

　駅周辺の街並みづくり等については、町会・商店

会や小学校ＰＴＡ、学識経験者等で構成される中村

橋駅周辺まちづくり検討会で、別途検討していくた

め、設計者が行うものではありません。駅周辺のま

ちづくりに関する現状把握・課題整理、地域住民等

との合意形成活動に関する業務について、既に都市

計画コンサルタントの事業者へ委託を行っていま

す。

　今回の提案においては、提案書の課題１「まちと

一体となった美術館」で、駅周辺の街並み等を想定

して提案してください。設計者の提案内容は、その

後のまちづくり検討会において検討します。

　設計者には、中村橋駅周辺まちづくり検討会に必

要に応じて出席し、 提案内容について意見交換を行

い、まちづくりとの調和・整合を図るよう業務を遂

行していただきます（別紙１-２「基本設計業務委託

特記事項」1．4．⑾参照）。

5 ３　参加要件

　設計共同体で参加の場合、代表構成員が法人、そ

の他の構成員が個人事業主でも参加可能でしょう

か。

　設計共同体の構成員は全て法人企業とします（実

施要項の３⑴参照）。

6 ３　参加要件

　代表企業が公共の美術館の実績を持っている場

合、様式3-1の1つめ「美術館又は博物館の設計実

績」と、3つめ「国又は独立行政法人又は地方公共団

体が設置する公共施設の設計実績」に、同じ実績を

記載してもよろしいでしょうか。

7 ３　参加要件

【実施要項ｐ6　(3)参加資格について】

　美術館・博物館、図書館、公共施設の３種類の実

績について、それぞれ異なる案件であることが必要

でしょうか。

8 ３　参加要件

　実施要項３⑶参加資格で求めている設計業務実績

に関しまして、「図書館又は書架および図書閲覧機

能を有する施設」の設計実績として、他用途の建物

を図書館に改修した設計実績は認められますか。

　改築、新築、増築のいずれかにあてはまらない場

合は、実施要項の３⑶の設計実績としては認められ

ません。

練馬区立美術館・貫井図書館改築等基本設計候補者選定プロポーザル　質問回答表

　実施要項の３ ⑶ ア②、③、④について、それぞれ

の条件に該当すれば、様式３の１に同じ実績を記載

しても問題ありません。ただし、それぞれに該当し

ていることを確認できる書類を添付してください。
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No 項目 質問内容 回答

