
1 

 

（仮称）津市久居ホール設計業務委託 

参加申込及び技術提案書類作成要領 

 

■参加申込書類について 

 １ 提出書類一覧 

内  容 様 式 大きさ 枚数 部  数 

参加申込書 様式 1 

A4 判 

タテ 

(表面のみ) 

１枚 

正本１部 

（様式１に押印したもの） 

副本４部 

（様式１に押印しないも

の） 

事務所の概要等 様式 2 １枚 

同種業務（評価対象業務１）実績 様式 3 １枚 

配置予定技術者（管理技術者）の

経歴等 
様式 4 １枚 

配置予定技術者（意匠主任技術

者）の経歴等 
様式 5 １枚 

配置予定技術者（構造主任技術

者、設備主任技術者及び副管理技

術者）の氏名等 

様式 6 １枚 

協力者（協力事務所）の名称等 様式 7 １枚 

 

 ２ 書類作成の注意事項 

  ⑴ 提出書類は、各様式に基づき作成してください。 

  ⑵ 参加申込書の提出は、申込者 1 者につき 1 提案とします。 

  ⑶ 各様式の大きさは A4 判タテとし、添付書類は A3 判以内としてください。 

  ⑷ 上記の提出書類一覧の順番で一部ずつ、左上ホチキス綴じとしてください。 

なお、背表紙並びにファイル等を付加したものは不可とします。 

 

 ３ 各様式の記載内容等 

記載事項 内容に関する留意事項 

参加申込書 

【様式 1】 

・各項目に記載し、提出部数のうち１部に押印してく

ださい。 

・連絡先記載欄については、配置予定の管理技術者を

記載してください。 

事務所の概要 

【様式 2】 

事務所の概要 

・事務所の概要については、津市契約規則（平成１８

年津市規則第４０号）第７条第１項に規定する津市

競争入札参加資格者名簿（測量・建設コンサルタン

ト等用）において「建築関係建設コンサルタント（建
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築一般）」に登録されている事務所を記載すること

とし、一級建築士事務所登録通知の写しを添付して

ください。 

技術職員数 

・一級建築士の職員人数を記載してください。なお、

記載人数は、本店、支店等を含む全社対象とします。 

・協力者（協力事務所）の技術職員は記載しないでく

ださい。（評価には含めません。） 

※共同企業体により参加申込を行う場合は、代表構成

員、代表構成員以外の構成員それぞれについて、本

様式を複製して作成してください。 

同種業務（評価対象業務 1）実績 

【様式 3】 

・下記の同種業務（評価対象業務１）実績を記載して

ください。協力者（事務所）の実績は含みません。 

【同種業務（評価対象業務 1）】 

・平成７年以降に竣工した劇場・ホール施設注１（複合

施設を含む。）で、１ホール当たり５００席以上又

は延床面積５，０００㎡以上のものの建築設計に係

る実績を有すること。 

また、当該実績については、単独の場合は元請とし

ての実績又は共同企業体による場合は出資比率２

０％以上の実績を有するものとします。 

（注 1）･･･「劇場・ホール施設」とは、劇場、コンサートホールをは

じめ、講堂等を含む広義に舞台と客席を有する施設をいう。 

・国（公社・公団及び独立行政法人を含む。）、都道府

県又は市町村の公共施設に係る設計業務を受注し

た実績を有すること。 

・記載した業務に係る契約書等、規模・構造のわかる

書類の写しを添付してください。ただし、PUBDIS

に登録のものは、その写しを添付することによっ

て、これらの書類の一部に代えることができます。 

・様式 3 に記載できる実績は、7 件までとします。 

・業務名の欄には、PUBDIS への登録の有無に○を付

けてください。登録している場合は、その登録番号

を記載してください。 

・受注形態の欄には、単独又は共同企業体のうち該当

するものに○を付けてください。共同企業体の場合

は、他の構成員を（ ）内に記載してください。 



3 

 

