
No. 質問事項 回答内容

1

資料3-3について。図中、赤破線内が「新公民館の改築工事を行う」、
また青破線内が「公民館駐車場 スクールバス昇降所」と位置が明示
されています。これは、この破線の範囲内にそれぞれを計画すること
が必須ということでしょうか？それとも黄色実線の計画対象地内であ
れば、原則として自由に配置を提案してよろしいのでしょうか？

黄色実線で示した計画対象範囲内であれば、原則として自由に配置を提案して頂いて構いません。

2
資料3-3について。図中、敷地境界線が既存体育館と交差していま
す。この理由は何でしょうか？既存体育館は解体するという意味で
しょうか？もしくは単に異なる土地権利を示すものでしょうか？

異なる土地権利を示すものです。既存体育館の解体予定はございません。

3

資料1-2について。計画敷地内の高低差が示されていますが、児童
や車両が移動しますので、隣接する周辺の主なレベルも合わせてご
教示下さい。例えば、(0)南側前面道路±0 =TPの値、(1)小学校校庭
レベル、(2)RC既存小学校校舎レベル、(3)敷地東側+300の東側民家
が建つ隣地のレベルなど。

（修正） 【資料1-1】、及び （修正）【資料1-2】をご確認願います。なお、要領2 (3) ア （イ） に記載のあ
る通り、地形測量業務については追って町が別途発注することとしております。

4
敷地のCADデータについて。南側前面道路の小学校敷地東端まで、
および、小学校敷地全体を含むCADデータがあれば、ぜひ追加をお
願い致します。

No.3をご覧下さい。なお、【資料1-1】等で示している敷地境界は、筆情報が記載された町所有の紙媒
体資料に基づき作成しているため、実際の測量結果とは相違が生じる可能性がある点をお含み置き
下さい。

5

既存の利用状況について。現状の上有住地区公民館の活動内容や
利用者数などが分かる資料があれば、写真などと合わせて追加をお
願い致します。また、上有住集会センター（自治公民館）との、利用方
法の性格的な違いや棲み分けなどがあれば、もう一段詳しくご教示く
ださい。

（追加）【資料11】、及び（追加）【資料12】をご確認願います。
上有住集会センターにつきましては、上有住地区内の八日町町内会が、町内会単位での集会やイベ
ントで利用しているものです。なお、本町における地区公民館と自治公民館の違いにつきましては、要
領 5 町内の公民館の概要 をご確認願います。

6
総括責任者の業務実績で様式第3号に施設と明記されていますが、
個人住宅以外の公共施設及び商業建築物でしょうか？また、前事務
所で技術主任者として担当した施設でもよろしいでしょうか？

業務実績として記載する施設は、個人住宅でも構いません。また、前事務所で担当した施設の記載も
可としますが、当該施設の設計業務において果たした役割を明記して下さい。なお、記載内容につい
ては、その業務実績を有する事務所の代表者から、当人が当該業務に関与した旨の事実確認を行う
可能性があります。

7
既存の上有住地区公民館を耐震補強などの増改築 / リノベーション
によって再利用する選択肢はないのでしょうか。新築する理由を詳し
くご提示ください。

増改築やリノベーションによって現地区公民館を再利用する考えはございません。機械設備全般の老
朽化に加え、建物の断熱性能も低く、また躯体の劣化も進行していることから、ご質問にあるような選
択肢ではコストメリットが得られないものと判断した次第です。

8

プロポーザル実施要領 P10 / 8-(2)-カ、「総括責任者たる提案事務
所の代表者は…一級建築士の資格を有すること」とありますが、会社
の代表者が一級建築士でない場合、一級建築士である管理建築士
を統括責任者（提案事務所の代表者）としてもよろしいでしょうか。

差し支えありません。

9
今回の新築工事費及び既存解体費用は、国もしくは県などからの補
助金で賄い、町からの支出は無いでしょうか。

補助金の活用は想定しておりません。すべて町の単独予算からの支出を予定しております。

10 スクールバスの機種またはサイズを教えてください。
【資料3-1】、「2. 室外施設等」をご覧下さい。なお、資料中にスクールバスの寸法として記載した「全長
12m×車幅2.5m×高さ3.8m」を、「全長9m×車幅2.4m×高さ3.1m」に訂正いたします。