9 ３　参加要件

　プロポーザル実施要項3 参加要件等（3）ア③図書

館又は、書架および図書閲覧機能を有する施設の新

築、増築又は改築とありますが、②に挙げる実績の

施設内にある図書コーナーは実績として該当します

でしょうか。また、図書閲覧機能に関する床面積の

下限値はありますでしょうか。

　実施要項の３ ⑶ アの②に該当する施設が、書架お

よび図書閲覧機能を有する場合は、③に該当する実

績としても提出することが可能です。

　また、書架および図書閲覧機能に関する床面積の

下限値はありませんが、別紙４の３ ⑶ア④に記載の

とおり、用途や面積など実績を確認できる書類を提

出してください。

10 ３　参加要件

　3 参加要件等 (3)参加資格 ア ③「図書閲覧機能」

について、実績物件（美術館）の室名が「情報コー

ナー」となっています。機能としては図書閲覧機能

であるため、該当すると考えて良いでしょうか。実

際の機能が分かるものを別添します。

　実施要項の３ ⑶ アの③のとおり、書架および図書

閲覧機能を有する施設であれば該当します。別紙４

の３ ⑶ア④に記載のとおり、用途や面積など実績を

確認できる書類を提出してください。

　なお、現時点では、質問票に添付された資料の具

体的な判断（審査）は行いません。参加表明書等の

提出時に改めてご提出ください。

11 ３　参加要件

　参加資格について、書架、図書閲覧機能を有する

高等学校の図書室（蔵書数約3 万冊）は、「書架及

び図書閲覧機能を有する施設」に該当すると考えて

よろしいでしょうか。

12 ３　参加要件

　実施要項３⑶参加資格で求めている設計業務実績

に関しまして、「図書館又は書架および図書閲覧機

能を有する施設」の設計実績として、図書室を持つ

学校は認められますか。

13 ３　参加要件

　実施要項３⑶参加資格で求めている設計業務実績

に関しまして、「図書館又は書架および図書閲覧機

能を有する施設」の設計実績として、大学図書館を

持つ大学校舎は認められますか。

14 ３　参加要件

　実施要項３⑶参加資格で求めている設計業務実績

に関しまして、「図書館又は書架および図書閲覧機

能を有する施設」の設計実績として、専門図書室を

持つ研究施設は認められますか。

15 ３　参加要件

　実施要項P6.(3)参加資格について、「図書館又は

書架および図書閲覧機能を有する施設」として、大

学図書館は参加資格として認められるのでしょう

か。

16 ３　参加要件

　「実施要領p6 ,3参加要件等 (3)参加資格」につい

て、「図書館又は、書架および図書閲覧機能を有す

る施設」には、大学の附属図書館を含むと考えてよ

ろしいでしょうか。

17 ３　参加要件

　業務実績に記載することができる実績は、平成14

年4月1日から参加表明書の提出期限までの期間に、

基本設計業務又は実施設計業務の完了日が該当する

実績でしょうか。

18 ３　参加要件

　実施要項P6.(3)参加資格について、「平成14年４

月１日から参加表明書の提出日までに履行した実

績」とは、建物の竣工日ではなく、設計業務の完了

した日付と考えて宜しいでしょうか。

　実施要項の３ ⑶ アの③のとおり、書架および図書

閲覧機能を有する施設であれば該当します。別紙４

の３ ⑶ア④に記載のとおり、用途や面積など実績を

確認できる書類を提出してください。

　そのとおりです。
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19 ３　参加要件

　3 参加要件等 (3)参加資格 アおよびイ 「管理技術

者となる者が、その同等の立場で当該設計業務を

行った実績」について、前職在籍時の実績でも良い

でしょうか。

20 ３　参加要件 　前職の実績でも良いでしょうか。

21 ３　参加要件

　要項3(3)参加資格アについて

②、③について、本業務で管理技術者となる者が、

前職において意匠担当主任技術者として当該設計業

務を行った実績がある場合は、「その同等の立場」

として参加資格が有るものと考えてよろしいです

か。

　実施要項の３⑶アおよびイの「その同等の立場」

については、管理技術者および意匠担当主任技術者

とします。

22 ３　参加要件

　上記実績の証明について、掲載誌（新建築）にお

けるデータシート欄の担当者として記載があるペー

ジの写しの提出で良いでしょうか。提出予定の写し

を別添します。

　別紙４の２⑸のとおり、実施要項 ３ ⑶参加資格で

求めている事務所または管理技術者の設計業務実績

を確認できるものであれば、掲載誌の提出でも可能

です。ただし、管理技術者の実績の場合、同等の立

場で当該設計に参加していたことが確認できる資料

が必要となります。

　なお、現時点では、質問票に添付された資料の具

体的な判断（審査）は行いません。参加表明書等の

提出時に改めてご提出ください。

23 ３　参加要件

　実施要項P7の(3)参加資格の、「管理技術者となる

者が、その同等の立場で当該設計業務を行った実績

がある場合」について、以前所属していた会社で主

任技術者として美術館の図書コーナーを設計した実

績は③の実績とみなされるでしょうか。

　実施要項の３⑶アおよびイの「その同等の立場」

については、管理技術者および意匠担当主任技術者

とします。書架および図書閲覧機能を有する施設で

あることなど、別紙４の２⑸のとおり記載した当該

業務の実績を証明できる資料を提出してください。

24 ３　参加要件

　実施要項P6.(3)参加資格について、設計共同体の

場合、「②③④については、管理技術者となる者

が、その同等の立場で当該設計業務を行った実績が

ある場合でも良いものとする。」とありますが、構

成員である担当技術者の当該設計業務を行った実績

でも参加資格として認められるでしょうか。

　実施要項の３⑷②のとおり、管理技術者は、設計

共同体の場合、代表構成員に所属している者となっ

ています。

　また、実施要項の３⑶アおよびイのただし書にお

いて、管理技術者となる者以外の技術者の実績は認

められません。

25 ３　参加要件

　実施要項P7(4)配置技術者①について、記載ある区

分以外の技術者(協力企業)を配置することは可能で

しょうか。また、この技術者についても様式4を提出

する必要はありますでしょうか。

　配置技術者については、実施要項の３⑷①に記載

した分野に加え、必要と思われる分野について技術

者を配置することは可能です。その場合、様式１の

１の記載欄に、適宜行を追加して記載してくださ

い。それに合わせて、様式４や必要書類等を提出し

てください。

　3 参加要件等 (3)参加資格 アおよびイ 「管理技術

者となる者が、その同等の立場で当該設計業務を

行った実績」については、現職における実績である

必要はありません。
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26 ３　参加要件

　管理技術者は、「建築（意匠）主任技術者」、

「展示・収蔵環境主任技術者」を兼任してよいで

しょうか。

27 ３　参加要件
　各分担分野の主任技術者は２つの分担分野の主任

技術者を兼任してもよいでしょうか。

28 ３　参加要件

　要項3(4)配置技術者について

管理技術者と建築(意匠)担当技術者を兼務することは

できますか。

29 ３　参加要件

　要項3(4)配置技術者について

建築(意匠)担当技術者が、積算、展示・収蔵環境、造

園・外構など他の分野の技術者を兼務することはで

きますか。

30 ３　参加要件

　「実施要領p7 ,3参加要件等 (4)配置技術者①」に

ついて、建築（意匠）と展示・収蔵環境の担当主任

技術者を兼ねることは可能でしょうか。

31 ３　参加要件

別紙4参加表明作成要領P3-(4)

