
別添（様式第４号） 
平成30年11月1日 

 

質  疑  書（第１報） 

 
質問事項 回答 

■募集要項関連 
要項P4（２）審査④について 
・２次審査とありますが、作品提出を行った

もので再度審査が行われるのでしょうか。も

しくは別途プレゼンテーションが必要とな

り、資料等を作成するのでしょうか。 
 
・２次審査は提案者の出席が必要でしょう

か。２次審査の方法についてご教示くださ

い。 
 
 
 
 
 
要項P4 4 提案(1)について 
・①2)に概要説明、③、④においてパースや
図を用いて説明してもよいですか 
・①の内観パースについては物産館、レスト

ラン、トイレ、遊具とありますが、それぞれ

最低１枚ずつ必要でしょうか 
・内観パースについて、パース1枚につきA3
横1枚でしょうか。A3横1枚に複数パターン
のパースを記載してもよろしいでしょうか。 
・提出図書の用紙サイズについて、A4用紙で 
２枚または４枚になった場合A3用紙１枚ま 
たは２枚にまとめることは可能でしょうか。 
・提出図書の外観パース及び内観パースに

概要説明がありますが、文字のみでなく図に

よる説明をしてもよろしいでしょうか。 
 
・A2 サイズの外観パースは、 パネル化の必
要はないと考えてよろしいでしょうか。 
 

 
 
・基本的には提出いただいた作品及び資料で

審査しますが、別途、参考資料やパワーポイト

等での説明を求めることがあります。 
 
 
・２次審査には提案者の出席が必要です。 
２次審査の方法については、１次審査を通過し

た提案書を、公共施設等において、一定の期間、

市民の方々へ公開します。その際、参考として

来場者による投票を行います。その後、審査委

員会による２次審査を行います。その審査につ

いては市民への公開を予定しています。 
 
 
・要項を基本としますが、各施設の概要説明が

明確であれば２つの内観パースを１枚で作成、

またはＡ４をＡ３に集約も可能とします。 
 また、概要説明の方法及び作成については提

案者の任意とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・パネル化は必要ありません。 
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・参加表明書の提出方法の記載がありませ

んが、郵送での提出と理解してよろしいでし

ょうか。 
 
・登録受付の締切については11月5日消印有
効と考えてよろしいでしょうか。 
要項P6（3）提出方法について 
 
・送付の際に配達方法として郵便の書留や、

宅配便の配達記録が残るものなど指定はご

ざいますか 
 
要項P6 ５契約について 
・本業務は基本設計となる位置付けでしょ

うか。 
 
 
 
・基本設計の契約等においては一般的に仕

様書があり、業務内容などについて記載があ

りますが、今回はどのような業務内容を想定

されていて、仕様書等はございますか 
（例えば、業務内容として概算工事費を算出

する、ワークショップを行うなど） 
 
要項P6 ５（２）について 
・委託契約期間が平成３１年３月３１年ま

でとなっておりますが、契約が仮に２月下旬

となった場合に1か月程度でどのような業務
となりますか。 
設計デザインの業務についてご教示くださ

い。 
・「5.契約」において「設計デザインまでの業
務」とあるが、具体的な業務内容について、

ご教示いただけますでしょうか。 
 
・情報発信機能に関しては、建築でしょう

か。建築ならば規模等すべて任意という考え

で良いでしょうか。 
 
 

・郵送にて提出をお願いします。 
 
 
 
・11月5日消印有効とします。 
 
 
 
・特に指定はありません 
 
 
 
 
・本業務は、敷地全体の設計デザインの提案を

目的としています。基本設計については、提案

いただいた設計デザインを基に、別途、本市に

おいて設計を行います。 
 
・募集要項の「必要機能一覧表」を基に、グラ

ンドデザインの提案を求めていますので、市民

ワークショップの実施は条件にありません。 
概算工事費については、募集要項の概算工事費

（見込み）を基に設計デザインの提案をお願い

します。 
 
 
・基本的な方針としては、提案書に基づき詳細

設計等に取り組むこととしますが、本施設は、

国土交通省の道の駅の認定を目指した施設と

していますので、国土交通省との協議が必要と

なります。この協議における国からの助言・指

導等に対応するための業務及び軽微な変更等

を想定しています。 
 

 
 
