築上町新庁舎建設事業事業者（設計者・施工者）選定プロポーザル
技術提案書等に関する質問書に対する質問回答書
番号

質

問 内 容

回

答

1

募集要項 P12（4）オ．
「視覚的表現の表現方法が許 お見込みのとおりです。
容範囲を超えていると判断される場合は、・・・・
減点する｡」との記載がございますが、視覚表現の
方法は、国土交通省の基準（平成 30 年 4 月 2 日、
大臣官房官庁営繕部、技術提案における視覚的表現
の取扱いについて）を参照することでよろしいでし
ょうか。

2

様式 10「提案価格見積書」においては各種設計費、 お見込みのとおりです。
工事費のみ記載欄がございます。共通仮設費、現場
管理費、一般管理費などの経費は設計費、工事費に
含んで記載してよろしいでしょうか。

3

要求水準書 P3、2.2-1.（1）
「造成工事の内容によっ 開発許可が必要となった場合
て、開発許可申請の手続きを行う必要がある」とあ を含めた工期としています。
ります。本事業は非常にスケジュールが厳しいた
め、開発許可を実施するようになるとお示しの事業
スケジュールに適合しないと考えております。
従って開発行為に該当しないようなプランを検討
しておりますが、実際は事業者決定以降に県都市計
画課と協議により内容が確定致します。開発許可が
必要となった場合は工期や工事費に関する協議に
ご対応いただけますでしょうか。

4

要求水準書 P3、2.2-1.（3）
「追加的に必要なものに
ついては、選定事業者が調査を行い」とありますが、
土壌汚染調査は対象外で実施不要との認識でよろ
しいでしょうか。又、仮に必要な場合で、調査の結
果土壌汚染が確認された場合の対策費用は貴町の
負担との認識でよろしいでしょうか。

5

要求水準書 P5、2.2-2.（3）付帯施設、ウ．バスロ ・マイクロバス
ータリーについて、コミュニティバスの仕様（車種、
全長 6990×全幅 2080×
車両寸法等）につきましてご教示いただけますでし
全高 2630mm、定員 29 名
ょうか。
・コミュニティバス
全長 5380×全幅 1880×
全高 2280mm、定員 10 名

土壌汚染調査は実施不要と考
えていますが、工事実施に伴い
土壌汚染が確認された場合の
対策費用は町の負担と考えて
います。

6

要求水準書 P11、3.3-1.（9）
「解体・外構計画」に お見込みのとおりです。
ついて「解体工事が、工期・コスト・安全対策等を
並立して実施できるよう設計・工事計画をおこなう
こと」とあります。新庁舎は既存庁舎と別の位置に
建設し、干渉しないため既存庁舎の杭を残置しても
よろしいでしょうか。
（既存庁舎に杭がある場合）

7

要求水準書 P12、3.3-1.（11）
「来庁した住民が利用 お見込みのとおりです。
する店舗について検討すること。（庁舎建物外、敷
地面積約 500 ㎡）
」と記載があります。これは建設
用地を確保した外構計画を検討すると考えればよ
ろしいでしょうか。
要求水準書 P16、3.3-4.（6）
「災害時対応する職員・
緊急避難者人数を想定し、72 時間以上活動できる上
水を確保し」とありますが、貴町の防災計画等にお
いて想定されている人数をご教示いただけますで
しょうか。

現在、防災計画で本庁舎は避難
所としての指定を行っていま
せんが、新庁舎建設後は来庁者
や帰宅困難者等の緊急的な避
難者の受け入れを想定してい
ます。概数は設計を行う中で協
議の上決定します。

9

平成 30 年 2 月に公表いただいた基本構想・基本計
画における事業スケジュールでは設計期間を約
10.5 ケ月、施工期間を 24 ケ月とされております。
要求水準書における事業スケジュールでは設計期
間を 9 ケ月、施工期間を 15 ケ月となり 10 ケ月以上
短縮されており、非常に厳しいスケジュールとなっ
ております。ご指定のスケジュールを超えた提案を
した場合でも、失格とせずに協議いただけますでし
ょうか。