　管理技術者が意匠主任技術者を兼任することは可

能でしょうか

32 ３　参加要件

　要項p.7(4)配置技術者 にあります展示・収蔵環境

の技術者について、参加表明書の注意書きにある

「展示・収蔵環境における設計・設備に関して専門

的知識を有する者」には、該当する資格、業務内容

などございますでしょうか。

　資格や業務などの指定はありません。別紙２-１

「練馬区立美術館再整備基本構想」や別紙２-３「諸

室諸元表」などを踏まえ、適当と思われる技術者を

配置してください。

33 ３　参加要件
　実施要項　P８　（６）留意事項　①において“主

たる業務部分”とは何を指すのか、ご教示願います。

34 ３　参加要件

【実施要項ｐ8　(6)留意事項①について】

　「再委託する業務が主たる業務部分の全部を再委

託等するものではないこと。」とありますが、「主

たる業務部分」とは「建築（意匠）」のことを指す

のでしょうか。それとも各分担分野において協力企

業のみが業務を行うことは認めないという意味で

しょうか。

35 ４　日程

【実施要項ｐ12　(2)質問受付および回答について】

　提案書等提出期間内の質問の受付はございません

でしょうか。

　実施要項の４「日程（予定）」のとおり、提案書

等提出期間内の質問は受け付けていません。

　兼任は可能です。

（様式１の２の※印参照。管理技術者が他の担当主

任技術者を兼任する場合、※に記載する人数換算に

おいて、管理技術者も担当分野数の１つとして換算

してください。

（例）管理技術者が建築（意匠）主任技術者、展

示・収蔵環境主任技術者を兼任する場合

　様式１の２「本業務実施体制」の人数換算におい

て

　１÷３＝0.33…　⇒各分野あたり0.3人。

　管理技術者欄はないため、建築（意匠）、展示・

収蔵環境欄にそれぞれ、0.3人とする。）

　主たる業務部分とは、設計業務における総合的統

括、業務遂行管理、手法の決定および技術的判断等

を指します。
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No 項目 質問内容 回答

36 ５　審査
　参加表明書等及び、提案書等の各提出書類につい

て、それぞれの配点を教えて下さい。

37 ５　審査
　業務実績や提案書等についての配点表を開示して

いただくことは可能でしょうか。

38 ５　審査

　実施要項11ページ　【評価基準】「・区内事業者

〔区内事業者である、または構成員に区内事業者が

含まれる〕」とありますが、この事項に対する採点

比重は、どの程度なのでしょうか？

39 ５　審査
　二次審査における「評価基準」の各項目の点数配

分を教示願います。

40 ５　審査

　実施要項、５、（３）二次審査の評価基準におい

て、見積金額の妥当性とありますが、金額の多寡の

評価点を教示願います。

41 ５　審査

【実施要項ｐ10　５ 審査について】

　一次審査及び二次審査のそれぞれの配点をお示し

頂けないでしょうか。

42 ５　審査

【実施要項ｐ10　５ 審査について】

　一次審査の評価点は二次審査に持ち越すのでしょ

うか。

43 ５　審査

実施要領P10-（３）二次審査【評価基準】

・「事業者の安定性・継続性」は決算報告書等によ

りP11に示された９名の選定委員会が審査されます

か。あるいは区の審査基準があるのでしたら基準を

教えていただけないでしょうか。

・各評価基準の配点もしくは優先度などは公表され

ないでしょうか。

　一次審査通過者については税理士による経営診断

を予定しています（実施要項の６⑹ウ参照）。それ

をもとに、「事業者の安定性・継続性」を評価しま

す。また、別紙６のとおり、「評価項目の配点等」

については、選定された事業者との契約締結後に公

表する予定です。

44 ５　審査

　基本設計概算経費見積書および内訳書の提出が求

められておりますが、これに関しては提案書等の得

点が同一だった場合に見積書の金額の多寡で優劣が

決まるものでしょうか。

　実施要項の５⑵のとおり、一次審査については提

案書、実施方針（基本設計工程計画含む） について

の評価です。同じく⑶のとおり、二次審査について

は【評価基準】のとおり提案書、見積金額だけでな

く総合的な評価となります。

45 ５　審査

　実施要項、５、（３）二次審査の評価基準におい

て、区内事業者である、または構成員に区内事業者

が含まれる、とありますが、協力事務所とする場合

はプラス評価となりますでしょうか。

　実施要項の５⑶の【評価基準】に記載のとおり、

単体企業の参加者が区内事業者である、または設計

共同体の参加者のうち構成員に区内事業者が含まれ

ることを評価します。

46 ５　審査

【実施要項ｐ10　５ 審査について】

　事務局による審査はあくまでも参加資格の確認の

ためのものであり、よって参加表明書等には評価点

は付かないと理解してよろしいでしょうか。

　事務局審査は記載のとおり参加資格の確認のみで

評価はしません。二次審査では、実施要項の５⑶の

【評価基準】のとおり、参加表明書等で提出された

内容についても評価の対象となります。

47 ５　審査

　二次審査における「プレゼンテーション・ヒアリ

ング」の詳細（公開・非公開、参加人数、模型、動

画の使用の可否等）を教示願います。

　実施要項の５⑶のとおり、公開で行う予定です。

その他プレゼンテーション・ヒアリングの詳細は、

実施要項の６⑹イのとおり一次審査通過者に案内し

ます 。

　別紙６のとおり、「評価項目の配点等」について

は、選定された事業者との契約締結後に公表する予

定です。
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48 ５　審査

実施要領P９　二次審査

・プレゼンテーションの時に使用できる資料は、9/5

締切の参加表明書、10/14に提出した提案書の内容に

基づいたものでpptを作成するのでしょうか。追加で

きる資料や模型はありますか。

・出席しなくてはならない立場の人が決まっていた

ら教えていただけますでしょうか。

　実施要項の６⑹イのとおり、プレゼンテーショ

ン・ヒアリングの詳細は、一次審査通過者に案内し

ます 。なお、実施要項９⑸のとおり、原則として、

提出された提案書等の書類の再提出や記載内容の変

更は認めませんので、その内容に基づいた資料で

行っていただくことになります。

49 ６　手続

　令和４年5月に個人事業から法人成した法人企業の

場合、参加表明書に添付が必要となる直近の決算報

告書については、法人成前の決算が済んでいる直前

の確定申告書の添付でよいでしょうか。

50 ６　手続

　令和４年5月に個人事業から法人成した法人企業の

場合、一次審査通過者が提出が必要となる経営診断

書類の３番〜５番については、令和元年〜令和３年

の確定申告書と読み替えればよいでしょうか。

51 ６　手続

実施要領P13-6（３）ウ提出書類及び部数

　表中１０の決算報告書は共同企業体の場合は構成

員全社のものを提出でしょうか。なお、構成員に個

人事業主が参加する場合は確定申告書などの書面に

なりますでしょうか。

　別紙４の２⑶のとおり、決算報告書（財務諸表）

については、設計共同体の場合は全ての構成員につ

いて提出する必要があります。なお、実施要項の３

⑴のとおり、法人企業により自主結成された設計共

