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（仮称）浅草地区まちづくりビジョン策定支援等業務委託募集に係る質問及び回答 

 

 （仮称）浅草地区まちづくりビジョン策定支援等業務委託募集に係る質問について、次のとおり回答します。 

番号 
質 問 事 項 

（資料名・ページ・項目） 
質  問  内  容 回  答 

１ 

募集要領 Ｐ１ ２．参加資格 

様式４ 

JV での参加は可能でしょうか？可能な場

合、様式 1～3は代表企業として記載し、様式

4 及び様式 5 で詳細の体制や技術者を説明す

ればよいでしょうか？ 

 JV方式による参加は想定していません。 

２ 

募集要領 Ｐ１ ２．参加資格 

様式４ 

JV ではなく、例えば仕様の一部を協力企業

との体制で実施する場合、様式 4 に必ず記載

しないといけないかどうかご教示いただけま

すでしょうか？ 

仕様の一部を協力企業と実施することは可能です。ただ

し、業務の全部または主要な部分を協力企業に履行させる

ことはできません。また、協力企業との実施体制について

は、様式４に必ず記載する必要があります。 

 ３ 

募集要領 Ｐ２ ４．提出書類

（３）会社概要 

会社概要に記載する業務実績は、募集要領

の予定技術者の経歴等にある業務実績記載可

能要件に該当するもののみが記載できるので

しょうか？それとも自由でしょうか？ 

予定技術者の経歴に関わらず、会社の業務実績として、

①②③の要件をすべて満たすものを記載して下さい。ただ

し、区が要件を満たさないと判断した案件については、評

価対象外です。 

 ４ 

募集要領 Ｐ２ ４．提出書類

（３）会社概要 

業務実績の件数の制限はありますでしょう

か？基本的には枠内に収まる程度の認識でよ

ろしかったでしょうか？ 

様式５の中段に記載のとおり、５件を上限に記入してく

ださい。 
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５ 

募集要領 Ｐ２ ４．提出書類

（３）会社概要 

字数等の影響で複数ページにまたがること

は可能でしょうか？もしくはフォントサイズ

を調整して１枚に収めるべきでしょうか？ 

複数ページに記載していただいて支障ありません。 

６ 

募集要領 Ｐ２ ４．提出書類

（５）予定技術者等の経歴等 

業務実績の要件（①②③）に該当しないも

のの、本業務の遂行上効果的と考えられる実

績や経歴を提示することは可能でしょうか？ 

■業務実績の①②③の要件をすべて満たすものを記載し

て下さい。ただし、区が要件を満たさないと判断した案件

については、評価対象外です。 

７ 

募集要領 Ｐ３ ４．提出書類

（７）企画提案書 

企画提案書等の作成にあたり、仕様書（案）

に記載のある令和 2年度、令和 3 年度に行わ

れた過年度成果を閲覧することはできるので

しょうか？できる場合はその方法等をご教示

いただけますでしょうか？ 

区のホームページにて公開しておりますので、ご覧くだ

さい。 

https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/machidukuri/

chikumachizukuri/asakusamachidukuri.html 

８ 

募集要領 Ｐ３ ４．提出書類

（８）見積書 

見積書には代表者印を押印ということで、

CDROM に収めるデータはスキャンしたもので

よいでしょうか？ 

貴見のとおりです。 

９ 

募集要領 Ｐ３ ４．提出書類

（８）見積書 

見積書には応募者を特定できる表記（企業

名・企業ロゴ等）は記載してあっても問題な

いでしょうか？ 

差し支えありません。 

https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/machidukuri/chikumachizukuri/asakusamachidukuri.html
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/machidukuri/chikumachizukuri/asakusamachidukuri.html
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１０ 

