
No 資料名 ページ 項目 内容 回答

1 実施方針 4 第2-5 基本設計段階から事業者の選定まで、プロジェクトマネ

ジャー（以下 「 ＰＭ 」という。）が、本事業全体の品

質・工期・コスト等の管理について、発注者である市を支

援することになっている。とありますが、プロジェクトマネー

ジャーは基本設計事務所とは別に選任されるのでしょう

か。

御理解の通りです。

2 実施方針_

実施方針_

参考資料

5_

6_

25

第2-5、第

2-7-(1)/第

2-8/概略工

程表

令和５年６月の１次建設工事目的物の引渡し時は、

仮使用許可での引渡しとなり、令和６年７月の庇部分

も含めた市庁舎建物の引渡しにおいて業務完了と思わ

れますが、実施設計を行った車庫棟２の完了検査に関

する業務は業務範囲外という認識でよろしいでしょうか。

御理解の通りです。ただし、建築基準法に基づく完了検査について

は、庁舎棟、車庫棟１および車庫棟２を含む敷地全体で、車庫

棟2等の3次建設工事が完了する令和6年12頃に実施することに

なります。そのため、完了検査時には、要求水準書に記載のとおり、

DB事業者が行う施工業務に関する完了検査として、資料提供や

立会い、その後の是正等を行ってください。

3 実施方針 5 第2-7-(1) 改修工事を除く全工事とありますが、別紙３の施工業

務区域外の車庫棟２や外構工事についても設計業務

範囲内という認識でよろしいでしょうか。

御理解の通りです。

4 実施方針 5 第2-7-(1) 設計監理は事業者では行わず、基本設計者が行うもの

でしょうか。

御理解の通りです。「第２-5　発注方式」に記載のとおり、基本設

計を行った設計事務所が、デザイン監修、実施設計監修、施工監

理を行います。

5 実施方針 5 第2-7-(1) １期業務と２期業務の間に行われる既存庁舎解体に

ついて、６．工期においては業務範囲外との認識と思い

ますが、７．調査・実施設計業務では解体撤去工事の

実施設計が業務範囲内となっています。既存庁舎解体

について、実施設計までを業務内とし、解体工事中の設

計監理は業務外としてよろしいでしょうか。

ご理解の通りです。希望者に対して貸与された要求水準書（案）

「第2-２　事業の概要　図表１　事業者が実施する実施設計業

務および施工業務の対象」の「工事監理」の欄に記載したとおり、２

次解体撤去工事に関する工事監理は、基本設計者が行います。

守山市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業＜実施方針等に関する質問回答＞



6 実施方針書 5 第2-7-

(２)-ア

必要な一切の業務とあるが現在庁舎西側駐車場等に

ある、高木、中木の 植栽撤去についても含まれるので

しょうか。

又、既存庁舎と市役所前通りにある高木の植え込み撤

去も含まれるのでしょうか。

別紙3「施工業務区域」に含み、庁舎棟および車庫棟１等の整備

に支障となるものは、御理解の通り、撤去の対象となります。

7 実施方針 6 第２-7-

(3)-ア

ア　コストマネジメント　とありますが、DB事業者としての

具体的な業務内容はなにか、ご教示願います。

希望者に対して貸与された要求水準書（案）第4-3(1)「コストマ

ネジメント」をご参照ください。

8 実施方針 6 第2-7-

(３)-エ_第

2-８

指定しました、項目の中に、「関連事業」との表現があり

ますが、これは、別途発注工事（解体や外構工事等）

や庁舎の引越し作業のことでしょうか、これら以外何かあ

りましたら、ご教授願います。

希望者に対して貸与された要求水準書（案）第4-3(4)「関連事

業との連携・調整業務」をご参照ください。

9 実施方針 6 第２-7-

(3)-エ

エ　関連事業との連携・調整業務　とありますが、関連

事業とは何か、具体例でご教示願います。

No8の回答をご参照ください。

10 実施方針 6 第２-7-

(3)-オ

オ　資料作成等の支援業務とありますが、作成する資料

の具体例をご教示願います。

希望者に対して貸与された要求水準書（案）第4-3(5)「資料作

成等の支援業務」をご参照ください。

11 実施方針 6 第2-8 先行解体撤去等の施工が令和３ 年 10 月～ 令和