同体としており、構成員として個人事業主が参加す

ることはできません。

52 ６　手続

実施要領P15-6（６）ウ経営診断書類の提出

　表中１０の決算報告書書類は共同企業体の場合は

構成員全社のものを提出でしょうか。なお、構成員

に個人事業主が参加する場合は確定申告書などの書

面になりますでしょうか。

　※誤記と思われるため、事務局で修正いたしまし

た。

　実施要項の６⑹ウのとおり、経営診断書類につい

ては、設計共同体の場合は全ての構成員について提

出する必要があります。なお、実施要項の３⑴のと

おり、法人企業により自主結成された設計共同体と

しており、構成員として個人事業主が参加すること

はできません。

53 ９　その他
　災害時に、隣接緑地を含めた計画建物を避難施設

として使用する想定がありましたらご教示下さい。

　区の地域防災計画上、美術館および貫井図書館

（美術の森緑地含む。）については、指定避難所等

の避難施設として使用する想定はありません。ただ

し、すべての区立施設は、被災者が発災直後に緊急

避難してきた場合に受け入れる「一時避難場所」

や、臨時の避難所として開設する「臨時的避難所」

とすることがあります。

54 ９　その他

　別紙2-1ｐ23に隣接する中村橋区民センターの大規

模改修が行われるとの記載がありますが、改修案は

既に確定されていますでしょうか。改修案が確定し

ている場合はその図面やイメージパース等を、未確

定の場合現状想定されている図面を共有いただくこ

とはできますでしょうか。

　中村橋区民センターは、基本設計中です。そのた

め、改修案は確定していませんが外観は大きく変わ

りません。改修案は12月中旬以降にお示しできる予

定です。

55 ９　その他
　現状で敷地周辺にバス停はないようですが、今後

新設の予定はありますか。

　現時点では、当該敷地周辺にバス停の新設予定は

ありません。ただし、中村橋駅周辺のバス交通の改

善は検討を行うべき課題の一つです。今後、中村橋

駅周辺まちづくり検討会にて駅周辺のバス停位置や

ルートの変更について検討を行う予定です。

56
別紙１-１

仕様書

　構造を検討するに際し、計画建物の重要度係数等

の指針がありましたらご教示下さい。

　構造設計指針・同解説（令和４年４月東京都財務

局発行）によります。

　今回、実施設計も含めた場合、長期間の契約案件

となるため、税理士による経営診断を実施し、経営

の安全性、安定性等を評価します。そのため、参加

者の人格を法人企業とし、参加者へ直近の決算報告

書（財務諸表）、一次審査通過者へは経営診断書類

の提出をお願いしています。その趣旨から確定申告

書での提出は認められません。
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57
別紙１-２

特記仕様書

　別紙１－２基本設計業務委託特記事項の１．４委

託業務内容の概算工事費（税込）に「７６億円程度

（既存建物解体経費３億円程度を含む。美術の森緑

地改修工事費は含まない。）」とありますが、展

示・収蔵環境に関わる概算工事費は７６億円程度の

うちに含むと考えて宜しいでしょうか。

　そのとおりです。

58
別紙１-２

特記仕様書

　展示・収蔵環境に関わる概算工事費は幾ら程度と

見込めば宜しいでしょうか。想定があればご教示く

ださい。

　別紙５の３⑵【課題３】のとおり、建築、電気、

機械、展示収蔵環境などの内訳も含めて、想定工事

費を提案していただくことになっています。概算工

事費76億円程度（既存建物解体経費３億円程度を含

む。美術の森緑地改修工事費は含まない）以外お示

しできるものはありません。

59
別紙１-２

特記仕様書

　別紙1－2 　2ページ　「概算工事費（税込）76億

程度」、「美術の森緑地改修工事費は含まない」と

ありますが、美術の森緑地改修工事費は、どの程度

の額が見込まれているのでしょうか？

　美術の森緑地は、美術館・貫井図書館の改築内容

に合わせて必要な改修を実施するため、現時点で概

算工事費は未定です。

60
別紙１-２

特記仕様書

　別紙1－2 　5ページ　「■実施設計費用算出用工

事費概算書（各業種別）（令和5年７月28日（金）ま

でに提出）」とありますが、その期日は、基本設計

業務期間の中頃であり、概算算出根拠も乏しい状況

であると思われますが、経験則に基づく平米単価に

よる算出程度の概算でも良いでしょうか？

　よろしいです。算出根拠資料も併せて提出してく

ださい。

61
別紙１-２

特記仕様書

　別紙1－2 　2ページ　「概算工事費（税込）76億

程度（既存建物解体経費３億円程度を含む。）とあ

りますが、解体工事は、実施設計完了後、令和７年

度〜令和９年度（予定）の建設工事の付帯工事とし

て、併せて発注予定でしょうか？

　解体工事は、建設工事と合わせて一括で発注する

予定です。

62
別紙１-２

特記仕様書

　「基本設計業務委託 特記事項」1.4 委託業務内容

(6) 「敷地測量、樹木調査」 に関しまして、東京都

練馬区貫井一丁目 36 番 16 号、18 号、 26 号の全て

の敷地に関し、測量及び樹木調査を行う必要がある

と考えてよろしいでしょうか。

　実施要項の２⑶の履行場所全てにおいて、敷地再

測量を行い、既存樹木調査を実施するものとしま

す。

　なお、美術館・図書館、サンライフ練馬について

は、樹木の簡易なプロット図をホームページ（本プ

ロポーザル掲載ページ）に掲載します。ただし、樹

木位置の寸法は記載されていません。美術の森緑地

の既存樹木の位置については別紙2-6【緑地-05】植

栽平面図に記載のある情報のみになります。

63
別紙１-２

特記仕様書

　別紙1-2  p2　概算工事費に「美術の森緑地改修工

事費」は見込まないとありますが、概算経費の方に

も設計費等は見込まないと考えてよいでしょうか。

　今回の基本設計業務委託については、実施要項の

２⑷および⑹のとおり、美術の森緑地の改修の基本

設計も含めた概算経費となっています。

64
別紙１-２

特記仕様書

　別紙1-2、1.4（3）に「既存建築物（サンライフ練

馬）解体工事（概算工事費を算出できる資料）」と

ありますが、既存「練馬区立美術館・貫井図書館」

の解体工事は含まれないものと考えてよろしいで

しょうか？

　別紙１-２の１.４⑴ 練馬区立美術館・貫井図書館

改築工事のなかに既存の美術館・貫井図書館の解体

が含まれます。

65
別紙１-２

特記仕様書

　別紙1-2、1.4（4）に「PCB 調査」の記載があり

ますが、現状調査対象と考えられる箇所または、

「概算経費」を算定した根拠を教示願います。

　PCB調査対象は、照明器具の安定器のみとなりま

す。
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66
別紙１-２

特記仕様書

　別紙1-2、1.4（7）に「地盤調査」の記載がありま

すが、既存施設の建設時の地盤調査結果または、

「概算経費」を算定した根拠を提供願います。

　美術館・図書館およびサンライフ練馬の敷地内の

ボーリングデータをホームページ（本プロポーザル

掲載ページ）に掲載します。美術の森緑地の敷地内

のボーリングデータはありません。

　ボーリング調査は５か所程度を想定しています。

67
別紙１-２

