「宮城県民会館・宮城県民間非営利活動プラザ複合施設新築設計業務

公募型プロポーザル」

質問回答書
質問
No.

1

1-2

2

3

4

5

5-2

5-3

質問内容

参加形態について、設計チームによって参加を行うこととあるが、構
成員は協力業者から選定することに問題はないか。又そこには特段の契
約を必要としない認識でよいか。

回答

構成員のうち総合，構造，電気，機械の主任担当技術者は，協力業者から選
定することに問題ありません。
県が設計候補者と契約を締結する場合，契約相手方は参加申込者である単体
企業となりますので，参加申込者は協力業者と再委託契約を締結していただく必
要があります。

実施要項P1に「参加申込者は，単体企業とします」および「参加申込は，管理
技術者及び総合，構造，電気，機械の各業務分野を分担する主任担当技術者
から構成される「設計チーム」によって行う」とありますが、プロポーザルにて特定
された後に設計契約を「設計チーム」もしくはチームの一部による企業体(JV)とし
て契約することは可能でしょうか。
設計実績業務欄について、要件に該当する実績以外の記入は不要とな
要件に該当する実績以外は記入不要です。記入しても評価の対象とな
るか。(全体として要件を満たしていないが、用途、面積が近しいため記
りません。
入する等不要か)
申込書・提案書作成要領P1「実績B 公共施設を含む複合施設」について、「一
本事業においては，公共施設とは，国又は地方公共団体が整備又は所有・管
般公開される大学図書館・大学美術館を含む大学校舎」は該当すると考えて宜 理するものをいいます（テナント入居を除く。）。
しいでしょうか。
実施要項 ＩＶ評価・選定 ２評価・選定方式 （２）第２段階（設計候補者棟の選 プロジェクター投影に使用するソフトやツールは問いません。
定） において、「提案書の拡大コピーやプロジェクター投影は可能」とあります
なお，使用できるものは提案書そのものの全部又は一部に限ります（異なる記
が、パワーポイントなどを用いたプレゼンテーションを行ってもよろしいでしょうか。 載や追加の記述は不可。ただし，提案書の一部を拡大するなどは可）。

回答日

12月17日

12月17日

12月17日

12月20日

12月23日

参加申込書・提案書作成要領 1.参加申込書（３）ロ（ロ）ｃ 設計業務実績欄に
記載した内容を証明する書類 のうち、「管理技術者、主任担当技術者等の通知
書の写し」について、自社の印を捺印した従事証明書、あるいは設計体制表等
その構成員が所属する事務所が作成（自社の印を押印）した証明書は有効で
でもよろしいでしょうか。
す。
12月13日
「別添1_参加申込書・提案書作成要領」の「１（３）ロ（ロ）ｃの書類」で、「管理技
なお，建築専門誌等は有効な証明とはなりませんので，構成員が所属する事務
（1月6日修正）
術者，主任担当技術者等の通知書の写し 等」とございますが、社判付きの従事 所が作成した証明書を添付願います。
証明書はその証明書として有効でしょうか。
また，設計事務所の実績については，No.17を参照願います。
参加申込書（3）内容を証明する書類のロ「設計チーム」の設計業務実績を証明
する書類におきましては、建築専門誌（新建築等）などに掲載された写しを証明
する書類としても宜しいでしょうか。

