
天沼三丁目荻窪税務署等用地活用による特別養護老人ホーム等設計業務公募 

質 問 と 回 答 

項目 No. 質 問 回 答 

１ 公募の主   

旨 

1 

「杉並区が実施したプロポーザル方

式による公募において、選定されまし

た。」とありますが、貴法人が杉並区

へ提出されたプロポーザルの提案書

等を、二次提案の対象者は貸与いただ

ける。と考えて宜しいでしょうか。 

 

今回の公募型プロポーザルでは設計

にあたっての応募事業者の考え方を

中心に評価しますのでお示しは致し

ません。 

 

２ 応募資格 

2 

応募資格(1)から(7)の全てを満たす

事業者を代表企業として、応募資格

(1)(2)(3)(4)(6)を満たす事業者と設

計共同体を組織して参加してよい。と

考えて宜しいでしょうか。 

応募事業者は単体事業者となります。

企画提案書の別紙様式５のとおり、構

造や設備などを協力事業所として応

募することは可能です。なお、協力事

業者が応募資格の(1)(2)(3)(4)を満

たすことは条件となります。 

3 

応募資格(7)「設計業務の実績」とあ

りますが、設計業務とは、新築・増築・

改築だけではなく、改修も含むと考え

て宜しいでしょうか。 

応募資格に係る設計業務の実績とし

ては新築の設計業務とします。 

4 

実績一覧に記入する施設ですが、高齢

者・医療関係施設は公募要項２応募資

格(7)に該当するものと思いますが、

住居系施設やその他設計施設に対す

る条件はないと考えてよいのでしょ

うか。 

応募資格については特別養護老人ホ

ームや医療福祉施設の設計業務の実

績を求めておりますので、その他の設

計施設については特段の条件はあり

ません。 

３ 事業概要

及び規模等 
5 

(2)-⑤診療所について「道路面に面し

た１階の角」は、方角の指定はござい

ますでしょうか。 

 

診療所の性質上、外来患者様等に配慮

した配置となりますので、設計事業者

決定後の協議となります。 

５ 施設整備

に関する基

本的事項 

6 

(2)-③建設コストの削減について、本

計画地の地質調査情報をご提供頂け

ますでしょうか。 

地質調査情報はありません。 

7 

(3)-⑦樹木の保存について、移植保存

予定の桜 3 本は既に決まっておりま

すでしょうか。その場合、移植保存予

定の桜 3 本を配置図等でお示し頂け

ますでしょうか。 

 

