
NO 質問内容 回答

1 P1 3参加資格(3)
営業種目の中分類が「イベント、デザイン、諸サービ
スまたはその他の役務の提供」とあるが、すべての
営業種目に登録されている必要があるか。

「イベント、デザイン、諸サービスまたはその他の役
務の提供」のいずれかの営業種目の登録があれば
結構です。

2 P2
6プロポーザル参加申請書の提
出

参加申請書は本社代表者印が必要でしょうか。委任
状で指定している支社の代表者印でも良いでしょう
か。

県の競争入札参加資格者名簿への登録が、見積・
契約権限を支社に委任した形で登録しているのであ
れば、支社の代表者印で結構です。

3

プレゼンテーションの参加人数は何人でしょうか。
オンラインで参加するメンバーがいても問題ないで
しょうか。
プレゼンテーションの方法（発表人数、形式）につい
ては任意でしょうか。
プレゼンテーションの機器をご準備いただく場合の
PCやソフトのバージョンをお知らせください。

参加人数はオンライン参加者を含めて５名までとし
ます。
方法については提出書類による、あるいはプロジェ
クターを用いたプレゼンテーションも可とします。オン
ライン参加に必要な機材、通信環境等は提案者で
準備することし、機材、通信環境の不具合によるトラ
ブル等があっても配慮いたしません。
プレゼンテーションにかかる機器についても、県は電
源とスクリーンを用意しますが、それ以外の機器（パ
ソコン、プロジェクター、通信機器等）については、提
案者で準備願います。

4
提案者ごと30分のタイムスケジュールがあれば教え
てください。配慮しておかなければならない時間配分
があれば教えてください。

プレゼンテーション20分、質疑応答10分です。

5 P4 8審査(1)審査方法
３.提案内容「⑤デザインが美術館にふさわしいもの
となっているか」との項目がありますが、デザインと
はどのデザインを指しているのでしょうか。

VI、什器、印刷物、HPなど、今回の業務全体にわた
るデザインの能力、提案力、考え方等を審査しま
す。

6 3(2)ウェルカム・ゾーン空間構築
ギャラリースペースにも家具配置の提案は可能で
しょうか。どのような用途を想定しているのか教えて
いただきたいです。

県民の方への貸しギャラリーのエリアであり、家具の
配置は考えておりません。

7
3(2)ウェルカム・ゾーン空間構築
①カフェコーナー

カフェの設備、什器および付帯設備費用は別途費用
でよいでしょうか。

別途費用となります。

8 P2
3(2)ウェルカム・ゾーン空間構築
③ショップコーナー

商品量や販売物の想定はありですか。レジなど販売
に関わる設備費用は別途費用でよいでしょうか？

商品量の想定はありません。
販売物については、一般的なミュージアムショップを
想定していますが、当館のコンセプトに沿ったオリジ
ナリティがあると望ましいと考えています。
レジなどの設備費用は別途となります。

近代美術館来館者用空間構築および開館プロモーション業務委託　質問書に対する回答

質問箇所

実施要領

P3 8審査(1)審査方法

P1

仕様書



NO 質問内容 回答質問箇所

9
3(2)ウェルカム・ゾーン空間構築
④ミニギャラリー

展示壁やピクチャーレールは改修工事の範囲でしょ
うか。展示什器とは、展示台の意味でしょうか。

展示壁、ピクチャーレールは改修工事に含まれてい
ます。展示什器は展示台を想定しています。

10
3(2)ウェルカム・ゾーン空間構築
⑤コミュニケーション・ラボ

コミュニケーション・ラボはスペースのみで、機材（音
響設備や映像設備）などは別途費用でしょうか。

機材は別途費用です。

11
3(2)ウェルカム・ゾーン空間構築
⑦ファミリールーム

ファミリールームの設備（おむつ交換台など）はファミ
リールームの図面に既に入っていますが、図面に
入っている設備も代替品として提案してもよいでしょ
うか。
その際には、見積にも入れるべきでしょうか。（建築
工事の区分か、内装工事の区分か知りたいです。）

ファミリールームの設備は、建築工事および設備工
事の区分に含まれます。
代替品をご提案いただくことは問題ありませんが、
実際に対応できるかどうかは、工事予算とスケ
ジュールの兼ね合いによります。
また、基本的に実施するのは建築業者もしくは設備
業者となりますので、見積に反映していただく必要は
ありません。

12

「VI（ビジュアル・アイデンティティ）デザイン」とありま
すが、示す範囲はどこまでで、どのような作業を想定
されていますか。
館名などはどうなるのでしょうか。
名称は「滋賀県立近代美術館」のままでこれまでと
違う新たなロゴマークを作成し、その使用方法や各
ツールへの展開方法を規定するということですか。
それとも新しい美術館のネーミング開発まで含みま
すか。

名称は「滋賀県立近代美術館」から変更する予定は
ありませんが、新たなVIを確立することをめざしてお
り、これまでと違う新たなロゴマークをはじめとしたデ
ザインの作成と各ツールへの展開、その使用方法
の提示などが業務範囲になります。

13

「広報ツール（チラシ、ポスター、ウェブ、告知リーフ
レット、美術館概要紹介リーフレット、令和3年度展覧
会等スケジュール 等）デザイン・制作」とあります
が、印刷は含まない、という認識でよろしいでしょう
か。

印刷経費を含みます。

14
再開館時の目玉となる企画展等は決まっています
か。決まっているようでしたらテーマとスケジュール
をお教えください。

現時点では確定しておりませんので、お示しできま
せん。

15

美術館の再開館が2021年度中早期を想定とのこと
で、契約期間が2021年3月31日となってますが、オー
プニングイベントの企画・実施については契約終了
後ということになりますか。オープニングイベントの実
施については本プロポーザルの予算に含まれるの
でしょうか。