・外構（情報板）、建築についての指定はあり

ません。概算事業費内での実施可能な提案をお

願いします。 
作成において、情報発信機能の動線計画には注

意をお願いします。（要項P5） 
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・スタッフの更衣室や倉庫等バックヤード

は任意で提案して良いでしょうか。それとも

不要でしょうか。 
 
・要項に書かれていない機能を含んだ、地域

振興施設の延べ面積の想定はありますか？ 
・地域振興施設について用途を付加しても

よろしいのでしょうか。 
 
 
・図書機能は北郷図書館の本を借りてきた

利用者が使うスペースだと考えて良いでし

ょうか。貸出機能は不要でしょうか？ 
・図書機能について、北郷図書館と連携して

の図書の貸し出しの予定はありますでしょ

うか。 
・ 「図書機能」 の運営は、 「北郷図書館」 
との連携を考慮されていますでしょうか。 
（蔵書の収蔵や共同使用などについて） 
 
 
・募集要項4ページ  4提案  （1）提出図書  
②（仮称）道の駅北郷の内観パースの部分 
に「遊具」とありますが、これは、⑤必要機 
能一覧表内の遊具広場の遊具を示すもので 
しょうか。その場合、遊具広場は屋内施設と 
理解してよろしいのでしょうか。 
・遊具広場は屋外という考えでしょうか？ 
・遊具広場は屋内での利用を想定されてい

ますでしょうか。 
 
・コンペへの参加資格はないのでしょうか。 
 
・設計共同体又はグループとしての応募は

可能でしょうか。可能な場合、様式1号は代
表企業のみとし、様式3号に他の構成員を記
入する形でよろしいでしょうか。 
 
・提案について、建築士事務所登録を行って

いない企業や個人が参加することはよろし

いでしょうか。 

・提案をお願いします。 
 
 
 
・現時点での想定はありません。また、要項に

ある機能以外に付加したい用途については、概

算事業費内で実施可能であれば提案をお願い

します。 
 
 
・北郷図書館とは切り離して提案をお願いし

ます。道の駅施設内に本が楽しめるスペースを

イメージとしており、貸出機能は考えていませ

ん。 
なお、本棚にならべる図書は、市の図書を利用

する方針です。 
 
 
 
 
 
・必要機能一覧表の遊具を示しています。その

遊具の配置場所については、屋外、屋内問いま

せんので提案をお願いします。また、屋外の場

合は、遊具の内観パースは不要とします。 
本駅のメインの一つとなるような提案をお願

いします。 
 
 
 
 
・要項以外の資格要件はありません。 
 
共同体等での応募も可能ですが、単独応募の併

願は不可としています。 
様式１に代表企業、様式３に提案に関わる全て

の方々の記入をお願いします。 
 
・参加可能です。幅広く実施可能な設計デザイ

ンを求めることを目的としています。 
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・提出図書において、企業や個人が特定でき

る表現についてはよろしいでしょうか。 
 
・提出図書において、デザイン以外の内容説

明（事務所の実績等）を行ってもよろしいで

しょうか。 
 
・提案内容について、敷地内の南北を縦断し

ている道については計画提案の範囲と考え

てよろしいでしょうか。 
 
・概算工事費は建築工事の他に駐車場や外 
構、広場の遊具等含めた金額でしょうか。 
 
・審査委員会のメンバーは決まっているの

でしょうか。また建築や都市計画の専門家は

入るのでしょうか。  
 
 
・既存の植栽について移植を考えておりま

すか、伐採を考えておりますか。 
 
 
 
・ 「飲食販売」 には、 厨房設備が別途必要
となりますでしょうか。 必要な場合、 それ
は記載されている 200 ㎡の面積内に含まれ
るでしょうか。 
 
・給排水、ガス、電気、雨水に関する制約は 
ありますでしょうか。  
 
 
 
 
・県道日南高岡線からのサブ出入口を計画 
することは可能でしょうか。 
 
・ふれあい交流センターについて、来場者用

駐車場は、110台の中に含まれるのでしょう

 
 
 
 
・提案者の任意とします。 
 
 
 