11 必要な駐車台数を教えてください。
スクールバスは敷地外に駐車しているため、敷地内に駐車スペースを想定する必要はございません。
児童の乗降スペースのみを計画して下さい。

12
既存公民館の解体に際して、家具等の備品の再利用等について想
定しておりますでしょうか。想定されているものがあれば、サイズ、数
量などご教示頂けますでしょうか。

家具等の備品の再利用等については、特に想定しておりません。

13
住田町民俗資料館、有住小学校校舎、有住小学校体育館の図面資
料（平面図・立面図・断面図等一般図）を提供いただけないでしょうか
（dxfデータでご提供いただけますと幸いです）。

（追加）【資料13】をご確認願います。

14
平面図・断面図等を提案する場合、イメージ図として縮尺がわかる資
料は載せてはならないと考えて宜しいでしょうか。

概念図程度であれば、縮尺が分かる資料を挿入して頂いて結構です。

15

平屋が施設条件となっていますが、2階建てとすることは可能でしょう
か（民俗資料館への視点場に配慮しつつ半屋外空間及び駐車場を
確保して建物配置を行うため、2階建てを選択肢としてもよろしいで
しょうか）。

不可とします。

16 敷地および敷地周辺の写真をご提供頂けますでしょうか。 （追加）【資料14】をご確認願います。
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17
「シャワー室・洗濯室」「倉庫」「会議室」は、それぞれ来館者も利用す
るでしょうか。

「会議室」は、来館者も利用することを想定しています。「シャワー室・洗濯室」は、利用頻度はさほど
高くないものの、災害時における入浴や、イベント等で使った布巾等を洗濯する際などに、公民館ス
タッフの管理のもと来館者が利用するものとお考え下さい。また「倉庫」については、来館者の利用は
想定しておりません。

18

敷地図のPDF（航空写真を重ねていないもの）をご提供頂けますで
しょうか。また、計画対象範囲内で、建設不可となる法面や樹木の位
置も記載して頂けるとありがたいです（特に現公民館の南面および西
面）

(追加)【資料1-1-2】をご確認願います。また、計画対象範囲内においては、建設不可となる法面はご
ざいません。既存樹木については、民俗資料館前の樹木（資料14、写真⑨～⑪、⑯、⑰参照）を除き、
計画対象範囲内にある樹木はすべて伐採可とします。

19
多目的ホールの天井高さは何mを想定すればよろしいでしょうか（球
技等の運動を行う想定がある場合は、競技をお教え下さい）。

3.5m程度を想定して下さい。運動については、児童による卓球が想定されます。

20
共同企業体による提出の場合、指名競争入札参加資格申請はすべ
ての構成員の手続きが必要でしょうか。代表者の所属する事務所の
みの手続きでよろしいでしょうか。

すべての構成員が手続きを行うものとします。

21

実施要領 P11 (4) 参加表明書の作成方法 -ウ、総括責任者の業務
実績1件以上の場合は、様式第3号1枚にすべて記載とあるが、A3の
現様式のレイアウトを自分で変更して、A3用紙1枚にすべてまとめる
ということか？

お見込みのとおりです。

22
プロポーザル設計過程において協力事務所が増えることは可能か。
可能な場合にはその旨をいつ、どのように表明すればよいか？

差し支えありません。適宜、発注者と協議の上、書面にて表明を行うこととします。

23
公民館に配置される人員の人数、それぞれの役割と活動を教えてい
ただけますか？

以下の4名となります。
主事兼集落支援員：地区公民館における事業の企画・立案、自治公民館等関係機関との連絡調整
放課後子ども教室安全管理員：教室利用者の見守り、学習支援等
図書管理員：図書の整理、貸出し及び返却業務
地域おこし協力隊員：地域協力活動等

24 敷地内にある民俗資料館の展示品を教えていただけますか？
主に町内で使用された民具全般、鉱山関係資料、考古資料、絵図等歴史資料　等を展示しています。
各展示室の内観については、（追加）【資料15】をご確認願います。