質問
No.
6

6-2

6-3

7

8
8-2
9
10
11

12
13

質問内容

回答

「別添1_参加申込書・提案書作成要領」の「１（２）ハ（ニ）ｅの実績Ａ」について、
複合施設内にある「劇場、音楽堂、文化ホール」も対象と考えてよろしいでしょう
か。
【様式２】参加申込書 資格・業務実績等説明書
貴見のとおりです。
設計事務所 設計チーム 実績記入について
実績Aと実績Bの両方を満たす実績がある場合は，どちらの実績としてもそれぞ
実績Aと実績Bの内容が重なっている案件について、同じ内容で記載、登録して
れ評価しますので，双方に記載して構いません。
もよろしいでしょうか。
“単体”とは1つの客席空間の場合、実績Aに該当する客席数を持ち、実績Ｂの
指定する面積を持つ建物を実績とする場合、同じ建物を実績A、実績Bの両方に
記入してよろしいでしょうか。
評価・選定基準に記載のとおり，実績として評価するのは「公共施設を含む複
「別添1_参加申込書・提案書作成要領」の「１（２）ハ（ニ）ｅの実績Ｂ」について、 合施設」となります。複数ある用途のうち，公共施設以外のものは民間施設でも構
「複合施設」とは、公共・民間問わず、用途が複数ある施設と考えてよろしいでしょ いません。
ただし，共用部分を有せず，それぞれの用途が独立して運用できるものを除き
か。
ます。
敷地図CADデータをご提供頂けますでしょうか。
敷地内・敷地周辺の高低が分かる資料があればご提示ください。
敷地のボーリング資料をご提示頂けますでしょうか。
業務委託仕様書Ⅱ.3 (9)設計原図の材質等で、設計原図の大きさがA2判とあ
りますが、基本設計はA3判、実施設計はA1判としても宜しいでしょうか。
客席数2000～2300席とありますが、立見席を加えた合計の席数と考えてよい
でしょうか。また席数は2000席以上確保してあればよいと理解してよいでしょう
か。
諸室面積表の舞台の備考欄に多面舞台とありますが、主舞台の上下に袖舞台
を備えることを意味しているでしょうか、オペラハウスのような三面舞台を具備すべ
きでしょうか。
宮城県建築条例に、興行場等に関する技術基準が見当たりません、何に準拠
して客席の計画をすればよいでしょうか。

回答日

12月23日

1月6日

12月23日

実施要項の提示資料の範囲で検討願います。
別途測量業務を発注予定です。

1月6日

実施要項の提示資料の範囲で検討願います。
別途地質調査業務を発注予定です。

1月6日

構いません。

1月6日

設計における留意事項に記載のとおりです。

1月6日

設計における留意事項に記載のとおりです。

1月6日

関係法令に適合する計画としてください。
その他，設計における留意事項に記載のとおりです。

1月6日

質問
No.

質問内容

14

提案書の提出について、様式3と様式4-1～4-5を1部ずつ、順番に束ね、左上
1か所、ホチキス止めして、13部提出することで宜しいでしょうか。

14-2

15

16

17

18
19
19-2
20
21

回答

通しで１部ずつ左上１か所をダブルクリップ又はゼムクリップ留めとしてくださ
い。
封筒等の形態は任意で構いません。
様式3～様式4-5は通しで左端1か所ダブルクリップ止め、13部提出でよろしい
でしょうか。
（A3サイズの茶封筒（複数枚になると思われます）等に入れて提出でよろしいで
しょうか。）
参加申込書・提案書作成要領P1
実績Aにおける“単体”とは建物用途のことでしょうか。複合施設ではない劇場、
音楽堂、文化ホールの単体用途の建物を客席数の合計がⅠ、Ⅱ、Ⅲの席数で
“単体”とは一つの客席空間を指します。
区分けして記入するのでしょうか。それとも“単体”とは1つの客席空間のことでしょ
なお，記入方法は，参加申込書・提案書作成要領に記載のとおりです。
うか。単独でも複合施設でも劇場、音楽堂、文化ホールのある建物であれば、あ
るいは1つ建物の中に複数の規模を持つホールがある場合でも、１つの客席空
間をⅠ、Ⅱ、Ⅲの席数で区分けして記入するのでしょうか。解釈が不明です。ご
教示ください。
第2段階評価において、第1段階評価の内容は加味されるのでしょうか。具体的
評価・選定基準に記載のとおりです。
な点数配分等があればご教示ください。

参加申込書・提案書作成要領 1.参加申込書（３）内容を証明する書類のうち、
設計業務実績に記載した内容を証明する書類として、確認申請書や確認済証で
もよろしいでしょうか。

