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大阪市建設局  

 

質問に対する回答  

 

案件名称  御堂筋および鶴見緑地の将来ビジョン実現に向けた検討業務委託  

 

番号  質問  回答  

No.1 

 

【質問１】  

技術提案説明書の４頁、「①配置予定技

術者の資格」の〈照査技術者〉におい

て、「オの従事経験をもつ者」とあるが、

「オ」とは何を示しますか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問２】  

技術提案説明書の５頁、「③配置予定技

術者の手持ち業務量」について、「参加

表明時点での手持ち業務量」とあるが、

参加表明時点とは、２月９日（水）時

点という理解でよろしいでしょうか。  

【質問１】  

技術提案説明書の４頁の〈照査技術者〉に

おいて、記載内容に誤りがありました。  

正しい記載は次のとおりです。  

 

〈照査技術者〉  

下記ア～エの資格をもつ者のうちいずれか

一つ以上に該当する者とする。  

 

上記回答にあたり、技術提案説明書を修正

しております。なお、修正内容については、

本回答 p５をご確認下さい。  

 

【質問２】  

技術提案説明書の５頁、「③配置予定技術者

の手持ち業務量」について、参加表明時点

（２月９日（水）時点）での手持ち業務量

としますが、本業務は令和４年度業務であ

り、令和３年度中に完成または完成見込み

の業務は手持ち業務量に含めないものとし

ます。  

２月９日（水）時点の手持ち業務量のうち、

来年度も引続き継続する業務のみ記載して

ください。  

 

上記回答にあたり、技術提案説明書を修正

しております。修正内容については、本回

答ｐ６をご確認ください。  
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No.2-1 

技術提案説明書  p.5 

③配置予定技術者の手持ち業務量  

 

(1)「一つの担当技術者の枠に対して、

２名以上の担当技術者を配置しようと

する場合、～最も低い者の評価点を採

用する。」というのは、担当技術者１相

当に複数名、担当技術者２相当に複数

名を配置する場合でしょうか。  

 

 

(2)担当技術者の評価方法について、ご

教示ください。（担当技術者の配点が評

価表の中で見つけられていません）  

 

 

 

(3)管理技術者＝１名（規定業務１・２

とも実績あり）、担当技術者１＝１名

（規定業務１実績あり）、担当技術者２

＝１名（規定業務２実績あり）、担当技

術者３以降＝複数名（実績なし）の場

合は、参加資格を満たしますか。  

 

(4)共同企業体を結成する場合の担当

技術者の評価方法について、ご教示く

ださい。（担当技術者の配点が評価表の

中で見つけられていません）  

 

(5)規定業務１・２の実績を有しない企

業を、共同企業体の構成員とすること

は可能ですか（代表者は規定業務の実

績を有する）。またその場合の評価方法

についてご教示ください。  

技術提案説明書  p.5 

③配置予定技術者の手持ち業務量  

 

(1)担当技術者の配点については、参加表明

時の資格審査基準としてのみ活用してお

り、技術提案書を特定するための評価基準

としては使用しておりません。  

上記回答にあたり、技術提案説明書を修正

しております。修正内容については、本回

答ｐ６をご確認ください。  

 

(2) 担当技術者の配点については、参加表

明時の資格審査基準としてのみ活用してお

り、技術提案書を特定するための評価基準

としては使用しておりません。  

 

 

(3) 管理技術者＝１名（規定業務１・２と

も実績あり）、担当技術者１＝１名（規定業

務１実績あり）、担当技術者２＝１名（規定

業務２実績あり）、担当技術者３以降＝複数

名（実績なし）の場合は、参加資格を満た

します。  

 

(4)共同企業体を結成する場合の技術者の

評価項目については設定しておりません。  

 

 

 

(5)共同企業体の構成員代表者が規定業務

１・２の実績を有していれば、規定業務１・

２の実績を有していない企業を共同企業体

の構成員とすることは可能です。  

評価方法は、別紙 B のとおりです。  

No.2-2 

技術提案説明書  p.6 

3) 参加表明書等の内容の留意事項  

 

