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赤穂海浜公園パークマネジメント導入アドバイザリー業務公募型プロポーザルに係る質問の

回答 

質問

番号 

資料 

記載箇所 
質 問 回 答 

１ 

様式 

業務実績 

（元請実績） 

任意様式により提出する「業務実績

（Ａ４版）」 の説明文には、「業

務実績は過去5年以内が望ましい」と

いう表現になっていますが、業務実

績の配点としては、5年以内の実績し

か評価されないこととなるのでしょ

うか。 

過去 5 年以内の業務実績を評価しま

す。 

 

様式「様式第 4 号」、「業務実績（A4

版）」の説明を変更しています。 

２ 

募集要項 

６（４）提出書類 

フォント 

募集要項 ６（４）提出書類のうち、

「オ 企画提案書」「カ 工程表」

「キ 業務実績」のフォントの種類、

大きさ等の指定はないという理解で

よいでしょうか。 

指定はございませんが、印刷した資

料やオンライン画面上で読めるよう

に、留意願います。 

３ 

募集要項  

６（４）提出書類 

納税証明書 

募集要項 ６（４）提出書類のうち、 

「コ 添付書類（イ）納税証明書（３）」

は原本の提出でしょうか。写しの提出

でもよいのでしょうか。 

写しの提出で構いません。 

４ 

募集要項 

７（１）審査方法 

プレゼンテーシ

ョン参加人数等 

募集要項 ７（１）審査の方法に記載

の「プレゼンテーション」について、

参加人数の上限、説明担当者の指定な

どはないという理解でよいでしょう

か。 

説明者の指定はございません。 

参加人数の上限は、3 人までとしま

す。 

 

募集要項７「審査時の留意点」を変更

しています。 

５ 

募集要項  

７（１）審査項目

と配点 

募集要項 ７（１）【審査項目と配点】

について、業務委託費の評価方法につ

いてご教示いただけますでしょうか。 

評価方法については、開示できませ

ん。 

６ 

仕様書 

２（４）委託期間 

仕様書 ２.（４）委託期間は「契約締

結の日から令和６年３月 25（月）ま

で」となっていますが、仮に本事業の

事業手法として「指定管理者制度＋設

置管理許可制度等による収益事業の

導入」を用いた場合、本事業の委託期

間は事業者が選定されるまで延伸す

るというお考えでよいでしょうか。 

状況により判断となります。 

７ 

仕様書  

４．4－3「公募資

料等の作成」 

仕様書 ４．4－3「公募資料の作成」

には、弁護士による協定書をはじめと

した契約書類の作成、リーガルチェッ

クは含まれないという認識でよいで

しょうか。 

 

公募の際に必要となる、協定書案の

作成には、リーガルチェックを必要

とします。 

 

仕様書 4-3「公募資料等の作成」を変

更しています。 
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質問

番号 

資料 

記載箇所 
質 問 回 答 

８ 

参考資料 参考資料「赤穂海浜公園パークマネジ

メント スケジュール一覧」に記載さ

れている「資料取りまとめ」とは、本

業務にて行う業務内容でしょうか。そ

の場合、どのような業務を想定されて

いるかご教示ください。 

本業務にて行う業務内容であり、報

告書等作成期間を指します。 

９ 

様式 

企画提案書 

企画提案書のＡ４用紙３枚以内とは、

裏表使用して３枚以内か、片面のみで

３枚以内でしょうか。同様に、業務実

績のＡ４用紙２枚以内とは、裏表使用

して２枚以内か、片面のみで２枚以内

でしょうか。 

企画提案は片面のみで３枚以内で

す。 

同様に業務実績も片面で２枚以内と

します。 

10 

募集要項 

６ 企画提案に係

る手続 

（４）提出書類 

『各 8 部(アは正本 1 部､副本 7 部）を

提出すること』と記載がありますが、ア

の正本１部以外イ以降すべて副本 8 部

ということでしょうか。テクリス登録

内容確認書や添付資料も 8 部必要でし

ょうか。具体的にご提示お願いします。 

提出書類の部数は２部（正本１部、副

本１部）とします。 

 