実績が確認できる資料であれば構いません。
なお，設計チームの実績については，No.5を参照願います。

独立した一つの敷地とする場合でも，関係法令に適合できるようにしてくださ
設計における留意事項 （2）敷地④について、空地を配置する上での条件（接
い。
道の必要性、平面形状等）があればご教示ください。
平面形状は活用しやすいものが望ましいです。
設計における留意事項 （2）敷地④について、将来的に整備を想定している施
設があればご教示ください。
現在，想定している施設はありません。
「資料3 設計における留意事項 １ 共通する基本条件（２）敷地④の将来施設
当面，大型集客イベント等での活用を想定しています。
整備等」で有効活用できるまとまった空地15,000㎡について、想定されている施
設があればご教示ください。
設計における留意事項 （2）敷地③について、郵便局用地は北側道路に接道
貴見のとおりです。
していれば、場所は提案者の提案によると考えてよろしいでしょうか。
隣接するJR仙石線の地下構造物の概要がわかる資料（断面図等）があればご
実施要項の提示資料の範囲で検討願います。
教示ください。

回答日

1月6日

1月6日

1月6日

1月6日

1月6日
1月6日
1月6日
1月6日
1月6日

質問
No.

質問内容

22

JR仙石線が敷地に近接していることによる、敷地内にかかる建築制限があれば
ご教示ください。

23
24
25
26
26-2

27
28

29

29-2
30

JR仙石線の騒音・振動などのデータがあればご教示ください。

回答

回答日

実施要項の提示資料の範囲で検討願います。

1月6日

実施要項の提示資料の範囲で検討願います。

1月6日

スタジオシアターはスタンディングで最大800席とありますが、固定席及び可動
固定席及び可動席の客席数は提案によります。
客席の最大客席数の想定があればご教示ください。
設計における留意事項について、ホール部門の舞台に記載あるような細かな設
設計における留意事項に記載のとおりです。
計条件がスタジオシアターの舞台にもありましたらご教示ください。
参加申込書に添付する必要書類は、左端1か所ダブルクリップ止めでの提出で
宜しいでしょうか
参加申込書に添付する資格・実績等を証明する書類におきましては、資料集と 貴見のとおりです。留め方は任意で構いません。
して別途まとめて宜しいでしょうか。また、資料の量が多くなることもあるためダブ
ルクリップ止めの提出でも宜しいでしょうか。
参考様式1の参考見積書も左端1か所ダブルクリップ止め、1部提出でよろしい
留め方は任意で構いません。提出部数は参加申込書・提案書作成要領に記載
でしょうか。
のとおりです。
また，提案書の封筒等に同封して構いません。
（様式3～様式4-5の茶封筒に同封でもよろしいでしょうか。）
諸室面積一覧表（目安）の面積は、±5～10%程度の面積差があっても差し支え 貴見のとおりです。
ただし，延べ面積は22,200㎡以内とします。
ないと判断してよろしいでしょうか。
「資料3 設計における留意事項 １ 共通する基本条件 （２）敷地 ③に郵便局の
用地を確保」とありますが、当該用地は提案対象エリア内に設置する考えでしょう 郵便局の用地は提案対象エリア内に設置し，敷地分割を想定しています。
か。その際、敷地分割等の有無についてご教示下さい。また延べ面積150㎡の
なお，郵便局の駐車場、駐輪場は未定です。
提案においては，郵便局の駐車場，駐輪場は全体の整備数に含まれるものと
建物とは別に駐車場等が必要と思われますが、こちらは与条件の駐車場300～
想定し，郵便局部分の敷地面積は建築物（平屋建て150㎡程度）が適切に立地
350台に含まれるものと考えて宜しいでしょうか。
郵便局は北側道路に面して計画するとありますが、敷地面積はどの程度必要と できる広さであれば支障ありません。
考えたら宜しいでしょうか。（駐車場、駐輪場等の必要台数）
2300席は固定席との記載がありますが、立見席の目安の人数はあるでしょう
目安はありません。
か。

1月6日
1月6日

1月6日

1月6日
1月6日

1月6日

1月6日

31

エントランス前広場の面積の目安はあるでしょうか。

目安はありません。

1月6日

32

敷地内または南北道路への新たな路線バスの停留所の計画はあるでしょうか。

現在，県としては計画はありません。

1月6日

33

「実施要項 Ⅳ評価・選定 ２評価・選定方式（２）第２段階（設計候補者棟の選
定）」において、『使用できるものは提案書そのものの全部又は一部に限ります
（異なる記載や追加の記述は不可。ただし，提案書の一部を拡大するなどは
可）』と回答がございましたが、図版の文字情報等を消すなどは可能でしょうか。

視覚効果として，一時的に文字情報を非表示にする等の表現は構いません。
ただし，レイアウトの変更は不可です。

1月6日

質問
No.

