
No. 資料名 頁 項目 質問内容 回答

1 応募説明書 1 ４
応募資格

応募資格について、共同企業体(Ｊ
Ｖ)での参加は可能でしょうか。

共同企業体での参加を可能としますが、その
場合、構成員全てが応募資格を満たすことを
条件とします。
また、構成員は、他の共同企業体の構成員や
他の参加者の再委託予定事業者になることは
できません。

2 応募説明書 2 ６
応募資格
確認申請
の提出
７
提案書の
提出

ＪＶ参加が可能な場合、「６(1)ア
応募資格申請書(様式2)」及び「７
(4)ア提案応募申込書(様式3)」
「イ提案書(様式4)」の署名・捺印
部分は共同企業体(ＪＶ)の代表者
のみの署名・捺印を想定するが、
その理解でよろしいでしょうか。

共同企業体での応募の場合、募資格申請書
(様式2)及び提案応募申込書(様式3)、提案書
(様式4)の署名・捺印部分については、共同
企業体の代表者が署名・捺印し、提出してく
ださい。

3 応募説明書 2 ６
応募資格
確認申請
書の提出
７
提案書の
提出

ＪＶ参加が可能な場合、「６応募
資格確認申請書の提出」時点で
「イ～エ」の書類は共同企業体(Ｊ
Ｖ)を構成するすべての企業の該当
書類を提出し、「７ 提案書の提
出」の時点でＪＶ協定書の写しの
提出を想定するが、その理解でよ
ろしいでしょうか。

共同企業体での応募の場合、応募資格確認申
請書の提出時点で「イ～エ」の書類は共同企
業体を構成する全ての企業の該当書類の提出
とともに、全構成員が共同企業体に参画する
ことに同意していることが分かる書類（結成
届等、様式任意）を１部添付してください。
また、提案書の提出までに、構成員の分担業
務が分かるＪＶ協定書の写しの提出をお願い
します。

4 応募説明書 1 ４
応募資格

共同企業体としての参加が認めら
れない場合、再委託する業務の割
合に上限はありますか。

共同企業体としての参加を可能とするため、
回答を省略します。

5 応募説明書 1 ４
応募資格

調査業務を受託した企業と同一資
本下にある金融機関は、事業化し
た際に事業者に対する出資や融資
等を行うことは可能でしょうか。

具体的な事業内容が決まっていないため、現
時点ではお答えできません。

6 基本仕様書 1 ５
業務内容

地域住民として想定する対象範囲
についてご教示願います。
対象となる地域住民については、
貴市と本業務の受託者が協議した
上で決定するという理解でよろし
いでしょうか。

検討対象地区に隣接する町内会等が想定され
ますが、基本仕様書では特定していません。
本プロポーザルは、既定の予算の中で、どの
ような実施手順や考え方に基づき、どのよう
に地域住民のニーズを確認するのが効果的か
について、提案を求めているものです。
業務の実施にあたっては、選定された提案書
を基に、本市と協議の上、対象とする地域住
民等を決定します。

7 － － － 本事業において、「川の駅」の運
営管理事業者はどのように関わっ
ていくことを想定されています
か。

「川の駅」の運営管理事業者が、本業務に直
接関わることは想定していませんが、現状把
握や民間事業者の参画意欲等の確認業務にお
けるヒアリング先として想定されるのではな
いかと考えます。

8 基本仕様書 1 ５
業務内容

「にぎわい創出に資する水辺の利
活用策の検討」では、国交省が管
理する護岸の構造変更も含めて検
討を行うとの認識でよろしいで
しょうか。

国土交通省が管理する護岸の構造変更が、に
ぎわい創出に資する水辺の利活用策につなが
るのであれば、検討の対象に加えていただい
て構いません。その際は、５⑴にも記載して
いるとおり、法令上の制約等の課題整理が必
要となります。

9 基本仕様書 1 ４
検討対象
地区

検討対象地区の既存工作物（駐輪
場等）について、検討対象地区の
整備に向けて、機能移転や撤去等
を考えているのでしょうか。

本業務において、既存工作物の機能移転等
が、にぎわい創出に資する水辺の利活用策に
つながるとの調査・検討結果となれば、今
後、検討していくことになると考えていま
す。

