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参加表明 質問回答 （6 月 5 日分） 
 
No. 質問 回答 
15 参加表明に必要な提出書類について、プロ

ポーザル提出書確認表/1 参加資格/（２）配
置技術者、ア管理技術者とイ建築（意匠）主
任担当技術者の提出書類、“参加者の組織に
属していること。”の証明書類として健康保
険証の写しとあります。「参加者」は、会社
法人 A で上記配置技術者は会社法人 A の代
表取締役です。ただ、他の別会社法人（法人
B）の役員も兼任しています。社会保険の加
⼊は、会社設⽴時期の関係上、法人 B の方
で⾏っています。今プロポーザルは法人 A
で参加しますが、健康保険証の名義は法人
B となっていても問題ないでしょうか。 

参加者と別法人名義の健康保険証では、「参
加者の組織に属していること。」が確認でき
ないため、公的機関等が発⾏した、事実が
確認できる書類の写しを添付して下さい。
（当該法人に係る現在事項全部証明書等） 

16 様式1 別-11 4 設計事務所の設計実績業
務履⾏期間は⼯事監理期間を含まない設計
のみの期間でよろしいでしょうか。 

貴⾒のとおりです。 

17 健康保険及び厚⽣年⾦保険に加⼊義務のな
い者が提出する書類について 
・賃⾦台帳はいつのものでしょうか。例︓
直前決算1 年分 
・労働者名簿は社員全員分でしょうか。代
表者1 名分でしょうか。 
以上ご回答お願い致します。 

提出書類の詳細は下記のとおりです。 
・賃⾦台帳…令和２年１月~４月（公告月の
前月）までのもの 
・労働者名簿…社員全員分を提出してくだ
さい。 
なお、提出は上記のいずれかで構いません。 

18 ⻑野県の発注する建設⼯事及び建設コンサ
ルタント等の業務の一般競争⼊札又は指名
競争⼊札に参加する者に必要な資格を有し
ていない場合でもプロポーザルに参加する
ことは可能でしょうか。 

⻑野県建設⼯事等⼊札参加資格がない方で 
も、実施要領「Ⅳ参加者の資格要件」に適
合する場合は、本プロポーザルにご参加い
ただけます。 

19 質問書は複数回にわたって提出してもよろ
しいでしょうか︖ 

質問書は複数回提出していただいて構いま
せん。 
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No. 質問 回答 
20 建築コンサルタント業務とは具体的にどの

ような業務内容を指しますでしょうか︖ 
建築設計業務や建築アドバイザリー業務を
⾏っている場合は建築コンサルタント業務
を⾏っているという認識で宜しいでしょう
か︖ 

用語の定義は下記のとおりです。 
・建築コンサルタント…建築士法第23 条 
第１項の規定による建築士事務所について 
の登録を受けている者 
・建築コンサルタントの業務…建築コンサ 
ルタントが⾏う建築士法第23条第１項の 
規定による「設計等」 

21 建築コンサルタント業務の登録がない者の
場合の参加資格を証する書類のイ⑤の健康
保険とは国⺠健康保険の領収書でよろしい
ですか。個人事業主で一人で建築士事務所
（登録済）を主宰しています。 
賃⾦台帳、労働者名簿、源泉所得税領収書
もありません。健康保険被保険者適用除外
承認証も必要ないと思われます。 
また様式３の社会保険等加⼊状況申出書は
出す必要あるのでしょうか︖加⼊義務は無
に〇をつけて人数はゼロでとりあえず出す
のでしょうか。 

国⺠健康保険の領収書の写しを提出してく
ださい。 
また、様式３加⼊義務欄の無に〇をつけ、
提出してください。（人数等の記載は不要で
す。） 

22 技術者選定の評価採点基準をお教えいただ
けますでしょうか。 
（参加表明において技術者を選定するにあ
たり、採点基準に応じて配置を検討したい
ため） 

あらかじめ定めた評価採点基準はありませ
ん。 
様式５〜８及び提案書の内容を総合的に評
価します。 

23 様式４については、主任担当技術者の部門
欄の選択肢の建築（構造）、建築（積算）、
ランドスケープが記載されていますが、こ
の３つの役割以外の管理技術者、建築主
任、設備に関しても必要と捉えてよろしい
ですか。その場合、選択肢欄が応募者で設
定し〇記⼊とすることでよろしいですか。 

管理技術者、建築（意匠）・電気設備・機械
設備の主任担当技術者は、実務経験年数を
要件とはしていませんので、様式４の提出
は不要です。 

  



 3 / 7 

 

No. 質問 回答 
24 設計プロポーザル実施要領（別冊）P2にお

いて、設計額については、１件は県の積算
基準により、１件は町の積算によると記載
がありますが、それぞれ基準の掲載場所等
についてお教えいただくことは可能でしょ
うか。（参加の判断に関連する事項とし
て） 