「業務実施体制」の⑤で、「共同企業体

により業務を実施する場合には、代表

者が各技術者を配置すること」とあり

ますが、これは、代表者が責任もって

技術者を配置するという意味と捉えて

よろしかったでしょうか。  

「業務実施体制」の⑤で、「共同企業体によ

り業務を実施する場合には、代表者が各技

術者を配置すること」とは、代表者が管理

技術者を配置することを意味しています。  

 

上記回答にあたり、技術提案説明書を修正

しております。修正内容については、本回

答ｐ7 をご確認ください。  
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No.2-3 

参加表明提出書類  

 様式－４および５  

 

様式-4 と様式-5 は、担当技術者１、

担当技術者２以外の、配置技術者全員

分が必要ですか。  

参加表明提出書類  

 様式－４および５  

 

様式-4 と様式-5 は、担当技術者１、担当

技術者２、それ以外の担当技術者も含め、

配置技術者全員分の提出をお願いいたしま

す。  

No.2-4 

参加表明提出書類  

 様式－6 の 2 

 

参加表明提出時点において、様式 -6-2

の「業務委託特別共同企業体協定書第

8 条に基づく協定書」について、見積

もりの積算が完了していないため、分

担業務額の金額は空欄でも構いません

か。 

参加表明提出書類  

 様式－6 の 2 

 

参加表明提出時点において、様式 -6-2 の

「業務委託特別共同企業体協定書第 8 条に

基づく協定書」について、分担業務額の金

額は空欄提出でも可能としますが、技術提

案書提出時には分担業務額が記入されたも

のの提出をお願いします。  

No.3-1 

技術提案説明書  p.6 

3) 参加表明書等の内容の留意事項  

 

「予定技術者の経歴等」で、配置予定

技術者の保有資格の証するものの写し

は、添付する必要はありませんか。  

技術提案説明書  p.6 

3) 参加表明書等の内容の留意事項  

 

「予定技術者の経歴等」については、p.6

に記載の留意事項のほか、p.20 の様式-4

に従って記載してください。  

様式-4 の下部に記載のとおり、配置予定技

術者の資格を証する書面の写しの添付は必

要です。  

No.3-2 

参加表明提出書類    様式－３  

 

「主任技術者」は、管理技術者とは異

なる立場の技術者ですか。どのような

技術者を充てるべきか、ご教示くださ

い。  

参加表明提出書類    様式－３  

 

本募集において配置を求めているのは、管

理技術者および照査技術者、担当技術者で

す。  

主任技術者の配置は求めておりませんの

で、空欄若しくは斜線を引いて提出してく

ださい。  

No.4-1 

【規定業務】について   

１．新技術の実装に向けた検討業務（ス

マートシティ、モビリティ、MaaS 等）  

について、（スマートシティ、モビリテ

ィ、MaaS 等）は同一業務での実績を

保有が条件でしょうか。   

それとも（スマートシティ、モビリテ

ィ、MaaS 等）は別業務毎の実績での

提示でも可能でしょうか。   

上記について考え方を御教示いただけ

規定業務１の新技術の実装に向けた検討業

務（スマートシティ、モビリティ、MaaS

等）ですが、カッコ内に示しているスマー

トシティやモビリティ、MaaS については、

新技術の例示として示しております。  

 

業務実績として、カッコ内で例示するよう

な、新技術の実装に向けた検討業務を履行

したことが分かれば、新技術の種類の数に

ついては不問です。  
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ないでしょうか。   

No.4-2 

【規定業務】について   

１．新技術の実装に向けた検討業務（ス

マートシティ、モビリティ、MaaS 等）  

２．市民ニーズ調査やアンケート等の

企画立案業務  について、同一業務での

実績を保有が条件でしょうか。   

それとも別業務毎の実績での提示でも

可能でしょうか。   

上記について考え方を御教示いただけ

ないでしょうか。   

 

規定業務として求めている２つの業務につ

いては、同一業務で２つの規定業務を実施

していただいた実績であっても、２つの業

務でそれぞれの規定業務を実施していただ

いた実績であっても、どちらの場合でも規

定業務実績を満足します。  

 