10 基本仕様書 1 ４
検討対象
地区

検討対象地区内の施設の占用状
況・主体等について教えてくださ
い。

本業務の中で、検討対象地区内の施設の占用
状況・主体等について、現状調査していただ
くことを想定しています。

広島駅周辺の水辺のにぎわいづくりに向けた事業手法等調査・検討業務
基本仕様書等に関する質問と回答（受付順）



No. 資料名 頁 項目 質問内容 回答

広島駅周辺の水辺のにぎわいづくりに向けた事業手法等調査・検討業務
基本仕様書等に関する質問と回答（受付順）

11 基本仕様書 1 ４
検討対象
地区

検討対象地区内の区域の指定状況
（河川区域、道路区域、公園区域
等）について教えてください。

本業務の中で、検討対象地区内の区域の指定
状況（河川区域、道路区域、公園区域等）に
ついて、現状調査していただくことを想定し
ています。

12 基本仕様書 1 ４
検討対象
地区

右岸側や河岸緑地周辺を含めた事
業検討とは、どの程度の範囲まで
を想定されていますでしょうか。

同時に検討することで、検討対象地区のにぎ
わい創出に相乗効果があると考えられる検討
対象地区に隣接する程度の範囲を想定してい
ます。

13 基本仕様書 1 ４
検討対象
地区

検討対象地区内の「川の駅」を発
着点とした舟運を活用したに賑わ
いづくり、イベント・社会実験の
実施や第２の川の駅構想など、水
上交通の活用の機運が高いところ
だと思いますが、そうした背景を
踏まえ、事業検討範囲も既存の水
上交通の運行範囲に含まれる河岸
緑地も想定しているのでしょう
か。

水上交通を活用した事業プランの作成は可能
ですが、今回の検討対象地区は広島駅周辺の
河岸緑地であり、既存の水上交通の運航範囲
全体（例：元安川河岸緑地など）を検討対象
地区と想定していません。

14 基本仕様書 1 ５
業務内容

水辺の利活用案３案以上に対し、
概略設計を実施すると記載があり
ますが、概略設計の具体的な仕様
または成果イメージを示していた
だくことは可能でしょうか。

基本仕様書では、概略設計の具体的な仕様を
設定していません。
本プロポーザルは、既定の予算の中で、どの
ような実施手順や考え方に基づき、どのよう
に概略設計を行うのが効果的かについて、提
案を求めているものです。
業務の実施にあたっては、選定された提案書
を基に、本市と協議の上、具体的な仕様を決
定します。

15 基本仕様書 2 ５
業務内容

イメージパースを作成することに
なっていますが、その仕様の指定
はありますでしょうか。

基本仕様書では、イメージパースの具体的な
仕様を設定していません。
本プロポーザルは、既定の予算の中で、どの
ような実施手順や考え方に基づき、どのよう
にイメージパースを作成するのが効果的かに
ついて、提案を求めているものです。
業務の実施にあたっては、選定された提案書
を基に、本市と協議の上、具体的な仕様を決
定します。

16 様式４ － － 「３従事予定者・能力」について
は、「２実施体制等⑴－１従事予
定者」で記載した担当者すべてに
対して、類似業務実績を記載する
ことでよろしいでしょうか。ま
た、記載すべき件数等の条件はあ
りませんでしょうか。

「２実施体制等⑴－１従事予定者」に記載し
た従事予定者については、全て記載してくだ
さい。ただし、記載すべき件数等に条件はあ
りません。

17 様式４ － － 「５注意事項」において、類似実
績の仕様書等を束ねる等の指示が
ありませんが、貴市他プロポーザ
ルにおいては、仕様書等について
は別冊綴じとし、部数は１部提出
でよろしいでしょうか。

様式以外に提出を求めている提案書に記載し
た業務の仕様書等については、提案書とは別
に１部提出してください。

18 基本仕様書 3 ９
その他

履行期間中に新型コロナウイルス
の影響により、業務の進捗が遅延
した場合、工期延期等の措置は想
定されていますでしょうか。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、想
定したとおりに業務を進められないなど、業
務に支障が生じる場合には、基本仕様書９-
⑸の規定に基づき協議を行った上で、実施方
法を変更するなど、柔軟に対応したいと考え
ています。



