令和２年１月 10 日
質問回答書
御嵩町新庁舎等建設基本設計・実施設計業務委託公募型プロポーザルの技術
提案書に関する質問に対する回答は下記のとおりです。
なお、質問の回答内容は、本実施要領の追加又は修正とみなします。プレゼン
テーション及びヒアリングで使用する資料は、業務実施方針及びテーマ別技術
提案書としますので、併せて、実施要領を修正します。
記
No.

質問事項

回答

1

プレゼンテーション・ヒアリング
には、共同企業体の構成員それぞ
れの代表者、協力事務所の代表者
の出席は可能でしょうか

プレゼンテーション・ヒアリング
の説明者は、管理技術者１名及び
主任技術者４名と実施要領に記載
されていますが、「主任技術者４
名」に協力事務所を含む専門領域
の技術者を参加させることを認め
ます。ただし、業務実施方針の実施
体制の中で、配置が明確になって
いる専門領域に限りますので、業
務実施方針に実施体制を明確にし
てください。また、管理技術者も含
め説明者は５名以内としてくださ
い。配置予定のない代表者や技術
者、専門領域以外の主任ではない
担当技術者の参加は認めません。
※管理技術者、主任技術者以外を
プレゼンテーション・ヒアリング
に参加させる場合は、技術提案書
提出時に、参加者名簿（様式自由）
をご提出ください。

1

2

新庁舎の必要諸室や、各課・各
室の必要面積は、参加者が想定し
て提案するものと考えて宜しいで
しょうか

お見込みのとおりです。

3

基本計画の配置３案の、何れかの
配置案を選択して提案するものと
考えて宜しいでしょうか

現在、関係機関と開発申請に向け
て協議を進めている中で、基本計
画第３案の実現性が高いとされて
います。そのため、第３案に基づき
提案をしてください。

4

2.実施要項 P.12 13.（3）
（ウ）
プレゼンテーション・ヒアリング
について、管理技術者及び主任技
術者以外の各担当技術者や協力事
務所の出席は可能でしょうか。

No.1 の回答のとおりです。

5

3.基本計画 P.25【配置３案比較
検討】
保育園・児童館ゾーンについて、
現時点で想定されている建物規模

保育園 3,000 ㎡、児童館 1,000 ㎡、
駐 車 場 1,000 ㎡ と い う 考 え で
5,000 ㎡の保育園・児童館ゾーンを
確保しています。建物規模や構造

や構造等あれば、ご教示いただけ
ないでしょうか。

等は現時点でお示しできるものは
ありません。※保育園は民間事業
者が建設（民設民営）し、児童館は
御嵩町が建設（公設民営）します。

6

4.基本計画 P.34 Ⅴ
事業スケジュールで敷地造成・周
辺道路設計の概略設計が既に完了
して実施設計にとりかかっている
ようですが、概略設計の資料を提
供いただけないでしょうか。

現在、関係機関と協議中であるた
め、提供できる資料はありません。

7

5.実施要項 P.2 2.（12）
概算事業費に含むとされる付帯工
事費の主な内容をご教示くださ
い。

特記仕様書 第１．業務概要（４）
設計与条件②施設の条件（エ）その
他付帯施設で記載されている「外
構」以外のものとお考え下さい。

2

8

施設を構成する諸室の必要面積に
ついては、今後具体的に決定との
ことですが、プロポーザルの段階
では要綱から推測し、提案を行え
ばよいでしょうか？

No.2 の回答のとおりです。

9

敷地内を横断する道路については
提案の内容によっては変更しても
宜しいでしょうか？

敷地内を横断する道路とは基本計
画第３案における庁舎、ホールと
保育園、防災公園の間の道と思わ
れますが、21 号バイパスに新たに
信号を設けて進入路とすることと
しており、当該道路には既設の上
下水道が整備されていることから
道路の位置を変更することは想定
しておりません。また、西への通り
抜けは予定しておりません。

10

様式に社名の記載とありますが位
置、大きさに指定はございます
か？

A3 版右上に 10.5ｐ以上の大きさで
記載してください。

11

ヒアリングでパワーポイントを使
用する場合、プロジェクターとの
接続端子の形式はどの種類を用意
すればよいでしょうか？

HDMI のコードを本町で用意しま
す。

12

保育園の駐車場想定台数は来庁者
用と兼ねていると考えて宜しいで
しょうか？別途必要であれば台数
教えて下さい。

園児保護者駐車場としては保育園
用地内を想定しています。

13

ホールについては固定席、可動席
の想定はありますか？あれば座席

防災拠点施設 である ことを考慮
し、ふさわしいと思われる座席を

割合ご教授ください。

ご提案ください。

概算工事の付帯工事費に含まれて
いる工事内容について教えていた
だけないでしょうか？

No.7 のとおりです。

14

3

15

現北庁舎の保健センターについて
は職員数に記載がありませんでし
たが、新庁舎に移動する予定はな
いと考えて宜しいでしょうか？

お見込みのとおりです。

16

建設予定地の 地盤レ ベルについ 造成計画高は、標高 124.8m を予定
て、予定として、どのぐらいのレベ しております。
ルまで造成さ れる予 定でしょう
か。