【規定業務】  

１．新技術の実装に向けた検討業務（スマ

ートシティ、モビリティ、MaaS 等）   

２．市民ニーズ調査やアンケート等の企画

立案業務  

 

No.4-3 

技術提案書の提出者に必要とされる要

件について   

平成  23 年度以降に完了した次に示

す「規定業務１、２」全てについて   

元請実績を有していること。と記載が

ありますが、   

民間での契約実績の提示でも可能でし

ょうか。   

上記について考え方を御教示いただけ

ないでしょうか。   

 

本業務の規定業務の業務実績については、

官公庁発注業務に限らず、民間発注業務の

受注実績についても対象としております。  
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技術提案説明書 該当ページ ｐ４ 

修正前 修正内容（見え消し） 修正後 

 

 

  

 

  

【規定業務】 

  １．新技術の実装に向けた検討業務（スマートシティ、モビリティ、MaaS 等） 

  ２．市民ニーズ調査やアンケート等の企画立案業務 

 

２）配置予定技術者に対する要件は、以下のとおりとする。 

 

  ① 配置予定技術者の資格 

各配置予定技術者は、所属する組織との直接的な雇用関係を有している者であり、それぞれ以下

の資格を有する者とする。なお、外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締約国

その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）については、あ

らかじめ技術士相当またはＲＣＣＭ相当との国土交通大臣認定（総合政策局建設振興課）を受けて

いる必要がある。 

 

＜管理技術者＞ 

下記ア～エの資格のうちいずれか一つ以上に該当する者とする。 

ア．技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を「都市および地方計画」

とするものに限る）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

イ．技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門（選択科目を「都市および地

方計画」とするものに限る）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

ウ．上記ア・イと同等の能力と経験を有する者。（ただし、国土交通大臣（旧建設大臣）が同程度

の知識及び技術を有する者と認定した者。） 

エ．RCCM（都市計画及び地方計画部門）の資格を有し、登録を受けている者。 

 

＜照査技術者＞ 

下記ア～エの資格またはオの従事経験をもつ者のうちいずれか一つ以上に該当する者とする。 

ア．技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を「都市および地方計画」

とするものに限る）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

イ．技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門（選択科目を「都市および地

方計画」とするものに限る）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

ウ．上記ア・イと同等の能力と経験を有する者。（ただし、国土交通大臣（旧建設大臣）が同程度

の知識及び技術を有する者と認定した者。） 

エ．RCCM（都市計画及び地方計画部門）の資格を有し、登録を受けている者。 

 

①  配置予定技術者の業務実績 

   管理技術者・担当技術者１・担当技術者２の中に、平成 23 年度以降に、次に示す「規定業務

１、２」全てについて（共同企業体での参加の場合、共同企業体の代表者に所属する技術者とし

て）元請として従事した実績を持つ者を少なくとも一人以上配置すること。 

「規定業務１、２」を同一技術者で従事した実績を有する場合はその技術者を、別々の技術者で

従事した実績を有する場合は各技術者を配置すれば、いずれも条件を満たすものとする。 

また、１つの契約業務に「規定業務１、２」が含まれている場合も、２つ分の業務として扱い 

【規定業務】 

  １．新技術の実装に向けた検討業務（スマートシティ、モビリティ、MaaS 等） 

  ２．市民ニーズ調査やアンケート等の企画立案業務 

 

２）配置予定技術者に対する要件は、以下のとおりとする。 

 

  ① 配置予定技術者の資格 

各配置予定技術者は、所属する組織との直接的な雇用関係を有している者であり、それぞれ以下

の資格を有する者とする。なお、外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締約国

その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）については、あ

らかじめ技術士相当またはＲＣＣＭ相当との国土交通大臣認定（総合政策局建設振興課）を受けて

いる必要がある。 

 

