
No. 質問 回答

1
JVを組織し参加することは可能でしょうか。 可能な場
合何か条件があるでしょうか。

公告には記載しておりませんが、単独で設計可能な規模の
業務であると考えておりますので、１者単独でのご参加を
お願いします。

2

JVの場合 洋式申-4（1）,（２）の設計業務実績はJV代
表社の実績に限られるでしょうか。
  例えば（1）は代表社の実績、（2）は構成メンバーの実
績といった記載は可能でしょうか。

No.1のとおり

3
JVの代表以外の構成メンバーの実績はどの様に評価され
るのでしょうか。協力事務所の位置付けとなるのでしょ
うか。

共同企業体（JV）代表者の場合の実績のみ認めます。

4

審査基準に設計費用の積算の評価がありますが、基本設
計業務の費用を提出するのでしょうか。その場合どの様
式に記載すれば良いでしょうか。又その計算方法は国土
交通省告示98号の略算方式に基づいて良いでしょうか。

企画提案書作成要領２（７）に記載のとおり、基本設計委
託業務の見積書を作成し、様式企－４により提出してくだ
さい。

5
敷地の開発工事（造成）は完了していると考えて良いで
しょうか。

完了しています。

6

庁舎は必要面積表の表記から3階建てと考えて良いでしょ
うか。
 又、必要な各室は同表によって階は指定され設置すべ
きていると考えて良いでしょうか。

3階建てを想定しています。
基本的には必要面積表に記載の階への設置を想定していま
す。
（No.31も参照してください）

7

予定の施設規模はプロポーザル説明書3.整備概要（3）に
2939.84㎡とありますが、これは必要面積の上段一覧表
内、その他必要面積の合計欄までを足した2936.67㎡に相
当する（当該部分が技術提案の対象部分表であり、下段
別表その他必要施設合計398.84㎡は対象外）と考えて良
いでしょうか。

対象部分は、庁舎2541㎡とその他必要施設398.84㎡を合わ
せた2939.84㎡です。なお、その他必要施設については、庁
舎と別棟を想定しています。
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8

 公用車用の所要駐車面積は一般的に必要な面積よりかな
り広くなっていますが、必ず確保することが必要でしょ
うか。駐車中車両周囲で何らかの作業が行なわれるので
しょうか。

車庫内にて、資材を車に乗せる作業があるため、柱が支障
とならないように広めに設定しています。

9
発電機室が1階に電気室が3階にあるのは、何か理由があ
るのでしょうか。

発電機室は、騒音、振動、重量があるため１階への設置を
想定しています。
電気室は、他の合同庁舎で太陽光発電との連携のため上層
階に設置していたものを参考としているため、３階への設
置を想定しています。

10
所長以外で個室（又は一般事務室以外の複数人室）を必
要とするのは、どの役職になるでしょうか。

個室が必要なのは所長（土木）のみです。

11
必要面積表の室名欄に書架とありますが、開架式の書庫
と考えて良いでしょうか。

職員が使用する開架式書庫を想定しています。来庁者の使
用は想定していません。

12 敷地の各辺の寸法を御教示ください。
寸法を記入した付近見取図（別添１）を参考にしてくださ
い。

13 敷地の地盤データを開示願えるでしょうか。

敷地の地盤調査については、別途、委託業務として発注す
る予定としています。
調査後の資料は基本設計委託業者に提示を予定していま
す。

14
付近見取図の計画敷地南西側に海上保安庁の表示があり
ますが、表示は同施設敷地の外郭（敷地境界）線の表示
でしょうか。

敷地境界線は、敷地測量図（別添２）を参考にしてくださ
い。
なお、敷地測量図（別添２）について、現在登記手続き中
のため、若干変更になる可能性があります。

15
 高知県内の1級建築士事務所で構成する設計JVでの応募
は可能でしょうか。 （募集要領5資格要件）

No.1と同様。

16
 RC造と木造の立面混構造（1～3階RC造、４～６階木
造）の建物でRC造部分が1000㎡を超える建物は設計業務
実績として認められるでしょうか。（様式申―3）

認めます。

17

構造設計、電機設備設計、機械設備設計等を外注で行う
場合、その外注先は協力事務所になるのでしょうか。ま
た、その場合の協力事務所は他の参加者の協力事務所と
重複は可能でしょうか。（募集要領5-（12））

協力事務所として加えることは可能です。
他の参加者の協力事務所との重複は可能です。

18
敷地造成図のCADデータを頂けないでしょうか。（高低
差のわかる断面図等）

可能です。
別添３の造成図面（PDF・CAD）を参考にしてください。
なお、計画敷地内は大きな高低差は無く、水勾配程度で
す。
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19
プロポーザル募集要領5(7)について、「協力事務所の実
績は不可とする。」とありますが、共同企業体（JV）の
構成員としての実績は認められるでしょうか。