No. 資料名 頁 項目 質問内容 回答

広島駅周辺の水辺のにぎわいづくりに向けた事業手法等調査・検討業務
基本仕様書等に関する質問と回答（受付順）

19 基本仕様書 1 ５
業務内容

右岸や河岸緑地を含めた場合、業
務⑷に示される概略設計の対象範
囲にもはいるとの理解でよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。
右岸等を検討対象に含めた場合は、検討対象
とした全体のエリアを概略設計の対象範囲と
してください。

20 基本仕様書 1 ５
業務内容

地域住民に対するヒアリングやア
ンケート調査について、対象の選
定も含む調査方法、有効数の考え
方は提案を基に市と協議で定める
との理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
業務の実施にあたって、選定された提案書を
基に、本市と協議の上、ヒアリングやアン
ケート調査の実施方法等を決定します。

21 基本仕様書 1 ５
業務内容

地域の有志住民については市が選
定されているのでしょうか。又は
業務内で選定するのでしょうか。

本プロポーザルは、既定の予算の中で、どの
ような実施手順や考え方に基づき、どのよう
に地域住民のニーズを確認するのが効果的か
について、提案を求めているものです。
地域の有志住民の選定は、提案書を基に、選
定方法等を本市と協議した上で、業務内で
行っていただきます。

22 基本仕様書 1 ５
業務内容

ここでいう概略設計とは河川区域
の護岸等土木構造物を含む想定で
しょうか。又は事業プランを前提
とし、未整備の電源、上下水道に
係る概略設計との想定でしょう
か。

本業務の成果として、にぎわい創出に資する
事業プランの作成を求めています。にぎわい
を生む水辺の利活用策につながるであれば、
未整備の電源、上下水道だけでなく、河岸区
域の護岸等土木構造物の変更なども概略設計
の対象に成り得ると考えています。その際
は、５⑴にも記載しているとおり、法令上の
制約等の課題整理が必要となります。

23 基本仕様書 1 ５
業務内容

事業実施スケジュールについて、
本事業の供用開始時期の想定があ
れば教えてください。

現段階で想定している供用開始時期等の想定
はありません。本業務の中で、にぎわい創出
に資する事業プランと合わせて、完成時期を
見据えた実施スケジュールを作成してもらい
ます。

24 基本仕様書 1 ５
業務内容

地域住民ニーズの確認における会
合と合わせ、地域の有志住民によ
る会合は最低２回実施するとの理
解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
地域住民のニーズ把握と、事業プランに関す
る意見聴取の際に、それぞれ１回以上は会合
の設定を求めているものです。

25 応募説明書 1 ４
応募資格

再委託予定事業者についても、広
島市内に事業者を有していること
（応募説明書4⑵関連）が必要で
しょうか。また、応募資格確認申
請書に関して、再委託予定事業者
についても、応募説明書6⑴イ、ウ
及びエの書類提出が必要でしょう
か。

再委託する場合の再委託予定事業者について
も、提案事業者に準じ、応募資格⑴～⑸の条
件を全て満たすことを求めますが、広島市内
に事業所を有していることは求めません。
なお、再委託予定事業者については、応募資
格確認申請時点では書類提出は求めず、執行
段階で条件を満たしているか確認させていた
だくこととします。

26 様式４ － － 様式４に記載する類似業務は、履
行期間等の制限はないという理解
でよろしいでしょうか。

記載していただく類似業務について、履行期
間等の制限は設けていません。

27 基本仕様書 1 ５
業務内容

「先進地への視察やヒアリング」
とありますが、先進地は何地域程
度を想定していますか。また、想
定している視察候補地がありまし
たら、ご教示ください。

現段階で、調査地域数や視察候補地は想定し
ていません。
本プロポーザルは、既定の予算の中で、どの
ような実施手順や考え方に基づき、どのよう
に先進地への視察やヒアリングを行うのが効
果的かについて、提案を求めているもので
す。
業務の実施にあたっては、選定された提案書
を基に、本市と協議の上、具体的な先進事例
調査方法等を決定します。
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広島駅周辺の水辺のにぎわいづくりに向けた事業手法等調査・検討業務
基本仕様書等に関する質問と回答（受付順）

