津野町新本庁舎建設基本設計業務プロポーザル
質問及び回答
令和4年2月25日
項目

No.

平面図

59 （新本庁舎整備基本構想）

平面図

60 （新本庁舎整備基本構想）

平面図

61 （新本庁舎整備基本構想）

平面図

62 （新本庁舎整備基本構想）

質問事項

回答

庁舎建設敷地は、平面図に示している通り、4,500
㎡です。それ以外については、町道から庁舎建設
質問及び回答No.13にて、「町道から新本庁舎 敷地までの動線確保のための敷地のみを想定し
までの動線確保等の外構計画も含めて、本業 ています。
務の対象」とのことですが、本業務の設計対象 なお、平面図にある庁舎建設敷地以外の敷地に
敷地と面積をご教示いただけますでしょうか。 ついては、公園駐車場として、残す必要があります
ので、そのことを考慮の上、動線計画をお願いしま
す。
本業務の設計対象敷地内であれば、庁舎建設
敷地（A＝4500m2）の内外に跨り庁舎を配置す 庁舎建設敷地内（A＝4,500㎡）でお願いします。
ることは可能でしょうか。
庁舎建設敷地の北東側敷地に、本庁舎の機能
庁舎建設敷地内（A＝4,500㎡）で提案をお願いし
の一部を担う分棟などを計画することは可能で
ます。
しょうか。
庁舎建設敷地の北東側敷地に、外構計画にお
庁舎建設敷地内（A＝4,500㎡）で提案をお願いし
いて東屋などの工作物を計画することは可能で
ます。
しょうか。

63 （新本庁舎整備基本構想）

庁舎建設敷地内（A＝4,500㎡）で提案をお願いし
ます。
庁舎建設敷地の北東側敷地は、質問及び回答
北東側敷地の駐車場は、公園駐車場として今後も
No.38に示される車両の駐車場として活用する
活用する予定です。ただし、庁舎でのイベントや会
ことは可能でしょうか。
議などで、多くの来庁者が訪れる場合などは、庁
舎駐車場としての活用も想定しています。

平面図
64 （新本庁舎整備基本構想）

北東側敷地の駐車場は、公園駐車場として今後も
庁舎建設敷地の北東側敷地は、本庁舎用の
活用する予定ですので、ロータリーなども含め、庁
ロータリーなどとして活用することは可能でしょう
舎建設敷地内（A＝4,500㎡）で提案をお願いしま
か。
す。

平面図

平面図

65 （新本庁舎整備基本構想）

参考資料2「各施設職員数（本

66 庁、西庁、里楽）」

庁舎建設敷地の北東側敷地の町道沿いにある
社、鐘を移設する計画とすることは可能でしょう 可能です。
か。

現状の本庁舎、西庁舎、総合保健福祉セン
ター里楽の平面図、各課の配置状況、写真な
どをご提供いただくことは可能でしょうか。

可能です。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、本庁
舎、西庁舎、里楽の各庁舎の見学をご遠慮いただ
いておりますので、代わりに図面と写真を提供する
ことといたします。必要な方は個別にご連絡くださ
い。

将来的な業務体制を考慮した職員数により面
参考資料2「各施設職員数（本 積が算出されていますが、本計画において、西 西庁舎、総合保健福祉センター里楽も含めた、全
67 庁、西庁、里楽）」
庁舎、総合保健福祉センター里楽の各課を含 ての課を含めた計画をお願いします。
めて計画すると考えてよろしいでしょうか。

業務特記仕様書（案）

68 共-7 8.成果物 追加業務

設計業務見積に係る下記内容についてご教示
ください。
・追加業務に「建築工事積算数量算出書」及び
概算工事費算出のための根拠となる資料の作成
「同 調書」の記載がございますが、基本設計時
をお願いしたいと考えておりますので、業務成果
点で本業務成果の提出は不可能と考えます
へ含め、費用算出をお願いします。
（実施設計に相当する詳細設計内容が未定の
ため）。業務成果から除くこととして費用算出す
ることでよろしいでしょうか。

津野町新本庁舎建設基本設計業務プロポーザル
質問及び回答
令和4年2月25日
項目

No.