25
敷地内にある民俗資料館を利用した住民による活動は行われている
か？

町文化財ボランティアの方々の学習会や、各種文化クラブによる展示(絵画、写真、手芸、工芸)に利
用されています。

26
柱状図等、地盤の状況が分かる資料がありましたら公開いただけな
いでしょうか。

現時点では、柱状図等、地盤の状況が分かる資料はございません。概ねの建物配置決定後、要領2
(3) ア （イ） に記載のある通り、町が地盤調査業務を別途発注することとしております。

27
現地区公民館の解体を行った後、新公民館の建築を行うという理解
でよろしいでしょうか。またその場合、新公民館完成までの間、公民
館機能は代替の場所で運用されるのでしょうか。

お見込みのとおりです。また、新公民館完成までの期間、公民館機能は代替施設への移転を予定し
ておりますが、具体的な移転先については検討中です。

28
上有住地区公民館の「放課後子ども教室」は、今後も有住小学校の
生徒のみの利用と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

29
様式第1号（参加表明書）における登録番号は建築士事務所の登録
番号で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

30
徒歩又は自転車による通学者と自動車（スクールバス等）による通学
者の比率はどのくらいでしょうか。

自転車通学者が0名、徒歩通学者が24名、スクールバス通学者（下有住及び上有住地区在住）が38
名、コミュニティバス通学者（五葉地区在住）が9名となります。なお、徒歩通学者について、その一部
においては保護者が自家用車で送り迎えを行っているものと考えられますが、人数の把握は出来て
おりません。またその際の乗降は、公民館の駐車場内で行われているものと想定されます。

31
大船渡消防署住田分署では柱材300mm×300mm（資料4記載の集
成材の製造可能範囲を超えたもの）が使用されていますが、記載さ
れた範囲を超えたものを町内で製造することは可能でしょうか。

資料4に記載された製造可能範囲を超えたものは、町内で製造できません。

32
耐震構造方式として重要度係数は1.5とすることとありますが、官庁施
設の総合耐震基準に準じて避難所として位置づけた場合の重要度係
数1.25として計画することは可能でしょうか。

不可とします。

33 敷地内の既存樹木はすべて残しますか。 No.18をご覧下さい。



34 住田町民俗資料館の利用者数をご教示願います。 昨年度の年間利用者数は、約500人です。

35
上有住地区公民館の調理室についてですが、現在の利用頻度と大
人数での利用頻度をご教示願います。

No.5をご覧下さい。

36
要領P2 2業務概要 (3)業務内容 ア (ア)について、監理業務は別途協
議とありますが、契約の可能性はありますでしょうか。

監理業務については、本設計業務の受託者との契約を前提としますが、設計業務の遂行にあたり、
発注者の信頼を著しく損なう行為や、不誠実な行為が見受けられた場合等においては、監理業務の
委託先を別途検討するものとします。

37
要領P13 (ア)審査のポイントについて、各担当者の業務実績は過去
に所属していた事務所の実績も記載して良いでしょうか。

過去に所属していた事務所の実績も記載可としますが、当該施設の設計業務において果たした役割
を明記して下さい。また、記載内容については、その業務実績を有する事務所の代表者から、当人が
当該業務に関与した旨の事実確認を行う可能性があります。

38
要領P13 (ア)審査のポイントについて、各担当者の業務実績は計画
の関係性を説明するために業務名の他、写真などを掲載しても良い
でしょうか。

差し支えありません。

39 業務受注後の協力事務所の追加及び変更は可能でしょうか。
追加については差し支えありません。適宜、発注者と協議の上、書面にてその意思表明を行うこととし
ます。変更については発注者との協議の上決定することとしますが、配置予定技術者の病休、死亡又
は退職等、極めて特別な場合を除き、原則的には不可とします。