28 基本仕様書 1 ５
業務内容

「地域の有志住民を集めた会合」
とありますが、現時点で母体とな
りうる組織またはメンバーがあり
ましたら、ご教示ください。

検討対象地区に隣接する町内会等が想定され
ますが、母体となる組織があるわけではあり
ません。
本プロポーザルは、既定の予算の中で、どの
ような実施手順や考え方に基づき、どのよう
に地域住民のニーズを確認するのが効果的か
について、提案を求めているものです。
業務の実施にあたっては、選定された提案書
を基に、本市と協議の上、具体的な地域住民
ニーズの確認方法等を決定します。

29 基本仕様書 1 ５
業務内容

「幅広い世代の地域住民に対する
ヒアリングやアンケート調査：と
ありますが、具体的な年齢層や人
数の想定がありましたら、ご教示
ください。

具体的な年齢層や人数は想定していません。
本プロポーザルは、既定の予算の中で、どの
ような実施手順や考え方に基づき、どのよう
に幅広い世代の地域住民に対するヒアリング
やアンケート調査を行うのが効果的かについ
て、提案を求めているものです。
業務の実施にあたっては、選定された提案書
を基に、本市と協議の上、具体的な地域住民
ニーズの確認方法等を決定します。

30 基本仕様書 1 ５
業務内容

本項目の企画提案のため、「川の
駅」で実施されたイベントの概要
（主催者、内容、結果報告等）に
ついて、開示いただきたくお願い
いたします。

本市が保有しているイベント情報について
は、必要に応じて、受託者に提供します。
本プロポーザルは、既定の予算の中で、どの
ような実施手順や考え方に基づき、どのよう
に現状把握を行うのが効果的かについて提案
を求めるものであることから、現時点での開
示予定はありません。

31 基本仕様書 1 ５
業務内容

地域の有志住民を集めた会合とい
うことですが、どのエリアの住民
を想定されていますでしょうか。
また、これまでにもこのメンバー
を集めた会合は開催されているの
でしょうか。

検討対象地区に隣接する町内会等が想定され
ますが、本プロポーザルは、既定の予算の中
で、どのような実施手順や考え方に基づき、
どのように地域住民のニーズを確認するのが
効果的かについて、提案を求めているもので
す。
業務の実施にあたって、選定された提案書を
基に、本市と協議の上、対象とする地域住民
等を決定していくことになりますので、現時
点での会合実績はありません。

32 基本仕様書 1 ５
業務内容

アンケート調査について、対象者
の抽出は市が行うのでしょうか。
何件送付予定でしょうか。費用負
担はどのように考えておけばよろ
しいでしょうか。

本業務の委託料の中で、受託者によりアン
ケート対象者の抽出や送付を行っていただき
ます。本プロポーザルは、既定の予算の中
で、どのような実施手順や考え方に基づき、
どのようにアンケート調査を行うのが効果的
かについて、提案を求めているものです。
業務の実施にあたっては、選定された提案書
を基に、本市と協議の上、アンケートの実施
方法等を決定します。

33 基本仕様書 1 ５
業務内容

ヒアリング調査について、誰を対
象と想定されていますでしょう
か。また何件程度を想定されてい
るのでしょうか。

ヒアリング対象者と件数に指定はありませ
ん。本プロポーザルは、既定の予算の中で、
どのような実施手順や考え方に基づき、どの
ようにヒアリング調査を行うのが効果的かに
ついて、提案を求めているものです。
業務の実施にあたっては、選定された提案書
を基に、本市と協議の上、ヒアリング調査の
実施方法等を決定します。



No. 資料名 頁 項目 質問内容 回答

広島駅周辺の水辺のにぎわいづくりに向けた事業手法等調査・検討業務
基本仕様書等に関する質問と回答（受付順）

34 基本仕様書 1 ５
業務内容

イメージパースは何点を必要で
しょうか。

イメージパースは事業プランごとに作成が必
要ですが、作成数までは定めていません。
本プロポーザルは、既定の予算の中で、どの
ような実施手順や考え方に基づき、どのよう
にイメージパースを作成するのが効果的かに
ついて、提案を求めているものです。
業務の実施にあたっては、選定された提案書
を基に、本市と協議の上、イメージパースの
作成数等を決定します。

35 様式４ － － 企画提案部分はＡ３折り込みでも
よろしいでしょうか。

申し訳ありませんが、様式４による提出をお
願いします。なお、必要に応じて各記入欄の
枚数を追加していただいて構いませんが最小
限にとどめ、提案書は可能な限り簡潔にわか
りやすくまとめるよう努めてください。