３ 年 １ 月 頃となっていますが、令和３ 年 10 月～

令和４ 年 １ 月 頃ではないでしょうか。

ご指摘の通り、令和4年1月頃が正となります。入札公告時に公表

する入札説明書等で、当該標記を修正して提示します。



12 実施方針 6 第2-8_瑕

疵担保検査

瑕疵担保期間は竣工引渡後２年（故意重過失が認

められるものについては１０年）という認識です。

瑕疵担保の検査は，契約に基づき行われるものでしょう

か。

具体的にどのような検査を予定されているのかご教示い

ただけますか。

また，その費用負担についてもご教示願います。

ご質問の瑕疵担保検査は、御理解の通り、契約に基づき実施され

るものです。契約上、引き渡し後3年の検査を実施することとしてい

ますので、市から受注者に対しての契約不適合（瑕疵）に係る請

求等が可能な期間は4年として設定することを予定しています。（た

だし、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであ

るときには、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の

定めるところによります。）

具体的な検査内容については現時点では未定ですが、希望者に対

して貸与された要求水準書（案）第4-3(2)「瑕疵担保検査」に

記載の通り、市の立ち合いのもとで適切に対応してください。

検査の結果、引き渡された工事目的物等に対して契約不適合

（瑕疵）が確認された場合には、事業者の責任および費用により

当該契約不適合箇所を修補しなければならないものとします。

13 実施方針 7／

18-

23

第3-2 募集および選定のスケジュールにて、令和2年12月中旬

にVE提案審査結果の送付、令和3年1月中～下旬に

事業提案書の受付・入札との記載があります。構造変

更等の大きな変更が認められた場合、その時点から設

計(作図)し、提案書や入札金額に反映することが必要

となり、現実的に期間が短すぎます。

10月下旬～11月上旬の個別対話の実施にて、VEの

採否を決めて頂けるよう要望いたします。

VE提案事前確認書の提出後の個別対話結果を通じて、VE提案

審査結果を正式にお伝えすることはできません。ただし、VE提案事

前確認書の提出を受けて、個別対話を実施した結果を踏まえて、

「VE提案に関する事前確認結果通知書」をVE提案事前確認書

提出事業者に通知することとします。

14 実施方針 9 第3-3-(1)-

イ

【同種事業および類似事業の定義】中、○類似事業に

ある「公共施設」の定義（具体的な建物用途等）を御

教示ください。

（民間の学校などの実績は含まれますでしょうか）

（質問の意図：参加資格要件の確認のため）

この場合の、「公共施設」とは、国または地方公共団体が発注者で

ある施設を指します。そのため、ご質問の民間の学校の実績は含ま

れません。



15 実施方針 12 第3-3-(2)-

②-ア-(ア)-

e

構造設計主任技術者、電気設備設計主任技術者、

機械設備設計主任技術者、造園設計主任技術者に

ついて、それぞれ兼務は可能でしょうか。

（ex.電気設備設計主任技術者と機械設備設計主任

技術者の兼務）

（質問の意図：参加資格要件の確認のため、また人

員配置の検討のため）

電気設備設計主任技術者と機械設備設計主任技術者のみ兼務

を可とします。

16 実施方針 12 第3-3-(2)-

②-ア-(ア)-

e

電気設備設計主任技術者と機械設備設計主任技術

者の兼務は可能ですか。

No15の回答をご参照ください。

17 実施方針 12 第3-3-(2)-

②-ア-(ア)-

e

造園設計主任技術者の定義（資格）をご教示願いま

す。

特に資格は求めません。

18 実施方針 12 第3-3-(2)-

②-ア-(ア)-

e

設計者の有資格者の条件として、構造設計主任技術

者、電気設計主任技術者、機械設備設計技術者には

それぞれ、構造・設備設計一級建築士、又は一級建築

士、建築設備士、との条件がありますが、造園設計主任

技術者については、特に記載されておりません。一級建

築士にて代用可能なのでしょうか。