17

木質バイオマスについて、供給可

供給可能量は、年間約 100t。チッ

能量とチップの品質（サイズ、形
状、含水率等）についてお教えく
ださい。

プの品質は、サイズ（約）縦 20mm
×横 20mm×厚さ 2mm、形状は切削、
含水率（w.b）は 35％以下です。

18

13.（３）
（ウ）プレゼンテーション・ パソコン操作要員含め 5 名以内と
ヒアリング時 の留意 事項におい します。
て、管理技術者１名及び主任技術
者４名の計５名以内の出席とあり
ますが、パワーポイント等のパソ
コンの操作要員として、１名出席
することは可能でしょうか。

19

13.（３）（ウ）プレゼンテーショ
ン・ヒアリング時の留意事項にお
いて、管理技術者１名及び主任技
術者４名の計５名以内の出席とあ
りますが、意匠・構造・電気・機
械以外で、本計画の特性を踏まえ
た専門領域の主任技術者を配置す
る場合、ヒアリング出席者として
認めて頂けますでしょうか。（出
席者は計５名以内とします。）

No.1 の回答のとおりです。

20

様式に社名の記載とありますが、
裏に記載してもよろしいでしょう
か。

No.10 の回答のとおりです。
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21

技術提案書のとじひも用の穴あけ
や、コピー等を想定されておりま
すでしょうか。（紙面の余白の取
り方の確認のため）

プロポーザルの審査の範囲で必要
であればコピーを行う場合があり
ます。とじひもは想定していませ
ん。

22

ヒアリングは非公開と考えてよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

23

ヒアリング参加者は原則主任技術
者とありますが、技術提案書の業
務実施方針に基づき、協力事務所

No.1 の回答のとおりです。

の者が参加することは可能でしょ
うか。
24

ヒアリング時の部屋のレイアウト
が決まっておりましたら、ご教示
ください。

決定しておりません。

25

ヒアリング時に使用するスクリー
ンのサイズをご教示ください。

1.9ｍ×1.4ｍを用意します。

26

御嵩町地域防災計画を踏まえ、具
体的な避難計画や庁舎及びホール
への避難人数の想定はございます

現在、想定はありません。今後、諸
室の大きさ等が決定した段階で想
定します。

でしょうか。
27

敷地内の亜炭層の調査は本業務外
と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

28

庁舎及びホール建設時には敷地内
の亜炭層は充填処理済みと考えて
よろしいでしょうか。

亜炭層が庁舎及びホール建設予定
地にあること を認識 しておりま
す。令和３年度以降に亜炭鉱廃坑
の調査を行う予定であり、充填工
事を行うかを含め、現時点ではお
答えすることができません。
また、本業務の概算事業費にも含
んでおりません。

29

必要諸室一覧と各室面積をご教示
ください。

5

No.2 の回答のとおりです。

30

基本計画の規模算定時に作成され
た、「国土交通省新営一般庁舎面
積算定基準」の標準面積表がござ
いましたら、ご教示ください。

追加資料として提示します。

31

基本計画の基本計画図第２案、第
３案について、町道 263 号線より
北側の駐車場及び防災広場ゾーン
の位置に建物を建てることは可能
でしょうか。

現在、関係機関と協議中であり、建
物を建てることは、想定しており
ません。

32

町道中 179 号線と町道 263 号線は
将来的につながる計画と考えてよ
ろしいでしょうか。

町道 263 号線は、新庁舎計画地の
造成に伴い、計画地から西側の 179
号線へは直進はできないため、つ
ながる予定はありません。

33

基本計画案では、敷地内に道路を
設けていますが、一部を駐車場内
の車路として扱うことは可能でし
ょうか。

基本計画第３案において、南西交
差点（予定）から「庁舎・ホールゾ
ーン」を周回する道路は町道とし
て扱う予定のため、車路として扱
うことはできません。駐車場内の
動線としての車路を設けることに
関しては協議の中で決定していき
ます。

34

基本計画案では、国道２１号線か
ら敷地内へのアクセスが南西から
となっていますが、敷地中央付近
からアクセスする計画は可能でし
ょうか。

敷地中央からのアクセスは、将来、
２１号バイパスが４車線化された
場合に東からの進入及び西への出
庫ができません。また、南西交差点
に信号設置によりメイン出入口を
設ける計画となっているため交通
の安全性確保のため敷地中央付近
には出入口を設置しないものとし
ております。

35

保育園と児童館の床面積及び階数
について、想定がございました
ら、ご教示お願い致します。

No.5 の回答のとおりです。
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36

町民ホールにて実施予定のイベン
トをご教示ください。（舞台機構
の計画の参考のため）

現在、中公民館で実施している、成
人式、音楽祭、映画会、各種講演会、
コンサート等を想定しています。

37

町民ホールのイベント時以外の利 大人数の会議 等を想 定していま
用イメージがありましたら、ご教 す。
示ください。

38

町民ホールの音響性能はどの程度
を想定されておりますでしょう
か。

現在、想定はありません。ホールの
形状等と合わせご提案ください。

39

議場の一般開放を想定されていま

現時点では、想定していません。

すでしょうか。
40

御嵩町産材以外に想定される木材

不足する場合は、可茂産材又は、県

の調達先はございますでしょう
か。

産材を想定しています。

41

御嵩町の木材の賦存量について、
杉とヒノキの割合をご教示くださ
い。

現在の調査では、杉とヒノキの割
合は調査しておりません。

42

防災広場の平時の利用について想
定がございましたら、ご教示くだ
さい。

多目的に、イベント等にも利用で
きるような想 定をし ております
が、提案によります。

43

御嵩町・木造公共施設シンポジウ
ム（H29/11/2）の内容について、
記録がございましたらご教示願い
ます。

提供できる資料はありません。

7