・業務概要の欄には、基本設計、実施設計の別を記載

してください。 

配置予定技術者（管理技術者及び

意匠主任技術者）の経歴等 

【様式 4】 

【様式 5】 

① 氏名 

 ・技術者の氏名を記載してください。 

② 生年月日 

 ・技術者の生年月日及び年齢（提出時現在）を記載

してください。 

③ 所属・役職 

 ・技術者の所属する組織及び役職を記載してくださ

い。 

④ 保有資格等 

 ・保有資格を記載してください。実務経験年数は、

提出時現在の年数とし、1 年未満の端数は切り捨

ててください。 

 ・記載した保有資格を証するもの（有効期限内のも

の）の写し及び代表者（事務所）との雇用を証す

る書類（事務所名記載の雇用保険証写し等）を添

付してください。 

⑤ CPD認定時間数の状況 

 ・（広財）建築技術教育普及センターを事務局とす

る、建築 CPD 運営会議が発行する建築 CPD 実績

証明書の認定時間数を記載してください。期間に

ついては、平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3

月 31 日までとし、当該実績証明書（写しでも可）

を添付してください。 

⑥ 評価対象業務 2 の実績 

 ・下記の評価対象業務 2 を記載してください。 

【評価対象業務 2】 

 平成 7 年度以降に竣工した建築物で、劇場・ホー

ル施設の設計業務実績を有すること。 

 ・元請としての単独実績又は共同企業体による工事

の場合は、出資比率２０％以上の実績とし、様式

4 については、管理技術者として従事したもの、

様式 5 については、管理技術者又は意匠主任技術

者として従事したものとします。 

 ・記載した業務に係る契約書等、規模・構造のわか

る書類の写しを添付してください。ただし、
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PUBDIS に登録のものは、その写しを添付するこ

とによって、これらの書類の一部に代えることが

できます。なお、記載した業務が同種業務（評価

対象業務 1）実績（様式 3）に記載した業務と重

複する場合は、これらを省略することを可能とし

ますが、任意の様式を添付する等、その旨がわか

るようにしてください。いずれの場合において

も、配置予定技術者がその設計に携わったことが

確認できる書類を必ず添付してください。 

 ・記載できる実績は 1 件とし、延床面積を必ず記入

してください。 

⑦ 手持ち業務の状況（参加申込日現在の手持の設計

業務） 

 ・提出時において、契約中（契約前であっても契約

が確定しているものも含む）の担当全業務（官民

は問いません）を全て記載してください。 

  （5 件以上有る場合は、5 件記載してください。） 

 ・工事監理業務は除きます。 

⑧ 過去の受賞歴 

 ・過去に携わった建築設計業務のうち、公共団体、

建築学会及び建築設計団体等の建築コンクール

等の受賞歴を記載してください。 

 ・記載できる実績は、下記に該当する 1 件とします。

1 棟当たりの延床面積を必ず記載してください。 

 【受賞実績 1】 

  １棟当たりの延床面積が 5,000 ㎡以上の劇場・ホ

ール施設（官民は問いません）の設計業務。 

 【受賞実績 2】 

  １棟当たりの延床面積が 1,500 ㎡以上 5,000㎡未

満の劇場・ホール施設（官民は問いません）の設

計業務。 

 【その他】 

  その他の施設の設計業務 

 ・受賞実績がわかるもの（賞状等の写し又は掲載さ

れた雑誌の写し等その設計に従事した技術者等

が確認できるもの）を添付してください。 

配置予定技術者（構造主任技術 ① 氏名 
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者、設備主任技術者及び副管理技

術者）の氏名等 

【様式 6】 

 ・技術者の氏名を記載してください。 

② 生年月日 

 ・技術者の生年月日及び年齢（提出時現在）を記載

してください。 

③ 所属・役職 

 ・技術者の所属組織及び役職を記載してください。 

④ 保有資格等 

 ・保有資格を記載してください。実務経験年数は、

提出時現在の年数とし、1 年未満の端数は切り捨

ててください。 

 ・記載した保有資格を証するもの（有効期限内のも

の）の写し及び代表者（事務所）との雇用を証す

る書類（事務所名記載の雇用保険証の写し等）を

添付してください。 

⑤ なお、市内事業者との共同企業体の場合は、副管

理技術者を追加配置することとします。 

協力者（協力事務所）の名称等 

【様式 7】 

・本業務に関する専門分野（管理技術者及び意匠主任

技術者を除く）について、協力者（協力事務所）を

加える場合は、その名称、理由及び内容等を記載し

てください。 
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■技術提案書類について 

 １ 技術提案書類作成上の留意事項 

   本プロポーザルは、設計業務における具体的な取組方法、施設のあり方を中心とす

る提案を求めるものであり、当該業務の具体的な内容や成果品の一部（図面、模型写

真、透視図等）の作成や提出を求めるものではありません。提出される参加申込書類

と技術提案書に基づき、第１次審査として書類審査を行い、第１次審査通過者５者程

度を選定します。第２次審査については、技術提案書の内容をパワーポイント等で加

工したものを用いたプレゼンテーション及びヒアリングについて審査します。 

なお、プレゼンテーション及びヒアリングについては公開（審査は非公開）で行い

ますので、あらかじめご承知おきください。 

   また、具体的な設計作業は、契約後に技術提案書類に記載された具体的な取組方法

を反映しつつ、発注者が提示する資料に基づいて発注者との協議の上、開始すること

とします。本要領において記載した事項以外の内容を含む技術提案書類については、

提案を無効とする場合があるので注意してください。 

 