特記仕様書

　別紙1-2、1.4（7）に「地盤調査（『地盤調査委託

仕様書』、『地盤調査特記事項』による）」とあり

ます。当該の仕様書および特記事項を提供願いま

す。

　基本設計の契約締結時に提供します。

68
別紙１-２

特記仕様書

　別紙1-2、1.4（8）に「土地利用に関する調査」の

記載がありますが、仕様または根拠となる条例等に

ついて教示願います。

　土壌汚染対策法および都民の健康と安全を確保す

る環境に関する条例に基づいて、地歴調査を実施し

てください。

69
別紙１-２

特記仕様書

　別紙1-2、1.4、（11）まちづくり検討会に出席、

とありますが、想定している回数はどのくらいで

しょうか。

　詳細は未定ですが、３回程度を想定しています。

70
別紙１-２

特記仕様書

　別紙1－2 　2ページ　「概算工事費（税込）76億

程度」とありますが、図書館書架や美術館展示ケー

スなどの備品は、別途と考えてもよろしいでしょう

か？

71
別紙１-２

特記仕様書

　別紙1-2、基本設計特記事項に概算工事費76 億円

（税込）とありますが、図書館書架、閲覧席等の什

器、事務室の一般的な什器、BDS・自動貸出機・検

索機

等の図書館機器類、美術館の展示架、収蔵架、什器

は概算工事費に含むか否かを教示お願いします。

72
別紙１-２

特記仕様書

　「別紙1-2_基本設計業務委託　特記事項」p2に、

「概算工事費 （税込７６億円程度)」とありますが、

図書館書架・収蔵庫棚・展示室展示ケースなどの什

器・備品は別途と考えてよろしいでしょうか。

73
別紙１-２

特記仕様書

　別紙1-2 P2の概算工事費について、この金額には

図書館/美術館の家具や備品、外構の整備についての

金額は含まれていますでしょうか。

74
別紙１-２

特記仕様書

　別紙1-2、P1の委託業務内容内の「まちづくり検

討会」とはどのようなものでしょうか。出席者や開

催頻度、議題などお教えいただけますでしょうか。

　中村橋駅周辺まちづくり検討会は既に設置されて

おり、町会・商店会や小学校ＰＴＡ、学識経験者等

で構成しています。中村橋駅周辺まちづくり検討会

では、美術館と連携した商店街など中村橋駅周辺の

ハード・ソフトのまちづくりの検討などを行いま

す。設計者には、中村橋駅周辺まちづくり検討会に

必要に応じて出席し、提案内容について意見交換を

行い、まちづくりとの調和・整合を図るよう業務を

遂行していただきます。出席回数など詳細は未定で

すが、３回程度を想定しています。

　建物に造りつける展示ケースや書架など、工事で

設置するもの以外の備品は、概算工事費に含まれま

せん。

　外構工事費は概算工事費に含まれます。
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75
別紙１-２

特記仕様書

　「別紙1-2_基本設計業務委託　特記事項」p3に、

■展示・収蔵環境の表中に「（２） 建設中の一時保

管に関する検討」とありますが、美術品以外の館内

の什器備品や図書館内の書籍の建設中の一時保管場

所についても検討する必要はあるでしょうか。

　設計業務において、区と協議し、検討する必要が

あります。

76
別紙２-１

基本構想

　【別紙2-1_練馬区立美術館再整備基本構想】に関

して、施設運営形態は未定とありますが、現在の指

定管理者および管理方法以外での運営も提案可能と

いう理解で問題ないでしょうか？

　美術館については、引き続き練馬区文化振興協会

が担う指定管理者制度による運営を想定していま

す。その趣旨を踏まえた上で、別の運営形態を提案

することを妨げるものではありません。

77
別紙２-１

基本構想

　練馬区立美術館・貫井図書館のいずれも指定管理

者制度によって管理者が定められていますが、改築

後も引き続き同じ管理者が管理業務を行うものと考

えてよろしいでしょうか。

　美術館については、引き続き練馬区文化振興協会

が担う指定管理者制度による運営を想定しています

が、貫井図書館や新たに設置が想定されるカフェな

どのサービス施設も含めて、最適な運営形態を、今

後、設計と並行して検討していきます。

78
別紙２-１

基本構想

　美術館および図書館について、想定されている開

館時間がございましたらご教示頂けますでしょう

か。また、施設管理者は美術館と図書館で分ける想

定でしょうか。

　開館時間については、今後、検討していきます。

　美術館については、引き続き練馬区文化振興協会

が担う指定管理者制度による運営を想定しています

が、貫井図書館や新たに設置が想定されるカフェな

どのサービス施設も含めて、最適な運営形態を、今

後、設計と並行して検討していきます。

79
別紙２-１

基本構想

　別紙2-1ｐ21に「サービス施設の営業時間を踏まえ

た開館時間の延長を検討」とありますが、具体的な

時間は想定されていますか。また、サービス施設以

外（図書館や美術館自体）の営業時間の延長も検討

されていますか。

　開館時間については、今後、検討していきます。

80
別紙２-１

基本構想

　【別紙2-1_練馬区立美術館再整備基本構想】に関

して、「まちと一体となった美術館」の中に「区内

のアトリエ」とありますが、想定している場所があ

れば教えてください。

　例えば、別紙２-１「練馬区立美術館再整備基本構

想」９ページに記載している、画家、野見山暁治さ

んの区内のアトリエなどが想定されます。

81
別紙２-１

基本構想

　【別紙2-1_練馬区立美術館再整備基本構想】に関

して、現在、既存美術館の収蔵庫にすべての収蔵品

（7000 点）が保管されているのでしょうか？または

外部に分散して収蔵されているのでしょうか？

　現在は、一部外部へ保管していますが、改築後は

全て美術館の収蔵庫で保管する想定です。なお、別

紙２-６のとおり、収蔵作品数は寄託も含め令和４年

３月31日現在で7,642点となっています。

82
別紙２-１

基本構想

　【別紙2-1_練馬区立美術館再整備基本構想】に関

して、整備方針の中にあります「サンライフ練馬の

トレーニング室や会議室、相談事業等、引き続き必

要な機能」について具体的に教えてください。

　サンライフ練馬のトレーニング室等は近隣の中村

橋区民センターの大規模改修により代替を設けるこ

とになっています。美術館・貫井図書館では、多目

的室についてサンライフ練馬の機能代替としての利

用も見込んでいます。

83
別紙２-３

諸元表

　【別紙2-3_諸室緒元表】に関して、こちらの表を

目安とし、規模などの変更できるという理解で問題

ないでしょうか？また新たな機能・諸室を追加する

ことは可能でしょうか？

　別紙の各資料の内容を踏まえ、諸室や機能等の追

加、規模の変更の提案をすることは可能です。

84
別紙２-３

諸元表

　【別紙2-3_諸室緒元表】に関して、収蔵庫および

美術館の仕様について「公開承認施設」としての承

認を想定していますか？

　別紙２-１「美術館再整備基本構想」P８のとお

り、「重要文化財などが展示できるようにし、展覧

会の魅力を高める」ため、その具体的な取組例とし

て公開承認施設を目指す、としています。
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85
別紙２-３