No17の回答をご参照ください。

19 実施方針 14  第3-3-

(2)-②-イ-

(ア)-f

建築施工、電気設備施工、機械設備施工、の各分野

について～担当技術者を各１名以上配置（兼務可）

とありますが、兼務の方法をご教授下さい。例えば、各担

当技術者は現場代理人や監理技術者と兼務可。電気

設備、機械設備技術者は兼務可など。

担当技術者同士の兼務を可としたものであり、担当技術者は現場

代理人や監理技術者との兼務は不可とします。



20 実施方針 14-

15

 第3-3-

(2)-②-イ-

(イ)-b/d

JVに関して、電気及び管に係る市内A級の企業とのJV

が可能で、その場合、甲型JVでも乙型JVでも構わず、そ

の構成員比率は１０％以上との認識でよろしいのでしょ

うか。

御理解の通りです。

21 実施方針 20 第3-4-(8) 入札説明書等に関する回答の公表について、「質問者

の…を除き、…、個別に回答は行わないものとする。」と

ありますが、除外された質問に対して、個別に回答が得ら

れないのでしょうか。

質問に対する回答については、除外理由に当たらない限りは基本的

には公表することを原則とします。除外理由に当たり公表されない回

答に限り、個別に回答する場合があります。

22 実施方針 21 第3-4-(9) 個別対話にてなされた、「入札参加者の特殊な技術や

ノウハウ等～」に関しては、公表はされないが、個別にそ

の質問企業のみに回答されるという認識でよろしいでしょ

うか。

No21の回答をご参照ください。

23 実施方針 21 第3-4-(9)-

エ

VE提案に関する事前確認書を提出した場合、提案内

容が他社などへ伝わる恐れはないのでしょうか。　また提

出した提案について不可の判断となった場合は、正式な

VE提案審査時に提出する「VE提案書」に記載出来な

いことになるのでしょうか。

（質問の意図：事前提案をすることで、不利益になら

ないのか）

VE提案に関する事前確認書の内容が他社に伝わることのないよう

厳重に管理致します。

VE提案事前確認及び個別対話の目的は、市として望ましいVE提

案が、正式なVE提案審査時に御提出いただける可能性を高めるた

めに実施するものです。

VE提案に関する事前確認書及び個別対話の結果を踏まえて、

「VE提案に関する事前確認結果通知書」をVE提案事前確認書

提出事業者に通知することを予定しております。当該通知により、

VE提案採否が正式決定されるわけではありませんが、当該通知に

おいて「市として望ましくない、課題・懸念がある」旨を示すことを予定

しています。

「VE提案に関する事前確認結果通知書」において、「市として望ま

しくない、課題・懸念がある」とされたVE提案事項を正式なVE提案

審査時に提出することを妨げるものではありませんが、VE提案事前

確認及び個別対話プロセスを経る目的を熟慮いただき、適切に御

判断ください。



24 実施方針 24-

25

第3-5-(1)-

ウ

VE提案の目的の中で、（ｳ）　施工計画の合理化の

項目で、「効果的なローリング・仮設計画」とありますが、

P25の（ｳ）ではローリングの順序の変更～大きな変更

を伴うローリングの変更は不可とする」とありますが、それ

以外の「効果的なローリング」とは下記以外は不可とのお

考えでしょうか。

庇設置の工法等の変更に伴う、１ 次建設工事と ２

次建設工事の工事範囲の一部の変更や、ステップ１～

２の仮設・盛替え工事の範囲・手順等の変更、仮設を

含む工事区画の変更等については、可とする。

各ステップに関わらず工事範囲の変更は、守山市と協議の上、既存

庁舎の運営（駐車場・駐輪場台数、倉庫面積、ゴミ置き場への収

集業者のアクセス、引越時期等の移転計画等を含む）や別途工

事で行う既存庁舎等の解体撤去、外構工事に影響・支障がない

範囲であれば、若干のステップの変更を可とします。

ただし、青年会議所の移転時期は要求水準書の通りとします。

具体的な工事範囲の変更提案については、VE提案に関する事前

確認書に記載し提出してください。

なお、新館バルコニー下を工事中の仮の駐輪場として利用する予定

です。

25 実施方針 25 第3-5-(2)-

ア-(ア)