40
要綱P14 第二次審査について、出席者人数の制限はありますでしょ
うか。

第一次審査通過者に対し、別途通知を行うものとします。

41
資料3-1 面積表について、多目的スペースでの活動（スポーツや音
楽会など）はどのようなものを想定されていますでしょうか。

児童による卓球が想定されるほか、高齢者向けの講演会や、児童向けの演劇（ステージを要さない小
規模なもの）等が想定されます。

42
様式第2号、様式第3号について、設計共同企業体での提出の場合、
総括責任者以外にも共同体参加者の実績を提出してもよろしいで
しょうか。

差し支えありません。

43 有住小学校のグラウンドの基準点からの高さを教えてください。 No.3をご覧下さい。

44
民俗資料館の立面図、もしくは高さの分かる資料を頂けませんでしょ
うか。

No.13をご覧下さい。

45
スクールバスの置き場は、敷地内でしょうか。それとも乗降場のみに
なるのでしょうか。

No.11をご覧下さい。

46
実施要領P11 8(4) ウ 総括責任者の業務実績について、前職で担当
した案件を実績として掲載することは可能でしょうか。可能な場合、追
記する必要がある内容をご教示願います。

No.6をご覧下さい。

47

実施要領P2 2(3) 業務内容　およびP10 8(2) エについて、プロポーザ
ル選定後に、業務内容のうち一部業務（例えば外構設計や積算等）
を他事務所へ依頼する場合、依頼する予定の事務所はすべて協力
事務所として「業務実施体制提案書」に明記する必要があるという理
解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

48
資料1-1の計画対象範囲（黄色網掛け部分）が、建築基準法上の申
請敷地という認識で宜しいでしょうか。

現時点ではお見込みの通りの想定をしておりますが、設計業務を進めながら、再度検討を行うことと
します。

49
簡易水道の引き込みは南側の前面道路からの予定と考えて宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

50
既存公民館の家具の一部などを再利用したいというお考えはござい
ますか。

No.12をご覧下さい。



51
実施要領P3 オ (ウ) 想定構造規模に【木造平屋】とありますが、設計
上利点があれば、2階建て以上の建築を提案することは可能でしょう
か。

No.15をご覧下さい。

52
実施要領P4 (7) 事業スケジュールの【年度】は、4月～3月の期間とい
う認識でよろしいでしょうか。例：令和元年度内→令和元年4月～令和
2年3月

お見込みのとおりです。

53
資料3-1 必要諸室等面積表 H倉庫に収納される物は決まっています
か。もし決まっていましたらご教示下さい。

特にございません。

54 スクールバスの現在の交通ルートと運行時間をご教示ください。 （追加）【資料16】をご確認願います。

55
スクールバスの乗り降りは計画敷地外でも可能でしょうか。例えば道
路沿いにバス停を設け、バスを寄せて乗り降りすることは可能でしょ
うか。

不可とします。

56
敷地境界において、隣地境界線や道路境界線が明確に図示された
資料はありますでしょうか。もしあれば、その資料を頂くことは可能で
しょうか。

現時点では、隣地境界線や道路境界線が明確に図示された資料はございません。要領2 (3) ア （イ）
に記載のある通り、地形測量業務については追って町が別途発注することとしております。なお、資料
1-1等で示している敷地境界は、筆情報が記載された町所有の紙媒体資料に基づき作成しているた
め、実際の測量結果とは相違が生じる可能性がある点をお含み置き下さい。

57
有住小学校のプールは放課後や休日等において一般開放はありま
すでしょうか。

一般開放は行っておりませんが、夏季休暇中においては随時児童に開放しています。

58

計画対象範囲について、既存建築の関係性や、敷地状況がわかる
近景の写真を頂戴することは可能でしょうか。特に有住小学校プー
ル、有住小学校体育館、学校農園、住田町民俗資料館付近の現状
の写真を頂戴することは可能でしょうか。

No.16をご覧下さい。

59 様式3について記載する実績要件等はございますか。 特にございません。

60
様式3について、A3サイズですが送付の際はA4等に折込むことは可
能でしょうか。

差し支えありません。

61 計画敷地内南側の樹木は伐採可能でしょうか。 No.18をご覧下さい。

62 現在の有住小学校の平面図データの提供は可能でしょうか。 No.13をご覧下さい。

63
資料8について、上有住地区の人口が住田町全域図では人口2,791
人となっておりますが、上有住地区内各地区の規模での人口は1,211
人となっております。正式な人口をお知らせください。