範囲内となります。道路については廃道とし、

駐車場や緑地、建屋等の敷地の一部として提案

可能です。 
 
・建築、駐車場、遊具等を含めた全ての金額で

す。 
 
・審査委員会メンバーには、一級建築士、環境

デザイン、公園緑地を専門としている大学教授

や道の駅の運営に直接携われている駅長等、外

部の委員による構成を考えています。 
 
・敷地内には記念植樹を含む樹木が点在して

います。この樹木についての伐採、移植並びに

植栽等については、概算事業費内での実施可能

な提案をお願いします。 
 
・厨房施設は面積内に含み、提案をお願いしま

す。 
 
 
 
・ガスはプロパンとなります。 
・雨水については、開発行為に該当するため、

その排水計画が別途必要となります。今後、発

注予定の詳細設計業務において対応します。 
その他についての規制はありませんが、 
 
・県道からの出入り口は、道路管理者及び公安

委員会との協議により不可です。 
 
・含んで提案をお願いします。 
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か。 
 
・ふれあい交流センター及び北郷図書館の

駐車場については北郷図書館前の既存駐車

場を利用として理解してよろしいでしょう

か。又は必要機能として記載の駐車場とは別

の駐車スペースが敷地内に必要でしょうか。 
 
 
 
■運営関連 
・地域振興施設について想定運営時間を教

えてください。 
・ 道の駅本体の営業時間は、 何時から何時
までと想定していますでしょうか。 
 
・ 計画予定の駐車場は、 隣接する図書館か
らの利用も想定されていますでしょうか。 
 
 
・管理運営者について想定されていること

はございますか。 
・道の駅の運営は指定管理者による運営で

しょうか。方針があればご教示ください。 
 
 
■既存データ関連 
・基本計画が策定されているようですが、そ

の資料等については公開されておりますで

しょうか。 
 
・コーディネーターとしてプロポーザルが

行われ、油津応援団が選定されております

が、桜部に変更されているという認識でよい

でしょうか。 
また桜部で行われているワークショップに

ついて市民の皆様のご意見は公開されてお

りましたらご教示ください。 
・市民ワークショップでの意見等がまとめ

られた資料があればご教示頂けないでしょ

うか。 

 
 
・既存駐車場は、北郷図書館用とします。ふれ

あい交流センターの駐車場は今回の提案に含

まれます。 
・別の駐車スペースとしては従業員用の駐車

場が必要と考えますが、現時点では運営者が未

定であり必要台数が未定の状況です。任意の提

案をお願いします。 
 
 
・運営時間は未定ですが、近隣の道の駅と同等

の運営時間になると考えています。 
（近隣の道の駅 8時30分から17時） 
 
 
・既存の駐車場利用のみと考えていますが、配

置計画の提案において利用させる事も可能と

考えます。 
 
・現段階では、指定管理での運営を検討してい

ます。 
 
 
 
 
 
・市のホームページにおいて公開します。 
  
 
 
・市のホームページにおいて公開します。 
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・ふれあい交流センターについて、どういっ

た施設なのでしょうか。 
 
 
・ふれあい交流センターについてｲﾍﾞﾝﾄ時の

最大入場者数をご提示願います。 
 
・既存建築物（旧北郷町総合支所、農村環境

改善センター、林業会館、ふれあい交流セン

ター、図書館）の図面データを公開していた

だけますでしょうか。 
（※その他、類似の質疑がありましたが１つ

に集約しました） 
 
・現況平面図にスケールバーを追記した

CADデータをいただけないでしょうか。  
 
・測量図のDXFデータを頂くことは可能で
しょうか。 
 
・敷地の地盤調査資料をいただけないでし

ょうか。  
 
・北郷地区の都市計画図が日南市のHPに公
開されていないため、対象敷地の用途地域、

防火／準防火／22条区域の種別、指定容積・
建蔽率、その他建築計画に必要な都市計画情

報をご教示ください。 
 
 
  
  

・ふれあい交流センターは、ピアノの発表会や

講演会等のイベントに利用されている文化施

設です。 
 
・電動式椅子付き移動観覧席１１２席。最大約

２００席の座席配置が可能な施設です。 
 
・ふれあい交流センター、図書館につきまし

ては、PDFデータを市のホームページにおいて
公開します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・整備予定地は都市計画区域外ですので、都市

計画情報はありません。ただし、面積要件から

開発行為の許可が必要となりますので、今後の

詳細設計業務等で、別途、対応する計画です。 
 
 
 
 
 
 

※１ 類似の質疑については、１つに集約して回答しています。 
※２ 既存データにおいて空欄の箇所は現在調整中です。 
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