業務特記仕様書（案）

69 共-4 5.業務の実施
（3）適用基準等

質問事項

回答

上記質問の回答が「よい」の場合、関連する適
用基準（b.建築積算 等）については該当しない －
ものとしてよろしいでしょうか。

70 設計変更について

土砂災害(特別)警戒区域の変更に伴って設計
変更が発生した場合の費用は、別途との解釈 その通りです。
で宜しいでしょうか。

実施要領P.6 第二次審査
71 提出書類について

様式13～18まで10部毎提出との記載ですが、
特に指定しておりませんでしたが、ご質問のとお
提出する際の体裁については様式13-18まで
り、様式13-18までをクリップ綴じしたものを各1部、
を左上クリップ綴じとしたものを1部とし、計10冊
計10部作成をお願いします。
作成する形で宜しいでしょうか。

72 提出書類について

様式16 設計業務見積書について、提出する
10部のうち1部に押印をし、残り9部はコピーで
宜しいでしょうか。

73 必要機能について

計画面積3,000㎡ということですが、この中には
基本構想P.3に示された防災倉庫やバス車庫 含まれておりません。
の面積も含まれますか。
バス車庫、防災倉庫については、含まずご提案を
含まれてない場合は、それぞれの面積規模を お願いします。
ご指示ください。

74 必要機能について

既存庁舎に併設されている多目的ホールの機
多目的ホール機能を含めたご提案をお願いしま
能は、新庁舎で設ける必要はありますでしょう
す。
か。

75 外構計画について

町道春日正尺線沿いの石積や祠（２か所）は、
提案内容に応じて移設可能と考えてよろしいで 可能です。
しょうか。

76 バス停（基本構想P７）

町営のコミュニティバスは、玄関付近を想定してい
高陵交通のバス停、町営のコミュニティバスの
ます。
バス停は、新庁舎の主玄関付近又は、町道春
高陵交通は未定ですが、現時点では、国道沿い
日正尺線沿いのどちらでお考えでしょうか。
のままでお願いします。

77 駐車場計画について

公用車は全て青空駐車と考えて宜しいでしょう
基本的には青空駐車で問題ありません。
か。

実施要領P.6 第二次審査

耐震性貯水槽は地下設置で40tでよろしいで

ご質問のとおり、1部押印、残る9部はコピーで構い
ません。

水量については、職員120人が3日間使用する想
定でお願いします。

78 耐震性貯水槽（基本構想P16） しょうか。また同水槽の設置工事費は、本工事 設置工事費は、本工事に含むものとし、設置箇所
に含まれないと考えて宜しいでしょうか。

については問いません。

79 て

現在の本庁舎の電気、水道、ガスの年間消費
エネルギー量は回答いただいていますが、月
別の使用量が分かれば教えてください。

80 ZEB（基本構想P19）

ZEBには「ZEB Oriented」「ZEB Ready」「Nearly
ZEB」「ZEB」のグレードがありますが、達成想定 「ＺＥＢ」でお願いします。
のグレードがあればご教示ください。

年間消費エネルギー量につい

・実施要領

参考資料1「参考資料1 【電気,水道,ガス】月別使
用料」参照

提出資料は様式13～様式18を1セットごとにク
リップ等で留めて提出すると考えてよいでしょう Ｎｏ．70を参照してください。
（１）提出書類の様式及び部数 か？

81 １１．第二次審査

津野町新本庁舎建設基本設計業務プロポーザル
質問及び回答
令和4年2月25日
項目

No.

質問事項

回答

・実施要領
１１．第二次審査
82 （６）プレゼンテーション及びヒ
アリング

プロジェクタとパソコンの互換性について、事前
に確認するか、又は、プロジェクタを持参しても
特に日程の指定は致しませんので、事前にご連絡
良いこととする。とあるが、当日プレゼンテーショ
いただき、日程調整していただければと思います。
ン前の午前中などに確認時間が確保されると
考えてよいでしょうか。

83 ・参加表明時の質疑No38

回答のありました台数は北側駐車場も含めた台 庁舎建設敷地内（A＝4,500㎡）に確保する台数で
数と考えてよろしいでしょうか。または敷地内に す。
て確保する台数でしょうか。
No.62もご参照ください。

・一般地域の景観形成基準

84 について

屋根形状は原則傾斜屋根とする。とあります
が、傾斜角度等の基準はありますか。

今回の提案においては、景観条例にある基準に
ついて、考慮せずにご提案いただいても構いませ
ん。
したがって、屋根形状についても原則傾斜屋根と
する必要はありません。（傾斜角度等の基準もあり
ません。）
なお、本契約後の設計においては、景観条例の
基準について考慮する必要がありますので、その
旨、ご留意ください。