本プロポーザルは、要求水準書
に基づいた提案について行う
ものであり、スケジュールの延
長を前提とした提案を審査す
るものではありません。

10

要求水準書 P24，
「6-2.引渡しスケジュール」による
と平成 32 年（2020 年）12 月上旬に庁舎引渡とあり
ます。
2020 年 12 月竣工を実現するためには、2019 年 9 月
には一部構造資材を発注する必要があります。その
ためには 2019 年 8 月中旬に確認申請を提出する必
要があり、設計期間が 4.5 ケ月となります。4.5 ケ
月で基本設計、実施設計を行うためには、短期間で
協議、決定を行うことが必要で、貴町に多大なる労
力を負担いただくことになります。庁舎引渡時期の
延長について協議いただくことは可能でしょうか。

本プロポーザルは、要求水準書
に基づいた提案について行う
ものであり、庁舎引渡時期の延
長を含め、スケジュールの延長
を前提とした提案を審査する
ものではありません。

8

11

12

13

14

15

16

要求水準書 P24，
「6-2.引渡しスケジュール」による
と平成 32 年（2020 年）12 月上旬に庁舎引渡、平成
33 年（2021 年）3 月中旬に駐車場、車庫等引渡とあ
ります。12 月上旬に新庁舎引渡しを行った後に引越
し期間を見込むと、既存解体、外構整備の実質的な
着手は 2021 年 1 月からとなります。3 月中旬に引き
渡すには 2 ケ月半で（年末年始を見込むと実質 2 ケ
月程度）既存解体、外構工事を行う必要があります。
隣地で旧庁舎稼働中の工事であり、騒音、振動低減
の配慮、来庁者への安全対策を考慮すると、作業環
境を鑑みて解体 3 ケ月、外構 3 ケ月（造成工事が生
じない場合）必要と考えます。外構を含めた事業完
了を 2021 年 7 月ごろにて調整いただくことをご検
討いただけますでしょうか。

本プロポーザルは、要求水準書
に基づいた提案について行う
ものであり、スケジュールの延
長を前提とした提案を審査す
るものではありません。

別紙（７）「選定事業者が設置する什器備品一覧」 お見込みのとおりです。
には数量の記載の無い項目がございます。数量につ
いては事業者の提案に依るとの認識でよろしいで
しょうか。また、この什器備品の設置費用は（様式
10）提案価格見積書の建築工事費に含むと考えてよ
ろしいでしょうか。
新庁舎に入る各部、各課の職員数をご教示くださ 本質問回答書の別紙“新庁舎各
い。
課職員数”を参照ください。

現在の来庁者駐車場を含む場所に新庁舎を建設す
る計画となりますが、工事中の来庁者駐車場の代替
地として西側 JR 日豊線を渡った第 2 駐車場に車を
停める前提での計画としてよろしいでしょうか。

公用車及び職員の駐車場は本
敷地外の第 2 駐車場で、工事期
間中の来庁者駐車場は本敷地
内に確保する事とします。

現庁舎棟横の司法書士事務所（建物は解体予定）の 要求水準書 P12、3-1（11）「来
用地は、敷地内に確保しない計画としてよろしいで 庁した住民が利用する店舗に
しょうか。
ついて検討すること。（庁舎建
物外、敷地面積約 500 ㎡）
」に
含まれるものとします。

庁舎解体まで、危険物タンクを残した状態での建設 お見込みのとおりです。
計画でよろしいでしょうか。

17

見直し予定の東側の道路を含めた敷地計画図のＣ ＣＡＤデータはありません
ＡＤデータをいただけますでしょうか。

18

パースや平面図の視覚的表現は国交省営繕部より お見込みのとおりです。
発信されている「建築設計業務委託の進め方」（平
成 30 年度）にある）技術提案における視覚的表現
の許容範囲程度と考えてよろしいでしょうか。

19

マイクロバス、およびコミュニティバスの車両諸元 ・マイクロバス
をご教示ください。
全長 6990×全幅 2080×
全高 2630mm、定員 29 名
・コミュニティバス
全長 5380×全幅 1880×
全高 2280mm、定員 10 名