＜管理技術者＞ 

下記ア～エの資格のうちいずれか一つ以上に該当する者とする。 

ア．技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を「都市および地方計画」

とするものに限る）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

イ．技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門（選択科目を「都市および地

方計画」とするものに限る）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

ウ．上記ア・イと同等の能力と経験を有する者。（ただし、国土交通大臣（旧建設大臣）が同程度

の知識及び技術を有する者と認定した者。） 

エ．RCCM（都市計画及び地方計画部門）の資格を有し、登録を受けている者。 

 

＜照査技術者＞ 

下記ア～エの資格またはオの従事経験をもつ者のうちいずれか一つ以上に該当する者とする。 

ア．技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を「都市および地方計画」

とするものに限る）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

イ．技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門（選択科目を「都市および地

方計画」とするものに限る）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

ウ．上記ア・イと同等の能力と経験を有する者。（ただし、国土交通大臣（旧建設大臣）が同程度

の知識及び技術を有する者と認定した者。） 

エ．RCCM（都市計画及び地方計画部門）の資格を有し、登録を受けている者。 

 

② 配置予定技術者の業務実績 

   管理技術者・担当技術者１・担当技術者２の中に、平成 23 年度以降に、次に示す「規定業務

１、２」全てについて（共同企業体での参加の場合、共同企業体の代表者に所属する技術者とし

て）元請として従事した実績を持つ者を少なくとも一人以上配置すること。 

「規定業務１、２」を同一技術者で従事した実績を有する場合はその技術者を、別々の技術者で

従事した実績を有する場合は各技術者を配置すれば、いずれも条件を満たすものとする。 

また、１つの契約業務に「規定業務１、２」が含まれている場合も、２つ分の業務として扱い、 

【規定業務】 

  １．新技術の実装に向けた検討業務（スマートシティ、モビリティ、MaaS 等） 

  ２．市民ニーズ調査やアンケート等の企画立案業務 

 

２）配置予定技術者に対する要件は、以下のとおりとする。 

 

  ① 配置予定技術者の資格 

各配置予定技術者は、所属する組織との直接的な雇用関係を有している者であり、それぞれ以下

の資格を有する者とする。なお、外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締約国

その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）については、あ

らかじめ技術士相当またはＲＣＣＭ相当との国土交通大臣認定（総合政策局建設振興課）を受けて

いる必要がある。 

 

＜管理技術者＞ 

下記ア～エの資格のうちいずれか一つ以上に該当する者とする。 

ア．技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を「都市および地方計画」

とするものに限る）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

イ．技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門（選択科目を「都市および地

方計画」とするものに限る）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

ウ．上記ア・イと同等の能力と経験を有する者。（ただし、国土交通大臣（旧建設大臣）が同程度

の知識及び技術を有する者と認定した者。） 

エ．RCCM（都市計画及び地方計画部門）の資格を有し、登録を受けている者。 

 

＜照査技術者＞ 

下記ア～エの資格のうちいずれか一つ以上に該当する者とする。 

ア．技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を「都市および地方計画」

とするものに限る）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

イ．技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門（選択科目を「都市および地

方計画」とするものに限る）とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 

ウ．上記ア・イと同等の能力と経験を有する者。（ただし、国土交通大臣（旧建設大臣）が同程度

の知識及び技術を有する者と認定した者。） 

エ．RCCM（都市計画及び地方計画部門）の資格を有し、登録を受けている者。 

 

② 配置予定技術者の業務実績 

   管理技術者・担当技術者１・担当技術者２の中に、平成 23 年度以降に、次に示す「規定業務

１、２」全てについて（共同企業体での参加の場合、共同企業体の代表者に所属する技術者とし

て）元請として従事した実績を持つ者を少なくとも一人以上配置すること。 

「規定業務１、２」を同一技術者で従事した実績を有する場合はその技術者を、別々の技術者で

従事した実績を有する場合は各技術者を配置すれば、いずれも条件を満たすものとする。 

また、１つの契約業務に「規定業務１、２」が含まれている場合も、２つ分の業務として扱い 
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技術提案説明書 該当ページ ｐ５ 

修正前 修正内容（見え消し） 修正後 

  
 

 

  

条件を満たすものとする。 

 