共同企業体（JV）代表者の場合の実績のみ認めます。

20

プロポーザル募集要領5(12)について、「協力事務所 （参
加者と…その協力事務所が本業務の他の参加者として参
加申し込みをしていないこと。」とありますが、協力事
務所は他の参加者の協力事務所と重複してもお構いない
でしょうか。

可能です。

21
添付書類に記載のある納税証明書について、都道府県税
と市税の納税証明書を提出すればよろしいでしょうか。

はい、そのとおりです。

22
敷地の用途地域、防火地域、法22条区域の有無、容積
率、建蔽率についてご教示頂きたいです。

用途地域：指定なし、容積率：200％、建蔽率：60％
防火地域：無し 法22条区域の有無：無し

23
今回の審査委員会のメンバーについて情報提供いただけ
ないでしょうか。

審査委員会のメンバーについては、事前の情報提供は行い
ません。

24
プレゼンテーションの出席者（提案者）は最大何名を予
定されておりますか。

特に人数は定めておりませんが、感染拡大防止の観点か
ら、必要最小限の人数での入室をお願いします。

25
プレゼンテーションで使用するプロジェクターの仕様に
ついてご教示頂きたいです。

マイクとスクリーン(白い幕）はこちらで準備します。それ
以外のPCやプロジェクターなどは持参してください。

26

プロポーザル説明書 宿毛合同庁舎 必要面積につい
て、交通部分 各室面積の35％（耐火構造）とあります
が、耐火構造とはどの部分に対しての仕様でしょうか。

耐火構造は庁舎部分に対しての仕様です。
なお、基本設計の発注にあたり、必要面積を検討する際に
参考にした、「新営一般庁舎面積算定基準（国土交通省大
臣官房官庁営繕部）」に記載の、交通部分：耐火構造庁舎
35%、木造庁舎30%によるものです。

27 耐震安全性の分類をご教示頂きたいです。

耐震安全性の分類は、
構造体：Ⅰ類
建築非構造部材：A類
建築設備：甲類

28
設計業務が完了していれば竣工予定でも設計業務実績と
して記載してもお構いないでしょうか。

参加申込書作成要領2(5)で「竣工した」としており、竣工
予定は実績として認められません。

29
必要面積表 交通部分の（耐火構造）の内容をご教示くだ
さい。

No.26と同様。

30
その他必要施設は、２階建てにしても構わないでしょう
か。

構いません。

31 「３F電気室」は、屋上設置でも構わないでしょうか。 構いません。
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32

計画敷地の正確な形状や高低差を確認できる資料（敷地
測量図、公図、造成計画図など）を貸与いただけません
でしょう
か

No.14,18と同様。

33
提案内容の検討にあたり、 
敷地について下記の法的与条件をお教えください。 
① 用途地域 ②建蔽率 ③容積率 ④高さ制限の有無

No.22と同様。

34
提案内容の検討にあたり、 
参考となりうる最寄施設の地質調査資料を貸与いただけ
ませんでしょうか。 

宿毛市新庁舎及び保育園の地質調査結果（別添５）をご確
認ください。

35

提案内容の検討にあたり、土木事務所様および漁業指導
書様の所有される公用車の中で緊急の出動を要するな
ど、駐車計画に配慮が必要な特殊車両がございましたら
詳細をお教えください。また、大型車・中型車・小型車
とされている各車両はどのようなものでしょうか。マイ
クロバスや〇tトラックなど車両の大きさを推測できる詳
細をお教えください。

公用車のサイズ表（別添４）でご確認ください。

36
構造体・建築非構造部材・建築設備それぞれの耐震安全
性の
分類について指定はございませんでしょうか。

No.27と同様。

37
お示しいただいておる概算工事費には、別棟建物および
外構整備費用を含みますでしょうか。

含みます。

38

パワーポイントを使用したプレゼンテーションは可能で
しょうか。また、可能な場合にはパソコン・プロジェク
ター・スクリーンのうち持参が必要なものをお教えくだ
さい

マイクとスクリーン(白い幕）はこちらで準備します。それ
以外のPCやプロジェクターなどは持参してください。
 また、使用するソフトについては、指定はありません。

39
県内に本社および営業所のない設計事務所との共同企業
体として参加することは可能でしょうか。 
また、可能な場合の制約条件があればお教えください。

No.1のとおり
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40
プロポーザル参加申込書 様式申ー５(1)及び５(2)の構
造・規模 延べ面積欄についておたずねします。㎡の下に
年とありますが、竣工年と考えてよろしいでしょうか。