１．概算事業費の中で、
庁舎建設敷地内の排水計画の見直しに伴う造成
・津野町本庁舎整備基本構想 その他の経費：造成設計工事費、備品等とあり 工事を予定しています。排水計画については、別
85 第5章本庁舎の建設事業計画 ますが、当敷地で造成工事の予定はあるので 途実施中の測量設計の実施業者と共に、契約後
しょうか。
に3者協議を行い決定する予定です。

（実施要領Ｐ４）：プロポーザル審査員（学識経

86 プロポーザル審査員について 験者2名、専門技術者2名、本庁職員1名）につ ヒアリング以前の公表は予定しておりません。
いてご教示願います。

87 プレゼンテーションについて

（実施要領Ｐ８）：プレゼンテーションの事前にプ
ロジェクタとパソコンの互換性を事前に確認す
Ｎｏ．81を参照してください。
るとありますが、日程的な条件などあればご教
示ください。

88 プレゼンテーションについて

出席者について、管理技術者・建築意匠担当
主任技術者の出席が必須とあります。昨今の感
原則として、日程変更やWEB参加は行いません
染症拡大の状況の中で、濃厚接触者となる等
が、ご質問の内容などの、やむをえない事情があ
の事情により出席不可となった場合 WEB参加
ると認められる場合は、代理参加を認めます。
や代理参加、日程・時間変更などの措置はあり
ますでしょうか？

89 町民の意見集約について

基本・実施設計期間中の町民合意手続き（説
その通りです。
明会・パブコメ対応等）は本業務対象外として、
なお、資料等の作成については、お願いする予定
必要な場合は貴町で対応されると考えてよろし
です。
いでしょうか？

90 別途業務

オフィス環境整備計画等、庁舎設計以外の本
事業に関する別途業務があればご提示願いま 現在のところ予定しておりません。
す。

91 インフラ引込について

敷地計画地のインフラ引き込み状況について、
現在実施している現地測量の成果と共に、契約後
ルートや引き込み位置、配管径等を図示したも
にお渡しします。
の（配置図等）ご提示いただけませんか？

津野町新本庁舎建設基本設計業務プロポーザル
質問及び回答
令和4年2月25日
No.

項目

質問事項

回答

92 耐震性貯水槽について

災害時の水道供給途絶に備え、耐震性貯水槽
などの検討の記載がありますが、水量はどの程
度必要でしょうか？もしくは必要とされる人員と Ｎｏ．77を参照してください。
日数をお教えください。（津野町本庁舎整備基
本構想P.16より）

93 契約電力について

現本庁舎の契約電力をお教えください。

94 電波障害について

（特記仕様書Ｐ９）：電気設備成果物、電波障害
対策とは、机上調査までの業務と考えてよろし
いでしょうか？
（電波障害対策については、各住戸への個別 机上調査で構いません。
対応量が把握できないため業務料が見込めな
いことと、対策方法も各種あり専門業者による対
応が一般的となります。）

95 既存駐車場について

ターフパーキングとなりますので、公園駐車場とし
既存駐車場の中程に芝生の植込みがあります
て活用する予定です。
が、何の用途でしょうか。この植込みは今後も
なお、庁舎建設敷地内（A＝4,500㎡）にあるターフ
活用する予定がありますでしょうか。
パーキングについては、撤去可能です。

96 外構計画について

計画敷地北側道路沿いに祠が２つありますが、
外構計画に際し、敷地内外の祠自体の移設は
祠については、敷地内での移設をお願いします。
可能でしょうか。
土台については、撤去も含め可能です。
また祠の土台(半円状)は撤去の検討も可能で
しょうか。

97 外構計画について

計画敷地北側道路沿いに半鐘櫓があります
が、外構計画に際し、敷地内外の半鐘矢倉自
体の移設は可能でしょうか。
また祠の土台(半円状)は撤去の検討も可能で
しょうか。

98 開発申請について

（基本構想Ｐ１３）：第4案であれば「敷地造成な
どが不要」
がメリットとしてあります。都計法上の開発申請 不要です。
などの手続きは不要と考えてよろしいでしょう
か？

99 測量業務について

（特記仕様書案）：計画地（前面道路、敷地内
構造物、レベル、マンホールなどのインフラ関
別途業務となります。
係、立木など）測量業務は別途業務と考えてよ
ろしいでしょうか？

100 西庁舎の今後の計画

西庁舎の今後の利用方法について、計画があ
検討中であり、現時点では計画はございません。
ればご教示ください。

83kw

半鐘櫓については、敷地内での移設をお願いしま
す。
土台については、撤去も含め可能です。