【規定業務】 

  １．新技術の実装に向けた検討業務（スマートシティ、モビリティ、MaaS 等） 

  ２．市民ニーズ調査やアンケート等の企画立案業務 

 

③ 配置予定技術者の手持ち業務量 

参加表明時点での手持ち業務量 

＜管理技術者、担当技術者＞ 

全ての手持ち業務（管理技術者あるいは担当技術者となっている他の業務のうち５００万円以上

の業務）の契約金額の合計が 5 億円未満かつ件数が１０件未満である者。 

 

   ※ なお、記載に当たっては、以下の事項に留意すること。 

・ 一つの担当技術者の枠に対して、２名以上の担当技術者を配置しようとする場合は、それらの担

当技術者について記載することは差し支えないが、評価点は記載された担当技術者のうち、最も

低い者の評価点を採用する。 

・ 共同企業体を結成している場合は、各構成員が配置する担当技術者の評価点の平均点を採用する。

ただし、各構成員が実施する分担業務の割合は考慮しないものとし、平均点は単純計算により算

出する。 

 

４．参加表明 

 １）提出書類 

   参加希望の者は、掲示の日から令和４年２月９日（水）１７時３０分までに、大阪市建設局企画

部工務課（工事監理担当）まで①～⑤を持参により提出すること。なお、共同企業体での参加を希

望する場合は⑥⑦も提出すること。 

① 参加表明書（様式―１）  

② 企業の業務実績書（様式―２）  

③ 業務実施体制書（様式―３） 

④ 配置予定技術者経歴書（様式―４） 

⑤ 配置予定技術者実績書（様式―５） 

⑥ 業務委託特別共同企業体結成届（様式－６の１） 

⑦ 業務委託特別共同企業体協定書（様式－６の２） 

    

２）参加表明書等の作成方法 

   参加表明書及びその他必要書類は様式－１～６（A４判）に示されるとおりとする。なお文字サイ

ズは１０ポイント以上とする。 

条件を満たすものとする。 

 

【規定業務】 

  １．新技術の実装に向けた検討業務（スマートシティ、モビリティ、MaaS 等） 

  ２．市民ニーズ調査やアンケート等の企画立案業務 

 

③ 配置予定技術者の手持ち業務量 

参加表明時点（令和４年２月９日（水）時点）での手持ち業務量 

（但し、令和４年３月３１日までに完成見込みの業務については、手持ち業務量に含めない） 

 

＜管理技術者、担当技術者＞ 

全ての手持ち業務（管理技術者あるいは担当技術者となっている他の業務のうち５００万円以上

の業務）の契約金額の合計が 5 億円未満かつ件数が１０件未満である者。 

 

   ※ なお、記載に当たっては、以下の事項に留意すること。 

・ 一つの担当技術者の枠に対して、２名以上の担当技術者を配置しようとする場合は、それらの担

当技術者について記載することは差し支えないが、評価点は記載された担当技術者のうち、最も

低い者の評価点を採用する。 

・ 共同企業体を結成している場合は、各構成員が配置する担当技術者の評価点の平均点を採用する。

ただし、各構成員が実施する分担業務の割合は考慮しないものとし、平均点は単純計算により算

出する。 

 

４．参加表明 

 １）提出書類 

   参加希望の者は、掲示の日から令和４年２月９日（水）１７時３０分までに、大阪市建設局企画

部工務課（工事監理担当）まで①～⑤を持参により提出すること。なお、共同企業体での参加を希

望する場合は⑥⑦も提出すること。 

① 参加表明書（様式―１）  

② 企業の業務実績書（様式―２）  

③ 業務実施体制書（様式―３） 

④ 配置予定技術者経歴書（様式―４） 

⑤ 配置予定技術者実績書（様式―５） 

⑥ 業務委託特別共同企業体結成届（様式－６の１） 

⑦ 業務委託特別共同企業体協定書（様式－６の２） 

    

２）参加表明書等の作成方法 

   参加表明書及びその他必要書類は様式－１～６（A４判）に示されるとおりとする。なお文字サイ

ズは１０ポイント以上とする。 

条件を満たすものとする。 

 