はい。竣工年です。

41

プロポーザル参加申込書作成要領２－(8)ーウ及びプロ
ポーザル参加申込書様式申－５(2)についてお尋ねしま
す。
２－(8)ーウでは、「総括責任者と主任技術者（意匠）は
…」と限定したうえで竣工年、構造、床面積の実績条件
が示されていますが、他分野の主任技術者の実績条件は
示されていません。様式申ー５(2)の作成にあたり、構造
主任、設備主任の参加条件の有無及び有の場合は条件を
ご指示ください。

構造主任及び設備主任の参加条件はありません。

42

プロポーザル参加申込書作成養老２－(8)ーウ及びプロ
ポーザル参加申込書 様式申－６脚注の関係についてお尋
ねします。
２－(8)ーウでは、「総括責任者と主任技術者（意匠）は
…」と限定したうえで竣工年、構造、延床面積の実績条
件が示されていますが、他分野の主任技術者の実績条件
は示されていません。一つ前の質問と関連しますが、協
力事務所が構造主任、設備主任となる場合、様式申－６
脚注の竣工年、構造、延床面積の条件は矛盾しますが、
どのように読めば宜しいでしょうか。

構造主任及び設備主任の参加条件はありません。

43

プロポーザル参加申込書様式申ー６についてお尋ねしま
す。
左下の欄に②共同企業体の代表となった主な実績とあり
ますが、この様式は本業務に関する協力事務所の概要を
問われており、また、過去の高知県のプロポーザル参加
申し込み様式から拝察すると、②建築士事務所、共同企
業体と行った主な実績ではないでしょうか。

参加申込書様式申ー６
正「②共同企業体と行った主な実績」
誤「②共同企業体となった主な実績」

44

必要面積の室名に機械室と記載がありますが、何のため
の機械室でしょうか。一般的な空調設備の場合、機械室
は不要と考えますが、大きな機械室を必要とする特殊な
設備を採用する予定がある場合は、その設備の種類を教
えてください。

受水槽等のための機械室を想定しています。
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45
計画敷地西側(保育所側)道路は、当計画地へ車両や人の侵
入経路として利用可能という 認識で宜しいでしょうか。

宿毛市道です。どちらも利用可能です。

46
計画敷地における造成工事内容(土質、盛土•切土地盤等)
の資料があればご教示願います。

No.13,18と同様。
盛土・切土地盤については、資料を取寄中です。入手次第
追加で掲載します。

47
公用車について、普通•貨物(作業車)の車両寸法想定があ
ればご教示願います。

No.35と同様。

48
「参加申込書作成要領」3⑴実績を証する書類の写しと
は、該当案件の契約書でよろしい でしょうか。

よろしいです。

49
設計共同企業体(JV)における設計業務実績について。代
表構成員の場合のみ実績と認める という認識で宜しいで
しょうか。

No.19と同様。

50
設計業務実績について。増築と改修(耐震補強含)を同時に
行った物件は構造、面積を満たせ れば増築を伴うため、
実績という認識で宜しいでしょうか。

よろしいです。

51

様式申5-⑵様式について。様式内では主任技術者のうち
構造担当、設備担当別にそれぞれ 作成とありますが、
「参加申込書作成要領J2⑻ウでは主任技術者(意匠)と記載
がございます。 構造及び設備の主任技術者を社外の協力
事務所とする場合、様式申-6を作成し、様式5-(2)は協力
事務所者は作成しなくてよいという認識で宜しいでしょ
うか。もしくは、作成する必要が ある場合は、様式5-⑵
の氏名の末尾に(協力事務所)として記載すればよろしいで
しょうか。 協力事務所者の様式5 (2)を作成する必要があ
るか否かご指示願います。

協力事務所の場合は、様式申－５⑵を作成し、加えて、様
式申－６を作成し提出してください。

52
主任技術者について、前事務所時における設計実績は、
物件名の末尾に(前職)と記載すればよろしいでしょうか。

よろしいです。

53
「付近見取図(敷地図)」のCADデータを提供いただくこ
とは可能でしょうか。

可能です。

54
計画敷地の北側及び東側道路は、道路境界線を伴う道路
法による道路でしょうか。

はい、宿毛市道です。

55

「宿毛合同庁舎必要面積」の位置欄に「別棟」とある倉
庫などは独立して外からの出入りが 可能な計画とすれ
ば、一棟で一体とすることは可能でしょうか。不可の場
合は別棟にする目的をご教示ください。

その他必要施設398.84㎡は、一体で可です。
なお、喫煙所6.6については、受動喫煙防止の観点から壁の
ない屋根だけのもので、人の通行のない場所に設置する必
要があります。


