
質問に対する回答書 

業務委託名：新「道の駅むらやま」（仮称）整備基本計画策定業務委託 

№ 
区分 

（資料名・頁） 
質問事項 回答内容 

1 
参加表明 

(実施要領 P6) 

「参加表明書及び企画提案書の留意

事項」に下記の記載がありますが、同

種・類似の定義はこちらになるのでし

ょうか。 

●同種・類似業務実績 

※同種：収益施設に関する民間活力導

入可能性調査業務及び募集に関する

支援業務 

※類似：道の駅の整備に関する基本計

画及び民間活力導入可能性調査業務 

実施要領 P6「ⅱ.参加表明書及び

企画提案書の留意事項」の「※」

に記載のとおりです。 

2 
参加表明 

(事業者選定の評価・

審査基準 P2) 

事業所の評価項目に「村山市に関連す

る業務実績」がありますが、この実績

を記載する箇所が様式にありません。

同種・類似業務以外は対象にならない

のでしょうか。 

同種又は類似業務以外に「村山市

に関連する業務実績」も対象にな

ります。 

3 
参加表明 

(参加表明書・企画提

案書作成要領 P2) 

「参加表明書・企画提案書作成要領」

に、同種又は類似業務の従事経歴は、

管理技術者として従事したものを記

載することとの記載がありますが、同

種・類似業務の実績は「管理技術者と

して従事した業務」しか対象にならな

いのでしょうか。 

参加表明書・企画提案書作成要領

P2「3 記載時の詳細」欄に記載の

とおりです。 

なお、同欄上から 3行目の「監理

技術者」は「管理技術者」に訂正

となります。 

4 
参加表明 

(委託仕様書 P1) 

委託仕様書 4.配置技術者に関する要

件に照査技術者の配置についての記

載がありますが、参加表明書で提出す

る管理/主任/担当のほかに、資格及び

類似業務での管理技術者としての実

績を有する者を照査技術者として配

置するということでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

5 
参加表明 

(委託仕様書 P1) 

様式第 4 号の「配置予定技術者」にお

いて照査技術者の記載が求められて

おりませんが、特記仕様書にて照査技

術者の資格及び管理実績が求められ

ています。様式第 4号「業務体制表」

における「主任技術者」は「照査技術

者」を兼ねることが可能でしょうか。 

兼ねることはできません。 

6 
参加表明 

(事業者選定の評価・

審査基準 P2) 

様式第 3 号「事業所の業務実績書」に

おいて同種及び類似の該当項目に○

を記載することになっておりますが、

事業所評価に記載のある村山市に関

連する業務実績の記載も同様式へ記

載して宜しいでしょうか。 

 

「村山市に関連する業務実績」も

様式第 3 号を使用してください。

同種又は類似の欄は空欄となり

ます。 

7 
企画提案 

(実施要領 P7～P8) 

(委託仕様書 P4～P5) 

委託仕様書に記載の業務内容に対し

て、一部実施要領の内訳項目に含まれ

ていない項目がございます。実施要領

の内訳項目に委託仕様書の業務内容

が全て含まれている認識で宜しいで

しょうか。（例：（1）⑧新しい生活様

式への検討など） 

ご質問のとおりです。 



8 
参加表明 

(実施要領 P2、P6) 

V.参加資格要件等⑨にて「公共施設に

おける民間活力の導入可能性に関す

る調査業務（同種）」と記載がありま

すが、X.提出書類についてⅱにて「同

種：収益施設に関する民間活力導入可

能性調査業務及び募集に関する支援

業務」と記載がございます。同種業務

の該当施設についてご教示願います。 

PPP/PFI を前提とした公共収益

施設に関する民間活力導入可能

性調査、事業者募集に関する支援

業務まで行った施設となります。 

9 
その他 

(一次審査及び二次審

査実施計画 P1) 

プレゼンテーションの公開を 10 名程

度の公募制となっておりますが、応募

条件に「村山市民に限る」「プロポ応

募者は不可」等の制限はありますでし

ょうか。 

市民向けに公開するため、村山市

民に限定して行います。 

なお、参加表明書提出事業者は応

募できません。 

10 参加表明 

様式第 5 号の 3「配置技術者の実績書

（担当技術者用）」については、担当

予定者全員分の実績書の提出が必要

という認識でよろしいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

11 

参加表明 

(実施要領 P2) 

(事業者選定の評価・

審査基準 P2) 