20

「辻畑重俊翁記念碑」の移設は本工事でしょうか。 お見込みのとおりです。

21

様式集における様式 9 の提案書が 4 枚あるかのよう ８つのテーマについて、Ａ３版
になっておりますが、3 枚以内を正と考えてよろし 片面、各３枚以内（各１枚でも
いでしょうか。
可）で作成してください。

22

築上町新庁舎建設基本構想・基本計画（案）に築上 お見込みのとおりです。
町 FM 放送施設を解体する旨の記載がありますが、
要求水準書通り現状のまま残すとあります。
要求水準書に記載の優先順位に倣い、現状のまま残
すと考えてよいでしょうか。

23

住民が利用する店舗（庁舎建物外）のための敷地（約 将来道路線形の見直しにより
500 ㎡）に将来道路線形の見直しにより敷地外とな 敷地外となる部分には含まれ
る部分を含んでよいでしょうか。
ないものとします。

24

来庁者と公用車の自動車出入口を分ける旨の記載 お見込みのとおりです。
がありますが、議員と職員の自動車がどちらの出入
口から入るかは自由提案と考えてよろしいでしょ
うか。
また、来庁者用の車の車両動線と職員用、議員用の
車の車両動線は分離する必要はないと考えてよろ
しいでしょうか。

25

築上町新庁舎建設基本構想・基本計画（案）に会議 研修室を会議室に含むと考え
室の想定面積を 360 ㎡、想定室数を 8 室とする旨の てよいが、この想定面積を超え
記載がありますが、これに研修室は含むと考えてよ る提案は妨げません。
いでしょうか。

26

27

下水道は現在敷設されておらず今後の整備計画と 平成 32 年 4 月供用開始予定で
のことですが、完成予定はいつになりますか。
す。
上水道について、現在の敷設管 75φの実際水圧はど
の程度でしょうか。またこの配管は引込管と思われ
ますので、水道本管の位置と口径及び設計水圧をご
教示ください。

敷 設 管 75 φ の 実 際 水 圧 は
0.7MPa です。水道本管の位置と
口径は本質問回答書の別紙
“図：上水道の状況”を参照く
ださい。設計水圧は 1.0MPa で
す。

28

現状井水利用の有無を確認させてください、また利 利用していません。
用されていれば揚水量、及び水質を教えてください

29

敷地周辺に都市ガス管の敷設はありますでしょう 本町内には都市ガスの敷設は
か。
ありません

30

既設庁舎の電気・水道・ガス等の使用量とランニン 平成 29 年度実績
グコストを過去 1 年分ご教示ください。またデマン ・電気 最大値 70kw
ド及び従量料金もご教示ください。
使用量
160,059
金額
3,884,899
・水道
使用量
1,478
金額
383,910
・ガス（LP ガス）
使用量
27
金額
39,042
・灯油（庁舎用）
使用量
27,010
金額
2,153,470

kwh
円
㎥
円
㎥
円
ℓ
円

31

空調期間をご教示願います（冬期：？月～？月 夏 明確に空調期間としては定め
期？月～？月）
ておらず、空調運転時間を記録
した資料はありませんが、冬期
12 月～3 月、夏期 6 月～9 月頃
です。

32

現庁舎（併合後）の職員数と平均概略来庁者数をご 職員数は本質問回答書の別紙
教示ください。
“新庁舎各課職員数”を参照く
ださい。平均概略来庁者数は、
平成 29 年度 243 名です。

33

公用車車庫２F に設けると記載のある倉庫について 基本構想・基本計画（案）P32
は、要求されている書庫、倉庫の面積に含めてよろ に記載の書庫、倉庫の面積は庁
しいでしょうか。
舎本体内に設置するものであ
り、公用車車庫２Ｆに設ける倉
庫は含めません。倉庫の規模は
提案によるものとします。
解体建物の設計図等があれば御開示願います。

本庁舎のみ設計図はあります
が、一部しかないため、閲覧（デ
ジカメ等撮影可）
、要予約とし
ます。

仕上塗材（リシン吹付、吹付タイル等）を、屋上庇・
外部バルコニー下・内部階段裏・消防西部分署など
様々な場所で確認できましたが、アスベストの分析
調査は実施されてますでしょうか。現場着工後、ア
スベストの含有が判明した箇所の除去工事は増
額・工期延長対象と考えてよろしいでしょうか。