募集要項６企画提案に係る手続き

（４）「提出書類」を変更しています。 

11 

募集要項 

５ 提案上限金額 

新労務単価が令和 5 年 3 月 1 日に改定

されましたが、本件は令和 5 年 2 月 28

日に公示されましたので、お示しの提

案上限金額は旧労務単価適用での金額

であり、提出する経費積算見積書も旧

労務単価を使用すると考えてよろしい

でしょうか。 

また、前述の想定が正しい場合、本件

は”令和 5 年 3 月適用の公共工事設計

労務単価等の運用に係る特例措置”の

対象になるかご教示下さい。 

適用単価日は令和 5 年 3 月としてい

ます。 

12 

様式 

企画提案書（A4版） 

企画提案書はA4用紙 3枚以内での提出

とありますが、A4 用紙 1 枚、A3 用紙 1

枚での提出でもよろしいでしょうか。 

構いません。 

13 

募集要項 

７審査 

審査項目と配点 

適切な業務実施体制③担当技術者の本

業務に関する資格の保有状況について

は、配置予定の担当技術者全てが保有

（全員が評価対象）すべきでしょうか、

または担当者の内１名でも保有すれば

良い（担当技術者の内１名が評価対象）

のでしょうか。 

評価方法については、開示できませ

ん。 

14 

募集要項 

７審査 

審査時の留意点 

現時点のプレゼンテーションの候補日

はありますでしょうか。年度末故、調整

が必要と考えております。 

3 月 28 日を候補日としています。 
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質問

番号 

資料 

記載箇所 
質 問 回 答 

15 

募集要項 

４提案募集の内

容 

「４ 提案募集の内容」で示されて

いる、管理運営協議会や県民への情

報発信・意見聴取を行うルールにつ

いて、ルールが記載された資料等を

明示いただけますでしょうか。 

あり方検討会赤穂海浜公園部会（県

HP）の第 4回資料 3「検討に当たって

の基本的な考え方【活性化】(案)」P4

をご確認ください。 

16 

募集要項 

６企画提案に係

る手続き 

「６ 企画提案に係る手続き」にお

いて、提出書類は各８部（アは正本

１部、副本７部）とありますが、正

本と副本の違いはありますか。全て

の書類で押印は不要という理解でよ

ろしかったでしょうか。 

提出書類の部数は２部（正本１部、副

本１部）とします。 

正副で違いはありません。 

また、全ての書類で押印は必要あり

ません。 

 

募集要項６企画提案に係る手続き

（４）「提出書類」を変更しています。 

17 

募集要項 

７審査 

「７ 審査」において、プレゼンテ

ーションへの参加者数に制限はあり

ますか。 

 

参加人数の上限は、3 人までとしま

す。 

募集要項７「審査時の留意点」を変更

しています。 

18 

募集要項 

７審査 

「７ 審査」において、選定委員に

は外部有識者は含まれますか。予定

されている委員メンバーをご教示く

ださい。 

選定委員は非公表とします。 

19 

仕様書 

４．4-3 公募資

料等の作成 

「4－3．公募資料等の作成」におい

て、P-PFI制度の導入を行う場合、事

業者選定に係る支援（審査会の運営

支援）や契約書案の作成等は、本業

務に含まれないという理解で相違な

いでしょうか。また、指定管理者制

度による募集の場合、指定管理に関

する仕様書等の作成は含まれないと

いう理解で相違ないでしょうか。 

「事業者選定に係る支援（審査会の

運営支援）」は本業務に含みません。 

本業務の内容は、公募に必要な資料

の作成であるため、P-PFI 制度導入の

場合は、公募設置等指針や協定書案

等の作成、指定管理者制度の場合は、

募集要項や管理水準書、管理協定書

案等の作成を含みます。 

20 

参考資料 参考資料の「スケジュール案」で示

されているP-PFIの場合のスケジュー

ルについて、12月から3月にかけての

資料のとりまとめは、どういった内

容を想定されていますか。仕様書4-4

で示されている報告書の作成と同意

でしょうか。 

報告書の作成と同意です。 

21 

様式 

工程表 

様式第5号について、工程表は「P-

PFI」、「指定管理＋設置管理許可等

による収益事業」の2パターンで各1

頁ずつ（計A4版2枚）作成するという

理解で相違ないでしょうか。 

お見込みのとおりです。 