委託仕様書第一章総則に配置技術者

に関する要件として管理技術者と照

査技術者について定めがありますが、

審査による評価は、管理・主任・担当

が対象となるのでしょうか。照査技術

者は評価の対象となりませんか。また

この場合、主任となる技術者の要件を

お示しください。 

技術者の評価は事業者選定の評

価・審査基準 P2「別紙 一次評価

基準（参加表明書）」の「評価項

目」に記載のとおりです。 

技術者の要件は、実施要領 P2

「ⅲ.技術者要件」の①～⑥のう

ち、いずれか１つ以上を満たす技

術者となります。 

12 
参加表明 

(事業者選定の評価・

審査基準 P2) 

一次評価基準における「技術者評価

（60 点）」について、「各技術者共通

（管理/主任/担当）」の内訳を教えて

ください。 

「管理 60 点、主任 60 点、担当 60 点

×人数分」、あるいは「様式第 5 号の

3 で実績書を提出した人数で 60 点を

按分」など。 

内訳は非公表です。管理技術者、

主任技術者、担当技術者の合計で

最高得点が 60点となります。 

13 
参加表明 

(事業者選定の評価・

審査基準 P2) 

評価指標に示されている各項目の配

点を可能であれば教えてください。 

各項目の配点は非公表となりま

す。 

14 
参加表明 

(参加表明書・企画提

案書作成要領 P2) 

様式第 5 号の 1～3 についての「記載

時の詳細」にある「同種又は類似業務

の従事経歴は、平成 29 年度から令和

3年度までの 5年間に完了した業務の

うち、予定技術者が監理技術者又は担

当技術者の場合、管理技術者として従

事したものを記載すること。」の解釈

について、「予定技術者が担当技術者

として従事した業務より管理技術者

として従事した業務を優先的に実績

として記載する」という認識でよろし

いでしょうか。 

参加表明書・企画提案書作成要領

P2「3 記載時の詳細」欄に記載の

とおりです。 

なお、同欄上から 3行目の「監理

技術者」は「管理技術者」に訂正

となります。 



15 

企画提案 

(実施要領 P3～P4) 

(一次審査及び二次審

査実施計画 P1) 

プレゼンテーションの際には、提案書

をもとに構築したパワーポイントで

説明することは可能という認識で良

いでしょうか。 

可能です。 

実施要領 P3～P4「ⅰ.審査」の「②

二次審査」及び一次審査及び二次

審査実施計画 P1「Ⅲ.二次審査

（プレゼンテーション・ヒアリン

グ）」を参照してください。 

16 

その他 

(実施要領 P7) 

(委託仕様書 P4) 

見積書作成にあたっては、「項目」レ

ベルの内訳のみで問題なく、「業務内

容」レベルの内訳は不要との認識でよ

ろしいでしょうか。 

 

また、該当ページ「Ⅺ.見積書につい

て」において「施設計画の検討」とし

て記載されている業務内容①～⑦と

別途公示されている委託仕様書 P4 に

記載の業務内容①～⑧が異なってお

りますが、見積書の作成においては、

前者の業務内容区分を正とする認識

で問題ないでしょうか。（「⑦既存周辺

施設の活用」に該当する文言が前者に

はあり、後者にはございません。） 

見積書作成にあたっては、実施要

領 P7「Ⅺ.見積書について」の「業

務内容」に沿った内訳書の添付を

お願いします。 

 

実施要領 P7「Ⅺ.見積書につい

て」の「業務内容」は、委託仕様

書 P4「1.業務内容」に全て含ま

れています。 

17 
参加表明 

(委託仕様書 P1) 

「類似業務での管理技術者としての

実績」とありますが、同種又は類似業

務での管理技術者としての実績との

理解で宜しいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

18 
参加表明 

(実施要領 P2) 

①～⑥までのいずれかの要件を満た

す技術者との理解で宜しいでしょう

か。 

ご質問のとおりです。 

技術者の要件は、実施要領 P2

「ⅲ.技術者要件」の①～⑥のう

ち、いずれか１つ以上を満たす技

術者となります。 

19 
その他 

(委託仕様書 P5) 

市民委員会の構成、開催頻度等の想定

があればご提示ください。 

市民の代表 12 名で年間 6回程度

の開催を想定しています。 

20 
その他 

(委託仕様書 P4) 

（1）施設計画の検討業務にて、周辺

施設の活用（市道駅西中央線中央帯）

の検討を行うこととなっていますが、

市道駅西中央線中央帯に関する成果

品については貸与品に含まれている

という理解で宜しいでしょうか。 

ご質問のとおりです。 

21 
参加表明 

(事業者選定の評価・

審査基準 P2) 

一次評価基準（参加表明書）にて「村

山市に関連する業務実績」と記載がご

ざいますが、市内を対象とする国や県

の発注業務も対象と考えて宜しいで

しょうか。 

市内を対象とする国や県の発注

業務も対象とします。 

 