基本設計図 「 Ｅ ．建替計画図」に示す「ステップ １

」から「ステップ ７ 」について公表をお願いします。

希望者に貸与された、基本設計図書別紙３「建替計画詳細図」を

ご参照ください。

26 実施方針 26 第3-6-(2) ＶＥ提案審査に関して審査委員会を設置するとありま

すが、４ページでは基本設計事務所がコストマネジメント

の役割を担う、プロジェクトマネージャーがコスト管理につ

いて支援するとあります。ＶＥ提案については、審査委

員会のみによるものと考えてよろしいでしょうか。あるいは、

基本設計事務所・プロジェクトマネージャーも入った審査

会とされるのでしょうか。

審査委員会の委員構成は実施方針提示の通りであり、基本設計

者およびプロジェクトマネージャーは審査委員会の委員ではありませ

ん。基本設計者およびプロジェクトマネージャーは、審査委員会事務

局を支援する立場として、審査委員会に出席を予定しています。

27 実施方針 27 図表３ 入札書の入札価格には分離発注工事分は含むものと

するものでしょうか。含む場合、分離発注分の工事が入

札不調となるような事態が起こった場合の対応、責任の

所在についてお考えをお示しください。

入札価格は、DB事業者が実施する業務の対価であり、市が別途

発注する工事分は含みません。



28 実施方針 28 第3-6-(3) 審査の具体的な内容については、入札公告時に公表す

る入札説明書に添付する落札者決定基準において提

示する、とありますが、できる限り早い段階での基準の提

示をお願い致します。

実施方針に記載の通り、入札公告時に公表する入札説明書に添

付する落札者決定基準において提示します。

29 実施方針 28 第3-6-(3)-

ア

VE提案審査結果にて採用の場合、金額は技術評価

点には影響があっても、入札金額については、あくまでも

基本設計による見積金額として提出するのでしょうか。

又は採用VEの金額を入札金額から減額した入札金額

とするのでしょうか、御教示ください。

（VE提案金額算定の清算見積が必要になるのかなど

を確認したい）

VE提案審査結果にて、採用されたVE提案を見込んだ入札金額と

してください。

30 基本設計書

その１

4 A-02-2-

(1)

防火対象物の別で「16項イ」＝複合用途防火対象物

とありますが、具体的な構成をご教示ください。

例　　カフェ：第3項ロ　飲食店

　　　多目的ホール：第1項ロ　集会場

　　　その他：第15項　事務所等

多目的ホール部：1項ロ、それ以外：15項　ただし、関係各課協

議の上、行政指導がある場合はその指導に拠ることとします。

31 基本設計書 15 C-01-1 井水利用ですが、既存でも井戸があるのであればその位

置、水質、水量等をご教示ください。

既存井戸の位置および水質については、既存井戸に関する資料

（参考資料13「既存井戸の位置および水質」）を先の貸与資料

に加え、追加で貸与します。

なお、既存井戸は、深度は管天-36.2mに対し、自然水位は管天

-4mとなっています。(H28.12時点)

32 基本設計書

その２

15 C-01-2 ZEB Readyを目指すに当たり、参考に既存庁舎の電

力デマンド、電気使用量、水道使用量、井水使用量、

都市ガス使用量、LPガス使用量、重油使用量等をご教

示ください。（各月毎で一年分）

既存庁舎における電力、水道、井水、LPガス、重油の各使用量等

に関する昨年度実績資料（参考資料14「既存庁舎における電

力、水道、井水、LPガス、重油の使用量実績」）を先の貸与資料

に加え、追加で貸与します。



33 基本設計書

その２

25 E-概略工事

工程(案)

ステップ２の先行解体撤去について、2-1,2-2,2-3の３

段階とする内容について公表をお願いします。

希望者に貸与された、基本設計図書別紙３「建替計画詳細図」を

ご参照ください。

34 基本設計書

その２

25 E-概略工事

工程(案)