諸元表

　【別紙2-3_諸室緒元表】に関して、美術館・図書

館の想定しているスタッフの数（増員後）を教えて

ください。

86
別紙２-３

諸元表

　美術館職員・図書館職員数の想定人数がございま

したらご教示ください。

87
別紙２-３

諸元表

　【別紙2-3_諸室緒元表】に関して、事務所は美術

館・図書館にそれぞれ必要でしょうか？事務室を統

合した提案は可能でしょうか？

　事務室を統合する提案は可能です。

88
別紙２-３

諸元表

　諸室諸元表に含まれる内容に、サンライフ練馬の

引き続き必要な機能（トレーニング室や相談事業

等）が見受けられません。別途計画に含める必要性

を教えて下さい。

またその場合、想定延床面積が8,000㎡であるが、容

積対象延床面積8,180.6㎡（最大）まで計画・提案す

ることは可能でしょうか。

　サンライフ練馬のトレーニング室等は近隣の中村

橋区民センターの大規模改修により代替を設けるこ

とになっています。美術館・貫井図書館では、多目

的室についてサンライフ練馬の機能代替としての利

用も見込んでいます。

　建築条件や概算工事費等を踏まえ、適切な範囲内

の延床面積で提案することは可能です。

89
別紙２-３

諸元表

　・（別紙2-3 諸室諸元表）について、機械室面積

の記載がありませんが、合計面積の8,000㎡内に含む

という認識でよろしいでしょうか。またその場合

「共用部④その他共用」の面積に含まれると考えて

よろしいでしょうか。

90
別紙２-３

諸元表

　機械室は諸元表の「その他共用（1860㎡）」に含

み、計画することでよいでしょうか。

91
別紙２-３

諸元表

　機械室の配置について共用部-④その他共用部面積

に含めるものとしてよろしいでしょうか。

92
別紙２-３

諸元表

　練馬区立美術館再整備基本構想 p.27,28 別紙2-3 諸

室諸元表について一時保管庫前室は収蔵庫前室と兼

用してよいものと考えてよろしいでしょうか。一時

保管庫前室の想定必要面積、機能などがございまし

たらご教示願います。

　規模、機能については別紙２-３のとおりです。そ

れらを踏まえ、兼用の提案をすることは可能です。

93
別紙２-３

諸元表

　【別紙2-3_諸室緒元表】に関して、収蔵庫等では

燻蒸設備の設置を想定していますか？

　現時点では想定していませんが、設計において文

化庁協議等を経て決めていくことになります。

94
別紙２-３

諸元表

　・（別紙2-3 諸室諸元表）について、収蔵作品数

に対して収蔵庫面積が不足しているように思われま

すが、積層棚などを使用する方針でよろしいでしょ

うか。

　現時点の想定は、別紙２-３「諸室諸元表」の内容

のとおりです。収納棚やラックなどの架台について

は、設計の中で決めていきます。

95
別紙２-３

諸元表

　別紙2-3 p3「企画展示室」について

特設グッズコーナーの使用用途はどのように想定さ

れていますか。

　企画展によっては、展示室の一部を使用して、展

覧会グッズの販売コーナー等の設置を想定していま

す。

96
別紙２-３

諸元表

別紙2-3 p3「企画展示室」について

　一般利用時は無料区画となり区民ギャラリー搬入

口を使用するとありますが、区民ギャラリーとして

使用することを想定されたものでしょうか。

　展覧会のスケジュールや実施規模等を踏まえ、貸

出が可能な場合に、企画展示室の一部を一般貸出す

ることを想定しています。その場合、区民ギャラ

リーと同様、展示室の用途としての貸出となりま

す。

97
別紙２-３

諸元表

　展示室には、既存と同等規模程度の壁面展示ケー

スの設置が改築後も運用上必要と考えて宜しいで

しょうか。必要な寸法や仕様（気密性能、温湿度性

能等）の想定があればご教示ください。

　壁面展示ケースの設置は、現状より多い配置を必

要とします。要求性能については、展示室により異

なることを想定しています。

　そのとおりです。

　職員数は未定です。
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98
別紙２-３

諸元表

　美術館の搬出入作業等で使用すると想定される車

両のサイズ等の諸元をご教示下さい。

また、その他に特殊な車両等を考慮する必要があれ

ばご教示下さい。

　搬入口については、4ｔトラックを収容し、シャッ

ター等で閉鎖できる空間とすることを想定していま

す（別紙２-３の美術館部分１④参照）。

99
別紙２-３

諸元表

　図書館搬入スペースは諸元表「バックヤード」に

含むことでよいでしょうか。

　バックヤードは、資料補修や資料の仕分け等の作

業を行う場所であるため、図書館搬入スペースは含

みません。

100
別紙２-３

諸元表

　別紙2-3 諸室諸元表につきまして、図書館運用に

てトラックヤードの使用の想定はございますでしょ

うか。

　トラックヤード（美術館専用）の図書館運用の想

定はありません。

　なお、図書館への図書資料等の搬出入の際は、事

業者用駐車場にトラック等を停めて荷下ろしを行

い、バックヤードへ運ぶ想定です。

101
別紙２-３

諸元表

別紙2-3 p5「駐車場」について

　障害者用、事業者用それぞれ何台程度を想定され

ていますか。

102
別紙２-３

諸元表

　別紙2-3「諸室諸元表」に、「障害者用駐車場、事

業者用駐車場を設置」と記載がありますが、必要台

数の想定があればご教示ください。

103
別紙２-３

諸元表

　別紙2-3　諸室諸元表について駐車場の想定必要台

数がございましたらご教示願います。

104
別紙２-３

諸元表

　別紙2-3 諸室諸元表の屋外の欄に、障碍者用駐車

場、事業者用駐車場を設置とありますが、それぞれ

の必要台数をご教示ください。

105
別紙２-３

諸元表

　障害者用駐車場、事業者用駐車場はそれぞれ何台

程度駐車できる想定でしょうか。

106
別紙２-３

諸元表

　別紙2-3 に記載のある駐車場について、障害者用

駐車場、事業者駐車場の必要台数の指定がございま

したらご教示ください。

107
別紙２-３

諸元表

　【別紙2-3_諸室緒元表】に関して、障碍者・事業

者駐車場の台数の想定があれば教えてください。

108
別紙２-３

諸元表

　駐車台数について、障害者用駐車場・事業者用駐

車場は台数の記載がないですが、各1台ずつ以上とい

う理解でよいでしょうか。その場合、自動車で来館

した一般の方は周辺の民営駐車場を利用すると想定

されますか？

109
別紙２-３

諸元表

　基本構想段階において、施設利用者の駐車場はど

のような想定をされておりますでしょうか。

110
別紙２-３

諸元表

　団体観賞用バスはどの程度の規模(マイクロバス、

大型バスなど)を想定されていますでしょうか。
　大型バスを想定しています。

111
別紙２-３

諸元表

　別紙2-3 に記載のある駐輪場について、すべて自

転車の駐車の想定でよろしいでしょうか。また複数

台重ねての駐車を想定した提案としてもよろしいで

しょうか。

　駐輪場は80台程度の自転車を駐車可能とする想定

ですが、駐輪場の中にバイクの駐車スペース（数台

分）を設けることも検討します。また、駐車方法の

想定は提案によるものとしますが、詳細は設計の中

で具体的に検討していきます。

　現状（障害者用、事業者用合わせて６台）以上の

台数を確保したいと考えています。詳細は設計の中

で具体的に検討していきます。

　現状（障害者用、事業者用合わせて６台）以上の

台数を確保したいと考えています。詳細は設計の中

で具体的に検討していきます。障害者等を除く一般

の来館者について、自動車での来館は想定していま

せん。
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112
別紙２-４

貫井考え方

　貫井図書館の現況の蔵書数は開架100,000点、閉架

51,000点とのことですが、改築後の蔵書数の目標値

をご教示ください。

　改築後の蔵書数は基本的に現状と同程度とし、蔵

書の配架については現況の開架100,000点と閉架

51,000点のバランスを基準に、今後、設計と並行し

て検討していきます。

113
別紙２-４

貫井考え方

　図書館の本の管理にあたっては、BDS（ブック

ディテクションシステム）を導入される想定でしょ

うか。また、エントランスホール内に配置を予定さ

れている開架図書の管理方法についても、同様の管

理を想定されていますか。

　図書資料等の持ち出し防止のため、施設内にBDS

を設置し、管理する想定です。

　また、エントランスホール内の開架図書について

も、図書館内の図書と同様の管理方法を想定してい

ます。

114
別紙２-５

緑地考え方

　美術の森緑地改修にあたって、改修や移設を行っ

てはならない対象物などはございますか。

　美術の森緑地改修の基本的な考え方は別紙２-５の

とおりです。

115
別紙２-５

緑地考え方

　【実施要項】美術の森緑地に関して、「改築に伴

う必要な改修を行う」とありますが、彫刻の移動・

植栽エリアの変更・新たな屋外機能の追加などの提

案が可能という理解で問題ないでしょうか？

　別紙２-５を踏まえた上で、提案は可能です。

116
別紙２-５

緑地考え方

　実施要項P5に「隣接する美術の森緑地は、現状の

敷地は変更せず、美術館・貫井図書館の改築に伴い

必要な改修を行う。」とありますが、緑地側に建物

の一部を建設することは可能でしょうか。

117
別紙２-５

緑地考え方

　【実施要項】美術の森緑地に関して、美術館・図

書館を一部せり出して建築することは可能でしょう

か？また緑地内に建物を計画することは可能でしょ

うか？

118
別紙２-５

緑地考え方

　別紙2-5（２）彫刻「森の幻想」が他の区立施設に

移設されるのはどういう理由なのでしょうか？

　記載のとおり、他の区立施設において活用するた

めです。

119
別紙２-６

現況

　敷地外形図のCAD データの提供は可能でしょう

か。
　敷地外形図のCADデータはありません。

120
別紙２-６

現況

　周辺現況図のCAD データ（DWG やDXF 形式な

ど）を配布いただくことは可能でしょうか。
　周辺現況図のCADデータは、ありません。

121
別紙２-６

現況

　別紙2-6に含まれる図面類で、CADで描かれている

ものについて、CADデータを提供頂くことは可能で

しょうか。

122
別紙２-６

現況

　当該敷地のCADデータ(DWGまたはDXF形式)を共

有してもらうことは可能でしょうか。（別紙1-2p2に

「CADデータあり」との記載あり）

123
別紙２-６

現況

　既存図面(練馬区立美術館・貫井図書館、サンライ

フ練馬、美術の森緑地)についてCADデータを貸与い

ただくことは可能でしょうか。

124
別紙２-６

現況

　敷地および既存建物のCAD データがありましたら

ご提供いただくことは可能でしょうか？

　美術の森緑地は都市公園法の都市公園にあたり、

美術館・貫井図書館の敷地とは別敷地となります。

美術の森緑地内には、公園施設等、同法で定められ

た施設については設置ができます。

　CADデータは、契約締結後に提供します。
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125
別紙２-６