別紙資料のとおりお示しします。 

北側３本（No55、No56、No57）

を移植保存していただきます。 

なお、移植場所に指定はありません。 



8 

(3)-⑨駐車スペースについて、近隣に

配慮した駐車場計画とするため必要

駐車台数をご提示頂けますでしょう

か。 

別法人運営（診療所等）の駐車場 3

台及び駐輪場 12 台分の確保は必須

事項ですが、それ以外については関係

法令に基づき、設計事業者決定後の協

議となります。 

9 

(3)-②「近隣住民に対して丁寧な説

明」とありますが、近隣住民を対象と

した説明会の会場費用は貴法人が負

担される。と考えて宜しいでしょう

か。 

暁会の費用負担となります。ただし、

建築に係る特別の事情等が発生した

場合は施工業者との協議が想定され

ます。 

10 

(3)-②「近隣住民に対して丁寧な説

明」とありますが、仮にトラブルが発

生し特定の近隣住民の方と日時をお

約束して訪ねることになった場合は、

貴法人のご担当者もご同行いただけ

る。と考えて宜しいでしょうか。 

同行いたします。 

11 

(3)-②「工事期間中も苦情･要望があ

った際には、迅速かつ丁寧に対応」と

ありますが、仮にトラブルが発生し特

定の近隣住民の方を訪ねることにな

った場合は、貴法人のご担当者もご同

行いただける。と考えて宜しいでしょ

うか。 

12 

(3)-②「工事期間中も苦情･要望があ

った際には、迅速かつ丁寧に対応」と

ありますが、監理業務は随意契約とな

る。と考えて宜しいでしょうか。 

今回の公募型プロポーザルで選定さ

れた設計事業者と、設計及び監理業務

を含めた契約を締結させていただき

ます。 

13 

(3)-⑦「ウコン桜（北側 3 本）につ

いて、敷地内に移植保存」とあります

が、バイオ技術による増殖させたクロ

ーンを移植することを検討してもよ

い。と考えて宜しいでしょうか。 

近隣住民の要望もあり、現状のまま移

植していただきます。 

８ 参加表明

書類の提出 

14 

参加表明書類の実績一覧ですが、様式

2 の末尾に「※設計実績は、写真等を

使用し、施設の特徴等を簡潔にまとめ

てください。（Ａ3 用紙 1 枚）」とあ

ります。公募要項の 8 ページにはこ

の記載がありませんが、写真等の提出

は可能でしょうか。また、写真等を提

写真等は A3 用紙 1 枚にまとめてく

ださい。なお、この A3書類は様式 2

の添付書類とご理解ください。写真等

を使用した設計実績の表現について

は特に指定はありません。 



出する場合は、高齢者・医療関係施設

のもののみでよいでしょうか。 

15 

実績一覧の高齢者・医療関係施設の設

計実績の施設名欄に（特養・ショート

ステイ別記）とありますが、特養とシ

ョートステイを分け、床面積が

3,000 ㎡以上のものを記入するので

しょうか。また、併設のデイサービス

等はどのように記入するのでしょう

か。もしくは施設全体の合計でよいの

でしょうか。 

特養の同一施設内にショートステイ

やデイサービス等がある場合は別記

をお願いします。なお、特養に併設さ

れる施設は通常、医療福祉施設と想定

されますので、床面積 3,000 ㎡の考

え方は施設全体の床面積で構いませ

ん。 

16 

様式2に記載する実績は審査評価の

対象になりますでしょうか。なる場合

は。施設種別による評価の基準、規模、

開設年月の制約はありますでしょう

か。また、その他設計施設等の実績の

施設種別は適宜設定してよいでしょ

うか。実績の期間は例えば過去20年

間というように制限はありますでし

ょうか。 

設計実績はＡ3 用紙 1 枚にまとめる

とのことですが、実績として記載した

施設から適宜選択して数点記載する

ことでよいでしょうか。 

設計実績は審査の評価対象となりま

す。今回の公募型プロポーザルでは公

募要項の 3 ページに記載する事業概

要及び規模等に基づいた設計にあた

っての考え方を中心に評価します。記

載方法については特に指定はありま

せんので、独自性のある考え方をお示

しください。 

17 

参加表明書類の提出(2)「正本 1部、

副本 10部」とありまが、正本・副本

ともに参加表明書類はフラットファ

イルに綴じこむ。と考えて宜しいでし

ょうか。 

そのようにお願いします。 

18 

参加表明書類および企画提案書の提

出部数が、正本１部、副本 10 部とあ

りますが、副本の参加表明書（別紙様

式１）と企画提案書（別紙様式３）は、

社印を押印したものをコピーしたも

のでよいでしょうか。 

副本は写しで構いません。また、社名

等を塗沫する必要はありません。 

19 

参加表明書類の提出(2)「正本 1部、

副本 10部」とありまが、副本は正本

の写しでよく、社名を塗沫しなくてよ

い。と考えて宜しいでしょうか。 



9 企画提案

書の提出 

20 

様式 4 に記載する担当者欄に空欄が

2 行ありますが、責任者、主任技術者

3 名以外にどこまでの担当者を記載

することを想定されていますでしょ

うか。 

記載以外の体制をお考えで有れば追

加していただいて構いません。 

21 

(1)提出書類の提案内容について、別

紙様式 6 または任意様式可とありま

すが、Ａ3 用紙 1 枚にまとめること

とし、図枠等、文字のフォントを含め

て様式 6 の体裁に拘らないというこ

とでよろしいでしょうか。 

体裁に拘らなくても構いません。 

22 様式6整備の考え方②に業務の工程、

実施手順とありますが、公募要項の 6

ページ(2)には記載がありません。工

程表のようなものを提出すると考え

てよいでしょうか。 

 

 

公募要項６ページの 5-(2)では提案

にあたってのテーマを記載しており

ます。ご質問の業務の工程について

は、公募要項 3-(6)の全体スケジュー

ル等をご確認のうえ作成してくださ

い。 

10 事業者

選定方法 

23 事業者選定方法(1)「評価の主な視点」

の配点がありましたらお教えくださ

い。 

審査及び評価の内容については事業

者選定後、ホームページ上でお示しさ

せていただきます。 

24 事業者選定方法(2)-②「選定委員会」

とありますが、委員の氏名・所属・役

所をお教えください。 

申し訳ありませんがお示しできませ

ん。 

 25 事業者選定方法(2)-③「プレゼン・ヒ

アリング」に参加できる人数をお教え

ください。 

一次審査通過事業者への通知の際に

お知らせします。 

 

 26 事業者選定方法(4)-①「一次審査通過

事業者」とありますが、選定予定数を

お教えください。 

企画提案書の審査等により決まりま

すので、予定数は設けておりません。 

その他 27 貴法人とのお打合せは、参加表明書類

の提出先と同じ。と考えてよろしいで

しょうか。 

選定された事業者との打ち合わせは

東京都内で行います。 

 28 確認ですが、東京都特別養護老人ホー

ム等整備費補助制度の「施設整備費補

助審査基準」を順守するものとして計

画を進めて宜しいでしょうか。 

本件整備計画は補助対象が条件です

ので、ご質問のとおりとなります。 

 