募集要領 Ｐ４ ５．提出方法

等 

別紙１ 日程 

別紙４ 審査基準 

6月 22日（水）正午までに持参提出する一

次審査に用いる書類が、様式 1～5（原本）及

びこれらの PDF ファイルを格納した CDROM と

なりますでしょうか？ 

貴見のとおりです。 

１１ 

募集要領 Ｐ４ ５．提出方法

等 

別紙１ 日程 

別紙４ 審査基準 

一次審査通過者が 7 月 12 日（火）午後 4

時までに持参提出する二次審査に用いる書類

が、様式 6・企画提案書・見積書及びこれら

の PDF ファイルを格納した CDROM となります

でしょうか？ 

貴見のとおりです。 

１２ 

別紙２ 仕様書（案） Ｐ１ 

３．委託内容 ３－１ 新ビジ

ョンの素案及び策定委員会・各

部会資料の作成支援 

令和２年度及び令和３年度の策定委員会、

各部会の開催状況や、地域及びまちづくり団

体、その他関連する住民や主体の意見・提案

等の把握状況をお教えください。 

策定委員会及び各部会は、令和４年度からの開催となり

ます（２年度・３年度は開催していません）。 

なお、地域及びまちづくり団体等の意見の把握として、

２年度・３年度にヒアリングを実施しています。 

１３ 

別紙２ 仕様書（案） Ｐ１ 

３．委託内容 ３－１ 新ビジ

ョンの素案及び策定委員会・各

部会資料の作成支援 

 地元のまちづくり協議会に対するヒアリン

グ等の実施とありますが、「ヒアリング等」に

関して、具体的に想定している内容があれば、

お教えいただければと存じます。 

まちづくり協議会へのヒアリングやワークショップへの

参加などによる情報把握を想定しています。 

また、まちづくりに関して、地元の合意形成などに携わ

った経験のある有識者を選定し、ワークショップへの参加

や助言を実施といった提案なども想定しています。 

１４ 

別紙２ 仕様書（案） Ｐ１ 

３．委託内容 ３－１ 新ビジ

ョンの素案及び策定委員会・各

部会資料の作成支援 

仕様書で想定している地元のまちづくり協

議会との関わり方は、ヒアリング等の実施の

みという理解でよろしいでしょうか。また、

地元のまちづくり協議会が実施するワークシ

ョップの回数・開催時期・対象者・プログラ

ム等をお教えください。 

ヒアリング等の実施については、回答１３に記載のとお

りです。 

ワークショップの回数は、おおむね１０回程度と聞いて

います。開催時期・対象者・プログラム等は、現在調整中

とのことです。 
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１５ 

別紙２ 仕様書（案） Ｐ１ 

３．委託内容 ３－１ 新ビジ

ョンの素案及び策定委員会・各

部会資料の作成支援 

策定委員会及び部会の委員の想定人数をお

教えください。また、策定委員会と部会の委

員は重複しているという理解でよろしいでし

ょうか。 

策定委員会はおおむね４０人、各部会はおおむね２０名

の参加を想定しています。 

策定委員会と部会の委員は、現在調整中ですが、重複し

ない場合もあります。 

１６ 

別紙２ 仕様書（案） Ｐ２ 

３．委託内容 ３－１ 新ビジ

ョンの素案及び策定委員会・各

部会資料の作成支援 

会議想定回数について記載がありますが、

各開催時期の見通しが既にありましたら、お

教えいただければと存じます。 

策定委員会は、令和４年９月頃と令和５年２月頃の開催

を予定しています。また、各部会は令和４年９月頃と令和

５年１月頃を予定しています。なお、状況により日程が前

後する可能性があります。 

１７ 

別紙２ 仕様書（案） Ｐ２ 

３．委託内容 ３－２ 調査 

（１）基礎データの整理 

基礎データの更新に当たり、過年度調査に

おける基礎データ整理のオリジナルデータは

貸与いただけるのでしょうか 

貴見のとおりです。 

１８ 

別紙２ 仕様書（案） Ｐ３ 

３．委託内容 ３－２ 調査 

（１）基礎データの整理 

【更新調査項目】【新規調査項目】はすべて

GIS データ化されていますでしょうか。GIS

データ化されていない項目については、提供

媒体やデータの形式等をお教えください。 

ＧＩＳデータ化されていません。主にＥｘｃｅｌ、ＪＰ

ＥＧ形式による提供の予定です。 

１９ 

別紙２ 仕様書（案） Ｐ４ 

３．委託内容 ３－２ 調査 

（３）その他調査 

その他調査について「なお、策定委員会及

び各部会で使用できるものを提出すること」

とありますが、具体的にはどのようなことか

お教えいただければと存じます。 

公表可能なデータや写真を想定しています。 
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２０ 

別紙２ 仕様書（案） Ｐ４

５．成果品 

成果品の報告書 10部の製本は、くるみ製本

でしょうか。 

また、概要版につきましては、どのような

ボリューム感、仕様のものを想定しているか、

またどのような方が閲覧するイメージである

か等、お教えいただければと存じます。 

製本については、貴見のとおりです。 

概要版のボリューム感や仕様について、特に指定はあり

ませんが、お打ち合わせの上、決定したいと考えています。 

概要版は、区民、事業者、来訪者など広く一般に閲覧さ

れることを想定しています。 

２１ 

その他 第一次審査書類提出の事前に、令和２,３年

度の過年度調査における業務報告書を貸与い

ただくことはできますでしょうか。 

区のホームページにて公開しておりますので、ご覧くだ

さい。 

https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/machidukuri/

chikumachizukuri/asakusamachidukuri.html 
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