2021年３月31日までに実施するプレイベント等につ
いては、企画から実施までとなりますが、開館時のイ
ベントについては、来年度に改めて受託者選定手続
きを行ったうえで、契約し、実施することとなります。

P2

仕様書

P3

3(2)広報・宣伝のディレクションお
よび実施
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16 P3
3(3)全館案内表示のデザインと設
置

館外（屋外）サインについての記載がありませんが、
館内のサインに限った提案で良いでしょうか。改修
工事でベースや基礎のコルトン、吊り具などの設定
はありますでしょうか。

業務の範囲として想定しているのは美術館の敷地
内（館内外）のサイン表示です。
改修工事にサイン関連の工事は含まれませんの
で、必要な工事費用は見積もっていただく必要があ
ります。

17 既存サーバーの仕様をお教えください。 現在はレンタルサーバを使用しています。

18

「サイト構築（サーバー設定、CMS設定、セキュリティ
構築）」とありますが、サーバーは既存サーバーを活
用、FTP接続で遠隔作業ができると考えてよろしいで
すか。

サーバは既存でも新規でも構いません。FTP接続で
の遠隔作業をしていただくことは可能です。

19

「データベース（他社委託）との連携」とありますが、
どのような用途・使用方法を想定されておられます
か。
現状の収蔵品データベースと同等の使い方ができ
ればよろしいですか。

データベースは作品の保存・管理・研究上必要な情
報をまとめたアーカイブとして整備し、その一部を一
般の利用者に向けて公開するものして計画していま
す。
よって、データベースはHPとは全く別のシステムとな
ります。
HP上にはデータベースの入り口となる扉ページを作
成していただき、データベースの仕様上可能であれ
ば、検索ページ、検索結果ページなどを、HP側のデ
ザインで統一できるところはそろえるなど、連携した
いと考えております。

20
サーバー契約、メンテナンス費用などランニングコス
トは含まず、初期導入制作費用との認識で良いで
しょうか。

ここで見積もっていただくのは初期導入制作費用と
なりますが、質疑の中でランニングコストについても
確認させていただくことはあり得るとお考え下さい。

21 3(5)コミュニケーションプログラム 開催回数の想定はありますでしょうか。 回数についての想定はありません。

22

提案する管理運営事業者が滋賀県内の事業者の場
合、県内に本店を有する事業者という評価項目にあ
たりますか。それとも幹事社又はコンソーシアムの
構成員に入っていなければ加点対象にならないで
しょうか。

評価項目における「県内に本店を有する事業者」に
ついては、当プロポーザルに参加する提案者のこと
であり、つまり単独企業等またはコンソーシアムの幹
事社のことを指しております。

23
ウェルカム・ゾーンの管理運営事業者の提案をする
にあたって、リニューアル前の来館者数を月別にご
教示ください。

別表のとおりです。
なお、数字は延べ人数であり、実人数は来館者数と
してまとめている数字の６～７割程度と思われます。

24
ウェルカム・ゾーンの管理運営事業者の提案をする
にあたって、想定される仕様書があればお示しくださ
い。

仕様書はありません。

仕様書

3(6)ウェルカム・ゾーン管理運営
事業者の提案

P4

3(4)ウェブサイトの全面リニューア
ル
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25
条件提示等ができないので、実際に受託いただける
かの確認はできていない状態で、あくまで候補として
のご提案で問題ないでしょうか。

県として現時点で契約締結を約束できないこと、詳
細の仕様等の条件が明らかでないことなどから、あ
くまで候補であり、受託の確約を得ることまでは求め
ませんが、来年度、業者選定に向けた仕様書の作
成等において、相談など御協力をお願いすることが
想定されるため、少なくとも関心を持って臨んでいた
だける事業者と考えております。

26 費用などの提示の必要はありますでしょうか。 費用の提示の必要はありません。

27

新しい美術館の当初の構想では「近代・現代美術」
「仏教・神道美術」　「アール・ブリュット」の3つを柱に
していたと思いますが、今回の再開館では、これま
での所蔵品である「近代・現代美術」を柱としたこれ
までの美術館の方針のまま変更はないということで
しょうか。

再開館後の近代美術館では「近代・現代美術」に加
え、「アール・ブリュット」の作品を収蔵、常設展示し
ます。
なお、「仏教美術」については、企画展等での展示を
予定しております。

28 館内にあったＹチェアとPK20の数を教えてください。

修理が必要なものも含めて、美術館に現存する数は
以下のとおりです。
・Yチェア　48脚
・PK20　　20脚

29 館内の内覧は可能でしょうか。 工事中のため、館内の内覧はできません。

30
館内特にウィルカムゾーンをイメージできる写真もし
くはカラーパースを頂戴出来ないでしょうか。

美術館の開館当時のエントランスホールの写真を示
します。なお、工事後は天井形状、照明などは変更
されるため、あくまで参考として下さい。
また、授乳室のカラーパースも示します。

31

開館後のイメージとして、近代美術、仏教美術、アー
ル・ブリュットが主なコンテントとなると思います。年
間のスケジュールで各コンテンツの展示期間や展示
量のボリュームはどのくらいでしょうか。

現時点では確定しておりませんので、お示しできま
せん。

32
ウェルカムゾーンあたりに配置されるであろう、チ
ケット売り場は既存のままでしょうか。

既存のままです。

その他

仕様書
3(6)ウェルカム・ゾーン管理運営
事業者の提案

P4