県の積算基準は⻑野県 HP にて公表してい
ます。 
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchik
u/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/shok
ijun.html 
町の積算基準については県の基準に準拠し
ています。 

25 参加資格(1)ウ建築コンサルタントの業務
について、令和元年度から在籍している管
理建築士が従前所属していた事務所におけ
る業務は該当すると考えてよいでしょう
か。 

参加者である事務所が⾏った建築コンサル
タントの業務が対象となりますので、従前
所属していた事務所における業務は対象と
はなりません。 
また、建築物の設計業務については、その建
築物が公共発注か否かは問いません。 

26 2019 年7 月まで個人事務所、2019 年8 

月より法人化した事務所で参加予定の⻑野

県外の設計事務所です。実施要項別冊３

（１）イ②の法人税の納税証明書について、

法人化後の最初の納税が決済月の関係でま

だなので、2019 年の個人事務所での所得

税の納税証明書（その3 の2）で代替え可能

でしょうか。 

可能です。 

27 参加資格の配置技術者の各主任担当技術者
について、公⽴⼤学の教員で現在所属事務
所のない場合、主任技術者として配置する
ことは可能でしょうか。また、教員となる
以前に⾏った業務実績や教員の⽴場で⾏っ
た業務を業務実績とすることはできます
か。 

建築（意匠）主任担当技術者以外であれば所
属事務所のない技術者として配置すること
は可能です。 
また、教員となる以前に⾏った業務実績や
教員の⽴場で⾏った業務を業務実績とする
ことも可能です。 

28 参加表明提出書類イ⑦の「雇用保険に加⼊
義務のあるもの」が提出する書類の内の、
雇用保険被保険者資格取得等通知書（写）
は従業員全員の分を提出する必要がありま
すか︖ 

従業員全員のものを提出してください。 
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No. 質問 回答 
29 参加表明提出書類イ⑤の健康保険及び厚⽣

年⾦保険加⼊義務のあるもの」が提出する
書類の内の社会保険料納⼊証明書（写）は
過去何ヶ月以内など期間に指定はあります
か︖ 

令和 2 年 1 月〜４月（公告月の前月）まで
のものとしてください。 

30 様式4主任技術者の業務担当経歴書に記⼊
する業務歴はすべての業務履歴を記⼊する
必要がありますか︖あるいは何年間以内な
どの指定がありますか︖ 
 

特段指定はしておりません。 
要件として要求している実務経験年数を満
たしていることがわかるよう記⼊してくだ
さい。 

31 「平成31年度（令和元年度）に建築物の
設計業務の実績があること」というのは、
基本設計又は実施設計業務期間の一部が平
成31年度（令和元年度）内に含まれてい
れば良いという理解でよろしいでしょう
か。また、公告日現在で業務が完了してい
ない実績でも問題ないでしょうか。 

設計業務期間の一部が平成 31 年度（令和
元年度）にまたがっている場合は参加資格
に適合するものとします。 
建築物の設計業務については、その建築物
が公共発注か否かは問いません。 

32 参加表明書の提出書類のうち、管理技術者
及び担当技術者（建築（意匠））の健康保
険証（写）について、管理技術者または主
任技術者が⼤学の教員等を兼業している場
合、⼤学から弊社への兼業承諾書等を提出
するかたちでも問題ないでしょうか。 

健康保険証の写しが提出できる場合は、健
康保険証の写しを提出してください。何ら
かの理由で健康保険証の写しが提出できな
い場合、管理技術者や建築（意匠）主任担当
技術者が参加者の組織に属していることが
読み取れれば、左記書類でも代替可としま
す。 

33 主任担当技術者の業務経歴書（様式4）に
は、部門に構造と積算とランドスケープし
かないが、電気・設備も様式4を変更して
提出することで良いか。 

管理技術者、建築（意匠）・電気設備・機械
設備の主任担当技術者は、実務経験年数を
要件とはしていませんので、様式４の提出
は不要です。 
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No. 質問 回答 
34 1参加資格（1）参加者の人格等イ  

「建築コンサルタントの業務に係る営業年
数が、公告日の前日まで引き続き３年以上
経過していること。」を証明する提出書類
として「建築士事務所登録通知書の写し」
が指定されている件について、弊社は営業
年数は32年経過しておりますが、昨年事
務所所在地を⻑野県から東京都へ変更した
ため登録通知書の記載が「更新」ではなく
新規扱いとして記載されています。（「更新
年月日」ではなく「登録年月日」として令
和1年12月25日と記載されています）した
がって、最新の登録通知書の書面だけでは
3年以上の営業年数を証明できないのです
が、この場合、以前の登録通知書を併せて
添付すればよろしいでしょうか。  