現況

【関係資料について】

　計画地における既存のボーリングデータ等はござ

いませんでしょうか。あればご提供下さい。また、

既存図面のCADデータを事務局審査後に貸与頂けな

いでしょうか。

　美術館・図書館およびサンライフ練馬の敷地内の

ボーリングデータをホームページ（本プロポーザル

掲載ページ）に掲載します。美術の森緑地の敷地内

のボーリングデータはありません。

　CADデータは、契約締結後に提供します。

126
別紙２-６

現況

　別紙2-6　練馬区立美術館・貫井図書館、美術の森

緑地等の現況について計画地の地盤状況のわかる

ボーリングデータ等がございましたらご提示願いま

す。

127
別紙２-６

現況

　敷地の地盤情報（ボーリング柱状図）などがあり

ましたらご提供いただくことは可能でしょうか？

128
別紙２-６

現況

　計画敷地内における地盤調査データがあればご提

供いただけますか。

129
別紙２-６

現況

　敷地周辺のボーリングデータがあれば開示してい

ただくことは可能でしょうか。

　敷地周辺のボーリングデータは、練馬区　建築・

開発担当部建築審査課建築調整係の窓口にて閲覧が

可能です。

130
別紙２-６

現況

　計画敷地内の既存樹木の正確な位置がわかる資料

はございますでしょうか。

　美術館・図書館、サンライフ練馬については、樹

木の簡易なプロット図をホームページ（本プロポー

ザル掲載ページ）に掲載します。ただし、樹木位置

の寸法は記載されていません。美術の森緑地の既存

樹木の位置については別紙2-6【緑地-05】植栽平面

図に記載のある情報のみになります。

　滅失等により、現在の状況と異なる可能性があり

ます。

　なお、別紙１-２の１.４⑹のとおり、既存樹木調査

を実施するものとします。

131
別紙２-６

現況

　別紙2-6 練馬区立美術館・貫井図書館、美術の森

緑地等の現況 におきまして、美術の森緑地の高木の

樹高や樹種に関する情報ございましたらご教示願い

ます。

　美術の森緑地の既存樹木の位置については別紙2-6

【緑地-05】植栽平面図に記載のある情報のみになり

ます。滅失等により、現在の状況と異なる可能性が

あります。

　なお、別紙１-２の１.４⑹のとおり、既存樹木調査

を実施するものとします。

132
別紙２-６

現況

　線路との関係性を検討するため、高架の高さ情報

をいただくことは可能でしょうか。

　鉄道の高架の高さは、鉄道事業者に確認してくだ

さい。

133
別紙２-６

現況

　既存施設における、直近の年間エネルギー（電

力、ガス、油、水道など）使用量をご教示下さい。

また差し支えなければ年間のエネルギーコストもご

教示下さい。

134
別紙２-６

現況
　既存建物の水光熱費のデータを開示願います。

135
別紙２-６

現況

　ガス、水道、電気。下水道など周辺道路のインフ

ラがわかる資料を開示願います。

　資料を取得する必要がある場合は、各機関へ確認

してください。

136
別紙２-６

現況
　既存建物の構造図の貸与はありますでしょうか。

　既存建物の構造図をホームページ（本プロポーザ

ル掲載ページ）に掲載します。

　美術館・図書館およびサンライフ練馬の敷地内の

ボーリングデータをホームページ（本プロポーザル

掲載ページ）に掲載します。美術の森緑地の敷地内

のボーリングデータはありません。

　令和３年度実績（美術館および貫井図書館合計）

は以下のとおりです。

　・電気：1,028,899kwh（21,161,624円）

　・水道：3,556㎥（2,104,619円）

　※ガス、油は無し。
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137
別紙４

参加表明要領

　参加表明書に添付が必要な書類について、別紙４

のリストの６番についてですが、こちらは管理技術

者について添付するという理解でよいでしょうか。

　一級建築士事務所登録を確認するため、登録証明

書または登録通知の写しを提出してください。 管理

技術者だけでなく、各担当主任技術者の雇用関係や

資格を確認するため、雇用関係については健康保険

証や住民税特別徴収税額通知書の写し等を、取得資

格については資格を証明できる書類の写しを提出し

てください。（別紙４の２⑷参照）

138
別紙４

参加表明要領

　業務実績が確認できる書類についてですが、様式3

に記載の業務実績が確認できる書類でよいでしょう

か。（担当技術者の経歴については確認書類は不要

の理解でよいでしょうか。）

　様式３の１および２については確認できる書類の

添付が必要、様式３の３および様式４における業務

実績については、確認できる書類の添付は不要で

す。（別紙４　３⑶ア④、３⑶イの※、３⑶ウ⑤、

３⑷⑥　参照）

139
別紙４

参加表明要領

　参加表明書等作成要領2(4)について

雇用関係の証明書として、①当該者が役員の場合は

登記簿謄本の添付でよろしいですか。また、②雇用

契約書の添付、③給与所得に対する源泉徴収簿でも

よろしいですか。

　雇用関係については、参加表明書等提出時点にお

いて雇用関係を有しているか確認するため、健康保

険証や住民税特別徴収税額通知書の写し等の提出を

求めています（別紙４の２⑷参照）。その趣旨か

ら、左記の①登記簿謄本の場合、その発行日が３か

月以内のものとしてください。②雇用契約書につい

ては、契約時点の書類であり、参加証明書等提出時

点の雇用関係を確認するには不十分であること、③

源泉徴収簿については、事務処理上の書類で会社名

の記載や押印などがないこと、から適当でないと考

えます。他に提出できるものがない場合、就労証明

書等を提出してください。

140
別紙４

参加表明要領

【参加表明書等作成要領ｐ2　(1)参加表明書（様式

1）について】

　「④展示・収蔵および造園・外構については、展

示、収蔵、造園、外構のそれぞれの区分で単独で担

当主任技術者を配置しても良い。」とありますが、

この場合、様式４（担当技術者の経歴等）もそれぞ

れ分けて作成するということでよろしいでしょう

か。

　そのとおりです。

141
別紙４

参加表明要領

　参加表明書等作成要領2(5)について

アを用意できない場合、①建築雑誌の記事(担当者表

記欄)や、②実績業務における技術者届等の写しで代

用できますか。

　アを用意できない場合、様式３の１および２に記

載した実績内容を客観的に確認できる資料であれば

代用は可能です。

142
別紙４

参加表明要領

　別紙４参加表明書等作成要領P2.２(5)について、

設計業務実績を証明する書類について、PUBDISの登

録が無い場合、それに代わる図面等提出すればよろ

しいでしょうか。

　別紙４の２⑸のとおり、実施要項 ３ ⑶参加資格で

求めている事務所または管理技術者の設計業務実績

を確認するため、PUBDISに限らず、記載した当該業

務の実績を証明できる資料を提出してください。

143
別紙４

参加表明要領

別紙4 参加表明作成要領P3　3-(３)ウ

　様式３「１以外の主な設計業務実績」事務所とし

ての実績最大６件とありますが、参加資格に求めら

れる履行工期（平成14年4月1日から参加表明の提出

日まで）の制限はありますか。

　様式３の３に記載する実績については、履行期間

についての制限はありません。
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144
別紙５

提案書要領

　様式6 実施方針、様式7 提案書のフォーマットにつ

いて、ダウンロードしたワードファイルに書かれて

いる枠線の位置・サイズを遵守すべきかご教示くだ

さい。

145
別紙５

提案書要領

　様式６、７　余白を適宜確保すれば、※印に続く

文章や枠は、削除しても良いでしょうか？

146
別紙５

提案書要領

　別紙5　提案書等作成要領について提案書の図枠サ

イズは、提案者にて適宜設定してよいものと考えて

よろしいでしょうか。

147
別紙５

提案書要領

　提案書等の作成に際して、文字サイズの規定はあ

りますでしょうか。特段指定が無い場合、文章中の

文字は10.5pt 以上、図中の文字は適宜と考えてよろ

しいでしょうか。

148
別紙５

提案書要領

　様式6 実施方針、様式７提案書は課題名、整理番

号など指定記載内容以外は自由書式とするとありま

すが、枠の有無、余白の寸法、本文や図中の文字の