２階及び３階の機械室につい
てはアスベスト分析調査を行
っていますが、他は行っていま
せん。アスベストの含有が判明
した場合、アスベスト除去費用
については別途協議とします
が、工期延長の対象とはしませ
ん。

本庁舎西側に煙突らしきものがありますが、内部に
カポスタック等のアスベストが含有されているも
のが使用されていますでしょうか。現場着工後アス
ベストの含有が判明した場合、増額対象と考えてよ
ろしいでしょうか。

前項目と同様に、２階及び３階
の機械室についてはアスベス
ト分析調査を行っていますが、
他は行っていません。アスベス
トの含有が判明した場合、アス
ベスト除去費用については別
途協議としますが、工期延長の
対象とはしません。

37

杭の引抜工事は本工事に含まれるのでしょうか。含
まれるのであれば杭の規格及び杭長等がはっきり
しないと積算できません。図面等にて御指示下さ
い。

現庁舎の杭引抜きは含みませ
んが、提案内容に旧庁舎の杭が
支障ある場合は、撤去費用は含
みます。

38

築上町 FM 放送施設は、要求水準書通り現状のまま 提案の範囲内とします。
残す場合、工事期間中の仮囲いは区画する必要があ
りますでしょうか。

39

想定事業スケジュールのうち工事工期が非常に厳 お見込みのとおりです。
しいため、設計施工のメリットを活かし、町にもご
協力をいただきながら、工事着手時期については事
業者の提案としてよろしいでしょうか。

34

35

36

40

住民が利用する店舗（庁舎建物外）については別途 店舗建設工事は別途とし、建設
工事と考えて宜しいでしょうか。
用地を確保した外構計画を検
討するものです。

41

電波障害の影響に対する対策は、現時点では想定で 現庁舎の敷地内で建替を行な
きない部分が大きいため、調査・報告書作成までと うものであり、対策工事等を含
し、対策工事等が生じた場合は別途協議とさせてい むものとします。
ただけないでしょうか。

42

支払い条件を明示願います。

前払金の保証契約を前提とし
ます。

43

平成 31 年 10 月に消費税 10%になる予定ですが、今 お見込みのとおりです。
回の工事は平成 31 年 3 月契約予定で、経過措置適
用の為、消費税は 8%としてよろしいでしょうか。

44

既存敷地内に電柱があり、電線が引き込まれていま 提案価格に含まれたものとし
すが、撤去・移設は九州電力の工事として、工事費 ます。
に計上しませんが、よろしいでしょうか。

45

敷地内に東西に既存排水路（水路？）がありますが、 既存水路は使用しているため、
撤去するとしてよろしいでしょうか。仮に移設する 提案（暗渠化、移設ほか）によ
必要がありましたら、御指示願います。
るものとします。

46

現場調査時に、２Ｆ機械室の吹付材にアスベストは
含有されていないと分析結果が掲示されていまし
たが、その他の吹付箇所も含有されていない、また
は除去済とし、現場着工後にアスベストの含有が判
明した箇所の除去工事は、増額・工期延長対象と考
えてよろしいですか。

２階及び３階の機械室につい
てはアスベスト分析調査を行
っていますが、他は行っていま
せん。アスベストの含有が判明
した場合、アスベスト除去費用
については別途協議とします
が、工期延長の対象とはしませ
ん。

47

来客用エレベーター1 台、業務用エレベーター1 台 エレベーターは要求水準書 P17
の定員が不明ですので、各々御指示願います。
に、来客用エレベーターは貫通
２方向型、業務用はストレッチ
ャー（寝台）が十分入る広さと
のみ要求しており、提案による
ものとします。

48

PCB 等特別管理産業廃棄物は施主の責任にて処分す アスベスト以外の PCB 等特別管
ると考え、撤去項目に含まれてないと考えておりま 理産業廃棄物の処分は含まれ
すが、よろしいでしょうか。ご指示願います。
ていません。