【規定業務】 

  １．新技術の実装に向けた検討業務（スマートシティ、モビリティ、MaaS 等） 

  ２．市民ニーズ調査やアンケート等の企画立案業務 

 

③ 配置予定技術者の手持ち業務量 

参加表明時点（令和４年２月９日（水）時点）での手持ち業務量 

（但し、令和４年３月 31 日までに完成見込みの業務については、手持ち業務量に含めない） 

 

＜管理技術者、担当技術者＞ 

全ての手持ち業務（管理技術者あるいは担当技術者となっている他の業務のうち５００万円以上

の業務）の契約金額の合計が 5 億円未満かつ件数が１０件未満である者。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

４．参加表明 

 １）提出書類 

   参加希望の者は、掲示の日から令和４年２月９日（水）１７時３０分までに、大阪市建設局企画

部工務課（工事監理担当）まで①～⑤を持参により提出すること。なお、共同企業体での参加を希

望する場合は⑥⑦も提出すること。 

① 参加表明書（様式―１）  

② 企業の業務実績書（様式―２）  

③ 業務実施体制書（様式―３） 

④ 配置予定技術者経歴書（様式―４） 

⑤ 配置予定技術者実績書（様式―５） 

⑥ 業務委託特別共同企業体結成届（様式－６の１） 

⑦ 業務委託特別共同企業体協定書（様式－６の２） 

    

２）参加表明書等の作成方法 

   参加表明書及びその他必要書類は様式－１～６（A４判）に示されるとおりとする。なお文字サイ

ズは１０ポイント以上とする。 
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技術提案説明書 該当ページ ｐ６ 

修正前 修正内容（見え消し） 修正後 

 
  

 

 

３）参加表明書等の内容の留意事項 

記載事項 内容に関する留意事項 

企業の過去 10 年間

の規定業務に関する

実績 

・参加表明書の提出者が過去に受託した３．１)に規定する業務の実績に

ついて 1 件以上記載する。 

・記載する業務は平成 23 年度以降に完了した元請による業務とする。 

・企業が業務を実施したことを証明できる契約書、TECRIS、特記仕様書

などの写しを添付すること。また、必要に応じて業務の内容が分かる成

果品の一部または全部も添付すること。 

・記載様式は様式－２とし、図面、写真等を引用する場合も含め、１枚以

内に記載する。 

業務実施体制 ・各配置予定技術者の兼任は認めないものとする。 

・共同企業体により業務を実施する場合は、次の事項に留意の上、業務分

担について記載すること。備考欄に共同企業体の構成員である旨を記

載するとともに、企業名等を記述すること。また、代表者はその旨を記

載すること。 

① 共同企業体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するもの

とし、必要以上に細分化しないこと。 

② 各構成員は、実施する分担業務に応じて１名以上の担当技術者を配

置すること。 

③ 各構成員が実施する分担業務に照査が必要となる場合には、当該分

担業務を実施する各構成員が照査技術者を配置すること。 

④ １つの分担業務を複数の構成員が共同して実施することは認めら

れない。 

⑤共同企業体により業務を実施する場合には、代表者が各管理技術者

を配置すること。 

・他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合または

学識経験者等の協力を得て業務を実施する場合は、備考欄にその旨を

記載するとともに再委託先または協力先、その理由（企業の技術的特徴

等）を記載すること。ただし、業務の主たる部分を再委託してはならな

い。 

・記載様式は様式―３とする。 

予定技術者の経歴等 ・配置予定の各技術者について、経歴等を記載する。 

・規定業務の実績を１件以上記載する。なお、平成 23 年度以降に完了し

た元請による業務を対象とする。 

・参加表明書の提出者以外が受託した業務実績を記載する場合は、当該業

務を受託した企業名等を記載すること。 

・記載様式は様式―４とする。 

・各配置予定技術者の所属する組織との直接的な雇用関係を有する者で

あることを証するものの写しを添付すること。 

 