貴⾒のとおりです。 

35 1参加資格（1）参加者の人格等タ  
社会保険等加⼊状況申出書における従業員
数は、役員を除く人数でよろしいでしょう
か。弊社は役員3名、従業員2名の計5名に
なります。「健康保険及び厚⽣年⾦保険」
の欄では、役員も報酬を得ているので加⼊
義務がありますが、その場合「従業員2
名、保険加⼊義務者数5名、加⼊人数5
名」と記し、備考欄に役員と従業員数の関
係についての内容を記せばよろしいでしょ
うか。  

貴⾒のとおりです。 

36 1参加資格（1）参加者の人格等タ  
こちらは参加表明書の申請者（意匠）のみ
で、構造・積算・設備・ランドスケープの
技術者の所属事務所の加⼊情報や証明書類
の写しは必要でしょうか。また、各保険に
加⼊義務のある者、ない者については全従
業員のものを提出するべきでしょうか。も
しくは配置予定技術者のみでしょうか。  

建築（意匠）を除く各主任担当技術者の所
属事務所への加⼊情報及び証明書類の提出
は不要です。 
なお、保険加⼊状況に関する証明書類の写
しについては、従業員全員分を提出してく
ださい。 
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No. 質問 回答 
37 「2.その他の主要な配置予定技術者」につ

いて本プロポーザルの作成者の一員で、一
級建築士等の資格を有しない者の記載は必
要ですか。 

実施要領Ⅳ１(2)で配置を求める技術者以
外に配置する主要な技術者を任意に記載し
てください。（例︓展⽰、照明、グラフィッ
クなど） 

38 参加表明書に記載する実務年数について
は、一級建築士の資格を有してからの期間
を指しますか。 

参加表明書に記載する実務年数について
は、資格を有する前の年数も実務年数とし
ていただいて構いません。 

39 「4.建築士事務所の設計実績」について 
対象となる建築物は、平成31年度（令和
元年度）に実施設計まで終了しているも
の、という認識で間違いないですか。 

設計業務期間の一部が平成 31 年度（令和
元年度）にまたがっている場合は参加資格
に適合するものとします。 
建築物の設計業務については、その建築物
が公共発注か否かは問いません。 

40 参加表明書の「4.建築士事務所の設計実
績」と提案書の様式7における管理技術者
の代表作品は、異なる建築物をしても問題
ないですか。 

問題ありません。 

41 様式4の業務経歴書について、右上に記載
の「称号または名称」と「代表者」の欄に
は、各部門の協⼒事務所ではなく、他の様
式と同様に“参加者”の称号等を記載する欄
と考えていて良いでしょうか。 

貴⾒のとおりです。 
 
 
 
 

42 別-9ページに記載のウ②健康保険証（写）
は、管理技術者と主任担当技術者（建築
（意匠））が事務所開設者であり当該事務
所の管理建築士である場合、建築士事務所
登録通知書で代替可能か。 

健康保険証の写しが提出できる場合は、健
康保険証の写しを提出してください。何ら
かの理由で健康保険証の写しが提出できな
い場合、管理技術者や建築（意匠）主任担当
技術者が参加者の組織に属していることが
読み取れれば、左記書類でも代替可としま
す。 

43 様式４における各主任担当技術者の業務経
歴書に関して、冒頭に記載する「商号又は
名称」及び「代表者」は、参加者である提
案事務所になりますでしょうか。それぞれ
の協⼒事務所でしょうか。 

参加者の商号又は名称、代表者名を記載し
てください。 
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No. 質問 回答 
44 様式４における各主任担当技術者の業務経

歴書に関して、業務⾦額は各者が請け負っ
た設計業務としての⾦額を記載するのでし
ょうか。建設⼯事の総⼯費等を記載するの
でしょうか。 

建築構造設計、建築積算、ランドスケープ
の各業務を含んだ設計業務等の請負⾦額を
記載してください。 

45 管理技術者・意匠担当主任技術者の証明に
関して、参加者の組織に属し、参加事務所
で業務を⾏うことを証する書類として、②
健康保険証（写）を、建築事務所協会の所
属建築士資料（定期報告第⼆面所属建築士
名簿）で代替することは可能か。 

健康保険証の写しが提出できる場合は、健
康保険証の写しを提出してください。何ら
かの理由で健康保険証の写しが提出できな
い場合は、管理技術者や建築（意匠）主任担
当技術者が参加者の組織に属していること
が読み取れる公的機関が交付書類を提出し
てください。 

46 ランドスケープの主任担当技術者は協⼒事
務所の所属でよいか。 

構いません。 

47 主任担当技術者としての協⼒事務所（構
造・設備・積算・ランドスケープ）が提出
するべき様式に、参考様式に記載されてい
る「参加者としての人格等」に記載される
様式１〜３は含まれていますでしょうか。 

含まれていません。なお、協⼒事務所名で
提出する書類はありません。（協⼒事務所に
再委託する場合であっても、様式４の商号
又は名称欄及び代表者欄は参加者の名を記
⼊してください。） 

 