【資料8】、「住田町全域図」において上有住地区の人口として記載した「2,791」人を、「1,211」人に訂正
いたします。

64 新施設は上下足どちらのお考えがありますでしょうか。 特にございません。

65
実施要領の 1プロポーザルの目的 にある「多種多様なニーズ」とは
どのようなニーズを想定していますか。

現地区公民館の建設当時、多数の児童が出入りする機能は想定されていなかったため、現在の利用
状況と建物のプランニングに齟齬が生じています。また、高い学習意欲を有する高齢者が多い一方
で、設備面の課題（トイレ、階段、施設内の段差等）は、そうした高齢者が公民館を利用する上での大
きな障壁となり得ます。併せて、東日本大震災以降、防災に対する町民の関心は年々増しています
が、そうしたニーズに現公民館が十分に応えられていない点は、大きな課題であると言えます。

66
上有住小学校の平面図、立面図など、図面がありましたらご提供い
ただけますでしょうか。

No.13をご覧下さい。

67
民俗資料館の平面図、立面図など、図面がありましたらご提供いた
だけますでしょうか。

No.13をご覧下さい。



68
ボーリング試験資料等、地盤の状態がわかるものがあればご提供い
ただけますでしょうか。

No.26をご覧下さい。

69

プロポーザル実施要領 10 (2) について、「文章を補完するためのイ
メージ図（概念図）、イラスト、パース、スケッチ等、必要と考えるもの
は適切判断の上、挿入すること」とありますが、簡易な平面図、断面
図等は載せてもよいと考えて宜しいでしょうか。

No.14をご覧下さい。

70

プロポーザル実施要領 10 (2) について、業務実施体制説明書には
提案事務所および協力事務所の人員構成等を記載するが、技術提
案書に提出者を特定する記述をしてはならないのは、なぜでしょう
か。また、どのように審査に利用するのでしょうか。

業務実施体制説明書の審査については、提案事務所及び協力事務所（以下、提案事務所等）の具体
名を鑑みながら評価を行いますが、一方の技術提案書の審査については、提案事務所等の具体名
は評価の対象となり得ないため、こうした情報の記載は必要ありません。従って、技術提案書におい
ては、提出者を特定する記述をしてはならないこととしたものです。また審査については、要領10 (1)
に記載のある通り、「業務実施体制説明書」及び「技術提案説明書」からなる「技術提案資料」を用い
て、総合的に評価を行います。

71
プロポーザル実施要領 10 (3) アに関する、「あらかじめ定められた評
価基準」とありますが、具体的にどのような基準でしょうか。

要領10 (2) イ (ア) 提案課題 に対する考え方が、主たる評価基準となります。

72
資料3-3 計画上の留意事項に関する、新公民館・駐車場の配置ゾー
ニングは、動線等の記載事項を考慮すれば、資料3-3の記載と異な
る配置でもよろしいでしょうか。

差し支えありません。

73

太陽光発電設備に付属しているデータ計測装置 Soler Linkの計測
データを頂けるでしょうか。日射計・温度計が装置と付随していれば
そのデータも頂けるでしょうか。敷地環境の把握のため、1年間分が
あれば望ましいです。

（追加）【資料17】をご確認願います。

74

小学校・中学校の登下校状況の分かる資料があれば頂けるでしょう
か。主なポイントとしては、集団登下校の有無と実施状況、自転車通
学者の割合、学区、登下校時の地域や保護者等の支援体制など、が
わかれば望ましいです。

集団登下校：小中ともございません
自転車通学者：小学校0名 / 中学生15名
学区：小中とも、資料8「住田町全域図」における下有住、上有住及び五葉地区が対象学区となります
登下校時の地域や保護者等の支援体制：小中ともございません

75
業務内容として、数量計算一式・概算工事費算出一式が挙げられて
いますが、積算業務は別途発注になるものでしょうか。またそれはど
の時期に行われるものでしょうか。

「概算工事費算出」は、積算業務を示します。従って、本業務の契約内に積算業務が含まれているた
め、別途発注は行わないものとご理解下さい。