３）参加表明書等の内容の留意事項 

記載事項 内容に関する留意事項 

企業の過去 10 年間

の規定業務に関する

実績 

・参加表明書の提出者が過去に受託した３．１)に規定する業務の実績に

ついて 1 件以上記載する。 

・記載する業務は平成 23 年度以降に完了した元請による業務とする。 

・企業が業務を実施したことを証明できる契約書、TECRIS、特記仕様書

などの写しを添付すること。また、必要に応じて業務の内容が分かる成

果品の一部または全部も添付すること。 

・記載様式は様式－２とし、図面、写真等を引用する場合も含め、１枚以

内に記載する。 

業務実施体制 ・各配置予定技術者の兼任は認めないものとする。 

・共同企業体により業務を実施する場合は、次の事項に留意の上、業務分

担について記載すること。備考欄に共同企業体の構成員である旨を記

載するとともに、企業名等を記述すること。また、代表者はその旨を記

載すること。 

① 共同企業体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するもの

とし、必要以上に細分化しないこと。 

② 各構成員は、実施する分担業務に応じて１名以上の担当技術者を配

置すること。 

③ 各構成員が実施する分担業務に照査が必要となる場合には、当該分

担業務を実施する各構成員が照査技術者を配置すること。 

④ １つの分担業務を複数の構成員が共同して実施することは認めら

れない。 

⑤共同企業体により業務を実施する場合には、代表者が管理技術者を

配置すること。 

・他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合または

学識経験者等の協力を得て業務を実施する場合は、備考欄にその旨を

記載するとともに再委託先または協力先、その理由（企業の技術的特徴

等）を記載すること。ただし、業務の主たる部分を再委託してはならな

い。 

・記載様式は様式―３とする。 

予定技術者の経歴等 ・配置予定の各技術者について、経歴等を記載する。 

・規定業務の実績を１件以上記載する。なお、平成 23 年度以降に完了し

た元請による業務を対象とする。 

・参加表明書の提出者以外が受託した業務実績を記載する場合は、当該業

務を受託した企業名等を記載すること。 

・記載様式は様式―４とする。 

・各配置予定技術者の所属する組織との直接的な雇用関係を有する者で

あることを証するものの写しを添付すること。 

 

３）参加表明書等の内容の留意事項 

記載事項 内容に関する留意事項 

企業の過去 10 年間

の規定業務に関する

実績 

・参加表明書の提出者が過去に受託した３．１)に規定する業務の実績に

ついて 1 件以上記載する。 

・記載する業務は平成 23 年度以降に完了した元請による業務とする。 

・企業が業務を実施したことを証明できる契約書、TECRIS、特記仕様書

などの写しを添付すること。また、必要に応じて業務の内容が分かる成

果品の一部または全部も添付すること。 

・記載様式は様式－２とし、図面、写真等を引用する場合も含め、１枚以

内に記載する。 

業務実施体制 ・各配置予定技術者の兼任は認めないものとする。 

・共同企業体により業務を実施する場合は、次の事項に留意の上、業務分

担について記載すること。備考欄に共同企業体の構成員である旨を記

載するとともに、企業名等を記述すること。また、代表者はその旨を記

載すること。 

① 共同企業体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するもの

とし、必要以上に細分化しないこと。 

② 各構成員は、実施する分担業務に応じて１名以上の担当技術者を配

置すること。 

③ 各構成員が実施する分担業務に照査が必要となる場合には、当該分

担業務を実施する各構成員が照査技術者を配置すること。 

④ １つの分担業務を複数の構成員が共同して実施することは認めら

れない。 

⑤共同企業体により業務を実施する場合には、代表者が各技術者を配

置すること。 

・他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合または

学識経験者等の協力を得て業務を実施する場合は、備考欄にその旨を

記載するとともに再委託先または協力先、その理由（企業の技術的特徴

等）を記載すること。ただし、業務の主たる部分を再委託してはならな

い。 

・記載様式は様式―３とする。 

予定技術者の経歴等 ・配置予定の各技術者について、経歴等を記載する。 

・規定業務の実績を１件以上記載する。なお、平成 23 年度以降に完了し

た元請による業務を対象とする。 

・参加表明書の提出者以外が受託した業務実績を記載する場合は、当該業

務を受託した企業名等を記載すること。 

・記載様式は様式―４とする。 

・各配置予定技術者の所属する組織との直接的な雇用関係を有する者で

あることを証するものの写しを添付すること。 
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技術提案説明書 該当ページ ｐ７ 

