
立川総合支所庁舎等改修整備事業_質問回答書

質問No.
実施要項該当

ページ等

1

実施要項
2ページ
4(1)⑨
6ページ
9(1)②

様式集
様式3

2

実施要項
2ページ
4(1)⑨
6ページ
9(1)②

様式集
様式3～4-6

3

実施要項
2ページ
4(1)
6ページ
9(1)

4

実施要項
2ページ
4(1)
6ページ
9(1)

5
実施要項
2ページ
4(2)

6
実施要項
3ページ
5(1)

7
実施要項
3ページ
5(1)

設計共同体を構成する場合、構成に参加す
る全ての者が、参加資格要件等(1)①～⑨ま
でを満たす必要があると考えて宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

5-(1)選定委員会の有識者の専門分野、氏名
を公表いただくことは可能でしょうか。

二次審査の結果発表と同時に、選定委員
会の役職名を公表します。

評価及び選定方式で、選定委員会の構成委
員の方の役職名や氏名をお教えいただくこ
とは可能でしょうか、お教え願います。

二次審査の結果発表と同時に、選定委員
会の役職名を公表します。

上記質問、用途変更を伴わない新築・増築
又は改修の実績が参加資格に該当する場
合、様式の区分(ドロップダウンリスト：同
種・類似・－）の取り扱いはどのように考
えれば宜しいでしょうか。
ドロップダウンリスト（－）にした場合、
全ての実績評価点が０になります。

用途変更を伴わない新築・増築・または
改修の実績を記載する場合、様式区分は
ドロップダウンリスト（－）を使用して
ください。なお、参加資格（実施要項
4(1)⑨）の実績を証明する様式は実施要
項5ページ8(1)①カのとおり、任意様式
で構いません。
実績評価点は実施要項6ページ9(1)②の
要件を満たす場合に評価対象となりま
す。

参加資格要件等のうち⑨（ 4-(1)-⑨）を満
たしていれば、p6、参加者の同種・類似業
務実績のうち、イ類似業務（9-（1）-②-
イ）に該当する実績がないとしても参加可
能でしょうか。またその場合、（要項 4-
(1)-⑨）を満たす実績を確認できる資料が
必要でしょうか。

参加可能です。
要項4(1)⑨の実績は実施要項5ページ
8(1)①カのとおりご提出ください。

4参加資格要件等（1）⑨の条件として、
「平成22年4月1日以降」とありますが、9書
類記入上の留意事項（1）②③には日付の記
載がありません。平成22年4月1日以前のも
のでも、担当者が経験したものであれば記
載してよろしいでしょうか？

平成22年4月1日以降の実績をご提出くだ
さい。

実施方針４参加資格要件等(1)⑨では、200
㎡以上のＲＣ造の新築、増築又は改修と
なっていますが、参加表明(様式３）参加者
の同種・類似業務実績の備考の欄には「同
種・類似業務実績以外は記載しないこと」
とあります。
同種・類似業務実績は用途変更を伴うもの
であり、用途変更を伴わない新築・増築又
は改修の実績は参加資格に該当しないと考
えて宜しいでしょうか。

200㎡以上でRC造の用途変更を伴わない
新築・増築・または改修の実績について
は、参加資格に該当しますが、同種・類
似業務実績の評価対象外です。
なお、参加資格（実施要項4(1)⑨）の実
績を証明する様式は実施要項5ページ
8(1)①カのとおり、任意様式で構いませ
ん。
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8
実施要項
5ページ
7(3)

9
実施要項
5ページ
7(3)

10
実施要項
6ページ
9(1)

11
実施要項
6ページ
9(1)②

12
実施要項
6ページ
9(1)④

13
実施要項
6ページ
9(2)③

14
様式集
様式3

15
様式集
様式6-1、6-2

16
整備基本計画
4ページ
3

参加者の同種・類似業務実績で、「平成２
２年４月１日以降業務の実績」と表記があ
りませんが、平成２２年４月１日より前の
ものは､対象外と考えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。
平成22年4月1日以降の実績をご提出くだ
さい。

技術提案書の様式で、様式6-2、及び様式6-
3の太枠の大きさの変更は可能か、お教え願
います。

変更可能です。ただし、四方15mmの余白
をとってください。
実施要項7ページ9(3)③の範囲内で作成
ください。

整備に向けた経過の中で、「狩川地区地域
づくり会議要望書提出」とありますが、こ
ちらの要望書を公開又は貸与いただくこと
は可能でしょうか？

要望書をPDFで公開します。

参加者の同種・類似業務実績のイ.類似業務
で、中学校から小学校への用途変更に伴う
改修工事は類似業務に該当するか、お教え
願います。
また、建築確認申請の必要の有無について
もお教え願います。