 ２ 提出書類一覧 

内  容 様 式 大きさ 枚数 部  数 

技術提案書 様式 8 

A4 判 

タテ 

(表面のみ) 

１枚 

正本 1 部 

（様式 8 については、各項目

に記載し、押印したもの） 

副本 12 部 

（様式 8 については、提出

日のみを記載したもの） 

電子データＣＤ１枚 

（各様式のPDFファイルを

収めてください） 

業務内容に対する技術提案 様式 9 

A3 判 

ヨコ 

(表面のみ) 

１枚 

業務内容に対する技術提案 

（特定テーマ） 

様 式

10 

４枚 

以内 

特定テーマに係る技術提案の

説明補足資料 

（第２次審査参加者のみ） 

なし 

A4 判 

ヨコ 

(表面のみ) 

制限 

なし 

正本１部 

副本 12 部 

電子データＣＤ1 枚 

（PDF ファイルを収めてく

ださい） 

当該設計業務に係る参考見積

書 

（第２次審査参加者のみ） 

様 式

11 

A4 判 

タテ 

(表面のみ) 

１枚 

上記の正本1部に添付してください。 

また、PDF ファイルを上記の CD に

収めてください。 
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３ 書類作成の注意事項 

  ⑴ 提出書類は、各様式に基づき作成してください。 

  ⑵ 正本 1 部を除き、企業等の名称を一切記入しないこととします。 

    また、作成した企業等が推定できるような記述、ロゴ等の挿入も行わないことと

します。 

  ⑶ 各様式の大きさは、様式 8、11 は、A4 判タテとし、様式 9、10 は、A3 判ヨコと

してください。 

  ⑷ 上記の提出書類一覧の順番で一部ずつ、左上ホチキス綴じとしてください。 

なお、背表紙並びにファイル等を付加したものは不可とします。 

 

 ４ 各様式の記載内容等 

記載事項 内容に関する留意事項 

技術提案書 

【様式 8】 

・ 正本 1 部のみ記載し、押印してください。副本 12

部には、提出日のみ記載してください。 

・ＰＤＦ化してください。 

業務内容に対する技術提案 

【様式 9】 

・業務の取組方針及び体制について記載してくださ

い。 

・取組方針としては、業務の実施方針、手法、設計上

特に重視する事項及びその他の業務実施上の配慮

事項等を記載してください。 

・取組体制として業務に直接係る組織体制、業務フロ

ー、工程計画及び動員計画を記載してください。 

・A3 判ヨコ 1 頁以内に記載してください。２頁以上

となる場合は、この項目の評価を行いません。 

・様式中に文書を補完するためにダイアグラム、イメ

ージ図、写真等を用いることは支障ありません。 

・ＰＤＦ化してください。 

業務内容に対する技術提案（特定

テーマ） 

【様式 10】 

・下記の特定テーマ(1)～(4)に対する提案をテーマご

とに具体的に記載してください。 

・下記の特定テーマ(1)～(4)に対する頁数が、A3 判ヨ

コ４頁以内に記載してください。５頁以上となる場

合は、この項目の評価を行いません。 

・様式中に文書を補完するためにダイアグラム、イメ

ージ図、写真等を用いることは支障ありません。 

・ＰＤＦ化してください。 

 

① 特定テーマ(1) 
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 基本計画における「基本理念」「基本的な考え方」、

そしてその基盤となっている劇場法の理念を具現

化するための方策 

② 特定テーマ(2) 

 敷地全体及び建物におけるゾーニング及び動線の

考え方 

③ 特定テーマ(3) 

 個別の室・スペース及び複数室・スペース間の関係

に関する考え方 

④ 特定テーマ(4) 

 ライフサイクルコストの低減及び工事発注の不調、

不落を未然に防ぐための方策 

特定テーマに係る技術提案の説

明補足資料 

（第２次審査参加者のみ） 

・技術提案書の内容をパワーポイント等のプレゼンテ

ーション用ソフトを使用し、傍聴者にも理解しやす

い資料を作成してください。 

・上記のパワーポイント等のデータを印刷し、Ａ４判

ヨコの資料とし、所定の部数を用意してください。 

・ＰＤＦ化してください。 

・技術提案書の内容に手を加えないこと（加筆、修正、

動画化等は行わず、縮小・拡大等によって理解しや

すい資料とする。）。 

参考見積書 

【様式 11】 

（第２次審査参加者のみ） 

・各項目に記載し、押印してください。 

・内訳について、別途添付してください。なお、内訳

の様式は問わないものとしますが、歩掛りを含み、

より詳細に記載してください。 

・次の各項目に該当する場合は、失格とします。 

 ①参考見積書の提出がない場合 

 ②予算額を上回った場合 

 ③提案内容に対して見積が不適切な場合 

・ＰＤＦ化してください。 

 