修正前 修正内容（見え消し） 修正後 

  

 

 

予定技術者の過去

10 年間の規定業務

実績 

・配置予定の技術者が過去に従事した、規定業務の実績について１件毎記

載する。 

・記載する業務は、平成 23 年度以降に完了した元請による業務とする 

・参加表明書の提出者以外が受託した業務実績を記載する場合は、当該業

務を受託した企業名等を記載すること。 

・企業が業務を実施したことを証明できる契約書、TECRIS、特記仕様書な

どの写しを添付すること。また、必要に応じて業務の内容がわかる成果

品の一部または全部も添付すること。 

・記載する様式は様式‐５とし、図面、写真等を引用する場合も含めＡ４

判１枚以内に記載する。 

  

４）参加表明書及びその他必要書類の提出方法、提出先及び提出期限 

① 提出方法 

参加表明書等は、提出書類確認のため、持参することとする。 

   ② 提出先 

     〒559－0034 

     大阪市住之江区南港北２－１－１０ ATC ビル ITM 棟６階 

大阪市建設局企画部工務課（工事監理担当） 

②提出期限 

     令和４年２月９日（水）１７時３０分  

④ 返信用封筒 

     選定または非選定通知の返信用封筒として、長形３号封筒に宛先を明記の上、特定記録料金

分を加えた所定の料金（２４２円）の切手を貼って、参加表明書と併せて提出するものとする。 

 

５）参加表明書及びその他必要書類に関する質問の受付および回答 

   ① 質問は、書面（書式自由、Ａ４判とする）により行うこととし、持参、電子メールにより受付

を行う。 

    Ⅰ．質問の受付先 

     〒 ５５９‐００３４ 

     大阪市住之江区南港北２－１－１０ ATC ビル ITM 棟６階 

大阪市建設局企画部工務課（工事監理担当） 

     TEL ０６‐６６１５‐６６６４    

 e メールアドレス：la0083@city.osaka.lg.jp で、件名は「プロポーザル方式についての質問」

とする。受領後、着信確認のメールを送信する。 

Ⅱ．質問の受付期間 

     掲示の日から～令和４年２月２日（水）１７時３０分（必着） 

持参する場合は上記期間の本市の休日を除く 17 時 30 分まで 

   ② 質問に対する回答は、令和４年２月７日（月）より本市建設局のホームページに掲載する。 

 

 

予定技術者の過去

10 年間の規定業務

実績 

・配置予定の技術者が過去に従事した、規定業務の実績について１件毎記

載する。 

・記載する業務は、平成 23 年度以降に完了した元請による業務とする 

・参加表明書の提出者以外が受託した業務実績を記載する場合は、当該業

務を受託した企業名等を記載すること。 

・企業が業務を実施したことを証明できる契約書、TECRIS、特記仕様書な

どの写しを添付すること。また、必要に応じて業務の内容がわかる成果

品の一部または全部も添付すること。 

・記載する様式は様式‐５とし、図面、写真等を引用する場合も含めＡ４

判１枚以内に記載する。 

  

４）参加表明書及びその他必要書類の提出方法、提出先及び提出期限 

① 提出方法 

参加表明書等は、提出書類確認のため、持参することとする。 

   ② 提出先 

     〒559－0034 

     大阪市住之江区南港北２－１－１０ ATC ビル ITM 棟６階 

大阪市建設局企画部工務課（工事監理担当） 

③ 提出期限 

     令和４年２月９日（水）１７時３０分  

④ 返信用封筒 

     選定または非選定通知の返信用封筒として、長形３号封筒に宛先を明記の上、特定記録料金

分を加えた所定の料金（２４２円）の切手を貼って、参加表明書と併せて提出するものとする。 
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