該当しません。
確認申請等は前提でありません。
なお、確認申請等を伴う実績について
は、当該実績の確認済証の写しを併せて
提出してください。

協力事務所は他の設計共同体に協力事務所
として参加していても協力を受けることは
可能でしょうか。

可能です。

テーマ３避難所としての機能について、現
状の立川総合支所庁舎に防災備蓄倉庫はあ
りますでしょうか。また、ある場合、現在
の防災備蓄倉庫の位置をご教示ください。

立川総合支所庁舎内に防災備蓄倉庫はあ
りませんが、庁舎から車で5分程度の位
置に防災用品を収納している防災セン
ターがあります。

立川総合支所及び旧立川保健センターの設
計図又は竣工図の写し(閲覧のみ)とありま
すが、提案書作成にあたり平面図等のCAD
データを貸与いただけませんでしょうか？

平面図・立面図のみPDFデータがありま
す。必要な場合は事務局までお問合せく
ださい。
CADデータはありませんので貸与できま
せん。

7-(3)-①設計図または竣工図の写しの閲覧
のみとありますが、PDFデータ等の交付いた
だくことは可能でしょうか。また写真撮影
は可能でしょうか。

平面図・立面図のみPDFデータがありま
す。必要な場合は事務局まで電話でお問
い合わせください。
現地での写真撮影は可能です。

9書類記入上の留意事項（1）②ア、イにつ
いて、確認申請もしくは、計画通知を伴う
ことが前提と考えてよろしいでしょうか？

確認申請等は前提でありません。
なお、確認申請等を伴う実績について
は、当該実績の確認済証の写しを併せて
提出してください。
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17
基本計画
7ページ
4(2)②

18
整備基本計画
7ページ
4(2)②

19
整備基本計画
11ページ
4(3)

20
整備基本計画
14ページ
5(2)

21 その他

22 その他

23 その他

24 その他

　本計画における対象敷地の範囲をご教示
ください。また、対象敷地および、既存建
物のCADデータ（耐震改修時の平面、立面）
をご提供いただくことは可能でしょうか。

本計画における対象敷地範囲を資料とし
て追加します。
CADデータはありませんので提供できま
せん。

　配布頂いたアスベスト調査業務時の図面
において、立川支所1階平面図(P.2-1-6)の
着色および注釈(組織名・人数)、保健セン
ター コンセント設備図の着色および注釈
は、何を意図する記載かご教示ください。

5月21日現在の立川総合支所の窓口機能
および保健センター内の学童保育の使用
状況を記載しています。
行政窓口機能、学童保育機能の計画作成
の参考としてください。

　概算事業費として、アスベスト対策費
（飛散防止、除去工事等）概ね50,000千円
とありますが、これは先般のアスベスト調
査業務において含有が確認された部分（耐
火書庫天井、煙突、外壁全て）に施す対策
を想定した金額と考えて宜しいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

既存建物の配置を含めた敷地図のCADデータ
等を交付いただくことは可能でしょうか。

CADデータがありませんので交付できま
せん。

　行政窓口以外に、建物内を行政関連の行
事（選挙投票所など）に利用する想定があ
りましたらご教示ください。

現在は選挙の期日前投票所として使用し
ています。それ以外の想定はありません
が、基本設計を進める中でさらに検討し
てきます。

②安心安全の項目にて、「有事の際は、長
期間の集団避難生活が続くことも想定し、
体調管理やプライバシーに配慮できるよ
う、畳の部屋も維持します。」とあります
が、提案の中で新たに避難生活に対応した
畳の部屋を設けるのではなく、既存建物の
畳の部屋を維持していくという解釈でよろ
しいでしょうか？また、想定されている避
難者数等ございましたらお教えいただけま
せんでしょうか？

既存建物の畳の部屋（男子休憩室約38.5
㎡、女子休憩室17.6㎡、宿直室約17.4
㎡）を維持していくことを想定していま
す。
4月30日時点で、立川総合支所庁舎は水
害時に限り3集落（84世帯、281名）に設
定されています。

　本計画に役場本庁舎等のガス空調機器再
利用の検討が含まれているため、提案する
にあたり既存庁舎等における再利用を検討
する空調機器情報（能力・台数・年式等）
を公開・配布していただくことは可能で
しょうか。又、公開・配布しない場合、現
地確認の際に閲覧資料をコピーすることは
可能でしょうか。

再利用を検討していたガス空調機器の状
態を確認したところ、本事業内での再利
用は不適と判断しましたので、新設でご
検討ください。

　フリースペースおよび学童保育専用ス
ペースの利用開始時の利用者数と今後想定
される利用者数の推移がありましたらご教
示ください。

学童保育の登録人数は約65名です。
一日の利用者の実態は、平均40～45名と
なっています。
なお、人数は年々増加傾向にあります。
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