大きさは自由でよろしいでしょうか。

149
別紙５

提案書要領

実施要領P15　提案書

・提案事務所や個人がわかるような表現を記載して

もよろしいでしょうか。

・文字の大きさなどの制限はありますでしょうか

　別紙５の２⑹のとおり、実施方針、提案書等は、

一次審査において匿名による審査を想定しているた

め、参加者名（設計共同体の場合は構成員名称も含

む）またはそれを特定できる情報は記載しないでく

ださい。

　文字サイズに制限はありませんが、A3判で提出し

た用紙にて確認が可能と思われる大きさを適宜ご判

断ください。

150
別紙５

提案書要領

　別紙５、３、（１）、②実施方針には以下の５項

目を含めるとありますが、ア〜エの４項目を含める

との理解でよろしいでしょうか。

　「５項目」ではなく「４項目」の誤りです。該当

部分を修正し、ホームページへ修正後の別紙５を掲

載します。

151
別紙５

提案書要領

　「実施要領p14 ,６応募の手続・結果通知等 (5)提

案書等の提出」について、「提案書（各課題につき

１枚 ）」とありますが、3枚の中で自由に課題をレ

イアウトしてよいでしょうか。

　各課題につき１枚で提出してください。

152
様式１

参加表明

　配置技術者について、様式１に記載の分野に加

え、必要と思われる分野の技術者がいる場合は追記

してもよろしいでしょうか。

　配置技術者については、実施要項の３⑷①に記載

した分野に加え、必要と思われる分野について技術

者を配置することは可能です。その場合、様式１の

１の記載欄に、適宜行を追加して記載してくださ

い。それに合わせて、様式４や必要書類等を提出し

てください。

153
様式１

参加表明

　様式1 に記載の“本業務の実施体制については協力

事務所の配置を予定している場合、協力事務所の人

数を加えた人数の記載をするという理解であってお

りますでしょうか。

　様式１の２「本業務の実施体制」については、今

回の業務を実施する人数のうち、「自社」欄（設計

共同体の場合は「共同体」欄）に参加者（単体企

業。設計共同体の場合は全ての構成員）に所属する

人数、「協力企」欄に協力企業に所属する人数を記

載してください。

154
様式１

参加表明

　参加表明書（正本一部）をホチキスにて綴ること

が出来ない場合、ダブルクリップ留め等の提出でよ

ろしいでしょうか。

　可能な方法で提出してください。

　実施方針、提案書は、A3判用紙（ヨコ）の左上に

タイトル（課題名）、右上に整理番号を記載し、そ

の他は自由書式です（別紙５の２⑵および３⑴⑵参

照）。

　提案書、実施方針は、A3判用紙（ヨコ）の左上に

タイトル（課題名）、右上に整理番号を記載し、そ

の他は自由書式です（別紙５の２⑵および３⑴⑵参

照）。文字サイズ等は、A3判で提出した用紙にて確

認が可能と思われる大きさを適宜ご判断ください。
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155
様式３

業務実績

【様式３（業務実績）について】

　美術館又は博物館の設計実績、図書館又は書架お

よび図書閲覧機能を有する施設の設計実績につい

て、施設規模の欄に「うち当該用途部分」の面積を

記載する欄がありますが、実績が単用途の場合は記

載しなくてもよろしいでしょうか。

　単用途の場合、「うち当該用途部分」には、延床

面積と同じ数字を記載してください。

156
様式３

業務実績

【業務実績証明資料について】

　施設が単用途の場合、業務実績の内容を証明する

資料として確認済証でもよろしいでしょうか。

　業務実績を証明する資料のひとつとして確認済証

を提出することは可能ですが、別紙４の２⑸のとお

り業務実績の確認にあたり不足する事項がある場合

は、合わせて補完する資料を提出してください。

157
様式３

業務実績

　様式3-1（事務所実績）をすべて埋められた場合、

様式3-2（管理技術者の実績の場合）は空欄でよいと

の解釈でよろしいでしょうか。

　そのとおりです。

158
様式３

業務実績

様式３ 「３ １以外の主な設計業務実績（事務所の実

績）」

　記載できる実績について、「実施要項３⑶参加資

格で求めている設計業務実績」の対象期間よりも前

（平成14 年4 月1 日以前）に履行完了している業務

も対象となりますか。

　対象となります。

159
様式３

業務実績

　（様式3）「３ １以外の主な設計業務実績（事務

所の実績）」に関しまして、図書館等、今回の業務

を踏まえ技術力を示すにあたり相応しい内容であれ

ば、改修設計の実績を記載してよろしいでしょう

か。

　様式３の３については、様式どおり「新築・増

築・改築」の実績を記載してください。

160
様式３

業務実績

　（様式３）における設計業務実績は、業務完了時

期など、業務期間の制限はないものと考えてよろし

いでしょうか。

　様式３の１および２については、平成 14 年４月１

日から参加表明書の提出日までに、業務が完了して

いる必要があります。様式３の３については、業務

期間の制限はありません。

161
様式３

業務実績

　様式３　広場やギャラリーなどの市民活動スペー

スを含む庁舎建築を、「類似」と見なすことは可能

でしょうか？

　様式３の３については、今回の業務を踏まえ、技

術力等を示すにあたり相応しいと思われる実績を任

意で記載してください。類似施設として記載した場

合、備考欄に今回の業務を踏まえて技術力等を示 す

ポイントなどを記載してください（別紙４　３⑶ウ

③および⑥参照）。

162
様式４

担当経歴

　（様式4）「担当技術者の経歴等」に関しまして、

図書館等、今回の業務を踏まえ自らの技術力等を示

すにあたり相応しい内容であれば、改修設計の実績

を記載してよろしいでしょうか。

　様式４については、様式どおり「新築・増築・改

築」の実績を記載してください。ただし、別紙４の

３⑷⑤に記載のとおり、建物ではない造園などの担

当技術者の実績の場合は、事業区分を「新設・拡

張・改修」などに適宜置き換えて記載してくださ

い。

163
様式４

担当経歴

　様式４担当技術者の経歴等の展示・収蔵環境の実

績の欄のうち、事業区分を「新設・拡張・改修」に

置き換えて記載して宜しいでしょうか。

　様式４における実績は、建物ではない造園などの

担当技術者以外は、建物そのものの事業区分が「新

築・増築・改築」のいずれかの実績を記載してくだ

さい

164
様式４

担当経歴

　様式4 に記載する各主任担当技術者の業務実績の

証明書類は不要との認識であっておりますでしょう

か。

　不要です（別紙４の３⑷⑥参照）。
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165
様式７

提案書

　練馬区立美術館・貫井図書館の利用方法の提案に

際し、開館時間は現状通りでしょうか。それとも提

案の対象でしょうか。

　開館時間については、今後、検討していきます。

　開館時間により提案内容が変わる場合は、開館時

間を仮定し、提案することは可能です。

166
様式７

提案書

　提案書等の作成に際して、建築物の図面や透視図

等の表現に制限は設けられていないと考えてよろし

いでしょうか。

　特に制限はありません。

167
様式７

提案書

　別紙２-6　既存の美術館では地下も使われている

ようですが、本提案でも地下利用を想定しても良い

でしょうか？

　概算工事費など諸条件を踏まえ、提案において地

下利用を想定することは可能です。

168
様式７

提案書

　今回整備する施設について階数の指定はございま

すか。現況の美術館・貫井図書館は地階を有してい

る状況と存じておりますが、新設建物についても地

階を想定した計画としても問題ないでしょうか。

　建築条件や概算工事費など諸条件に則ったもので

あれば階数指定はありません。地階についても同様

です。

169
様式８

工程計画

　様式8(基本設計工程計画)の注記3「業務ごとに必

要と思われるチェック期間を----で表示する」とあり

ますが、チェックとは、業務が適切に行われている

かを受注者及び発注者が確認する、という理解で良

いでしょうか。

　受注者としてチェックする照査期間と発注者が

チェックする確認期間を表示してください。
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