34

35
36
37

38

39

40
41
42
43
44
45

質問内容

回答

「別添3 計画概要書」に記載の敷地面積 約55,000㎡（提案対象エリア約
提案対象エリアは敷地概要図における301-1A（53,169.13㎡）であり，これが建
53,000㎡）について、別図2の敷地概要図では地積53,169.13㎡の記載があり、 築基準法上の敷地面積となります。ただし，その内，将来の活用予定地約
この範囲が提案対象エリアに当たると考えましたが、この他に敷地面積55,000㎡ 15,000㎡及び郵便局の敷地は，敷地分割する可能性があります。
55,000㎡は隣接する土地を含む面積ですが，当事業の敷地からは除きます。
に含まれるエリアがあると考えて宜しいでしょうか。またその場合、敷地面積に含
まれる範囲についてご教示下さい。
添付の「提案対象エリア図」を参照願います。
「資料3 設計における留意事項 ２ ホール部門（１）舞台①プロセニアム形式」
について、間口・高さ等の指定があればご教示ください。
新県民会館の建設予定地周辺のインフラ整備状況（水道、下水道、都市ガス、
電力など）をご教示下さい。
現県民会館（東京エレクトロンホール宮城）の光熱水費について、各料金の内
訳（電気、油、水道、下水道など）をご教示下さい。また、各料金、使用量に関す
る月毎のデータがあれば、あわせてご教示下さい。
実施要項 Ⅲ参加申込者の資格要件等 １参加申込者の資格要件 （２）宮城
県建設工事入札参加登録等指名停止要領に基づく入札参加指名停止措置を
受けていないもの。とありますが、指名停止処置を受けていないものだけではな
く、宮城県建設工事参加登録をしていないものも参加申込者の資格要件に該当
すると考えてよろしいでしょうか。

回答日

1月6日

指定はありません。

1月6日

実施要項の提示資料の範囲で検討願います。

1月6日

実施要項の提示資料の範囲で検討願います。

1月6日

貴見のとおりです。

1月6日

参加申込書・提案書作成要領P1 １（２）ハ（ハ）について、設計事務所の設計
設計事務所の設計業務実績は，同一法人の他の事業所（本社，支社，支店
業務実績は、同一の法人であれば、参加申込者とは別の支社の実績でもよいで 等）の実績でも構いません。
しょうか。
提案書提出要請通知以降に，質問の数及び回数に上限を設けた上で，受け付
令和4年2月1日に予定されている第１段階選定結果の通知・公表及びプロ
けることとします。
ポーザル提案者への提案書提出要請通知以降に、提案書についての質問の提 なお，質問の提出締切りは2月8日を想定しています。
出及び回答の機会を設けていただくことは可能でしょうか。
詳細は，第１段階評価の通過者に別途通知します。
現在敷地内に残置されている盛土やガラ等の廃棄物は、今回工事着手時点で
貴見のとおりです。
は撤去済みと考えてよろしいでしょうか。
敷地内には地中障害物はない（基礎や杭などは解体撤去済み）と考えてよろし
貴見のとおりです。
いでしょうか。
敷地は病院跡地のため土壌汚染の可能性が高いと想定されますが、土壌汚染
貴見のとおりです。
の調査及び対策は実施済みと考えてよろしいでしょうか。
仙台医療センターのドクターヘリが敷地内を横断する場合は、建物高さに配慮
する必要があると考えますが、ドクターヘリの侵入ルート及び高さをご教示くださ
実施要項の提示資料の範囲で検討願います。
い。
管理運営部門のプレイルームは託児室との一体利用を想定していると判断して
プレイルーム（キッズスペース）と託児室は別々の利用を想定しています。
よろしいでしょうか。

1月6日

1月11日
1月11日
1月11日
1月11日
1月11日
1月11日

提案対象エリア図
標高

16.410m

標高

15.922m

標高

15.498m

標高

提案対象エリア（敷地範囲）
53,169.13㎡

標高

標高

16.110m

標高

15.295m

15.681m

15.147m