工程について、事業者が行うもの、市が行うもの、分離

発注の地元企業が行うものの区別がわかりやすい事業ス

ケジュールの提示はいただけないものでしょうか。

入札公告時に公表する資料に反映します。

35 基本設計書

その２

27 F-概算工事

費

什器・備品・LAN工事については、事業者の業務範囲

外と理解して良いですか。

什器・備品については、御理解の通りです。

LAN工事については、希望者に貸与された、基本設計図書別紙１

「施設整備水準一覧」に記載されている一部の業務（必要箇所の

情報受口の配管敷設等）はDB事業者の業務であり、それ以外

は、ご理解の通り、DB事業者の業務対象外です。

36 基本設計書 - - 要求水準補足図　A建築計画図、B構造計画図、C1

電気設備図、C2C3機械設備のCADデータを貸与いた

だきたくお願い致します。

貸与可能なCADデータは、入札公告時に貸与できるようにします。

37 基本設計図

書別紙3_建

替計画詳細

図

- - 既存と新築建屋が近接しているため、正確に各建物位

置を把握して具体的な検証するために、CADデータでの

提供を頂けないでしょうか。

No36の回答をご参照ください。

38 基本設計図

書別紙3_建

替計画詳細

図

- - ZEB　Ready取得のための概算計算結果がありましたら

頂けないでしょうか。

実施設計で確定した仕様にて計算を行うこととします。



39 事業ｽｹｼﾞｭｰﾙ

および発注区

分

- 発注区分図 インフラの盛り替え、仮設バイパス等、分離発注した場合

には取り合い工事において不都合が出る可能性が大き

いと考えますが、リスク分担に関してはどのようにお考えで

しょうか。

HPに公表した資料（参考資料：業務スケジュールおよび発注区

分）に記載のとおり、インフラの盛り替え、仮設バイパス等はDB事業

者の工事範囲内です。

そのため、ご指摘の不都合が生じないように、DB事業者のリスクで実

施設計・施工するよう、希望者に貸与された要求水準書（案）

「第４-2(1)②インフラ盛替え・仮設工事」等において、DB事業者

が実施すべき事項を記載しています。

40 業務スケ

ジュールおよび

発注区分につ

いて

- 発注区分図 外構エリアＢの新築庁舎沿いの分部等、工事区分を変

更する事により施工効率の向上等が大きく考えられる部

分については、変更の検討は可能でしょうか。

（外構エリアＢで工事中も使用される施設の別場所へ

の配置も含め）

既存庁舎の運営（駐車場台数、倉庫面積等含む）や引越スケ

ジュールに影響・支障がなく、DB事業者の業務範囲を単純に狭め

るものでなく、また、施工効率の向上に資する場合は、変更の提案

は可能です。

詳細については、VE提案に関する事前確認書に記載し提出してく

ださい。

41 業務スケ

ジュールおよび

発注区分につ

いて

- 発注区分図 敷地東側にあるバス車庫（ＮＯＳＡＩ滋賀南部支所

の隣）の解体時期は新庁舎完成後となるのでしょうか。

今後の検討で事前解体が出来、ＤＢエリアとして使用

が出来るのであれば大通りからの工事車両進入が考えら

れ、工事車両の搬出入も可能と思われ安全性及び、近

隣に対する騒音の軽減にも繋がります。

多少の区分変更は可能でしょうか。

No40の回答をご参照ください。



42 基本設計図

書別紙４_

工事区分表

（発注区分

の別）

1 敷地内既存

インフラ配

管・埋設管

構造物・既

存建物撤

去、盛替え

（仮設オイ

ルタンク設

置、仮設煙

突設置等含

む）

工事関係・発注区分の別途工事の欄に〇があります。

DB事業者の工事範囲は敷地内既存インフラ配管・埋

設管構造物・既存建物撤去、盛替え（仮設オイルタン

ク設置、仮設煙突設置等含む）の内容を本工事で対

応するという考えで宜しいでしょうか。

No39の回答をご参照ください。

43 基本設計図

書別紙４_

工事区分表

（発注区分

の別）

1 電波障害対

策工事（現

地調査と

も）

工事関係・発注区分のDB事業者の欄に〇があり、事

業費の別途の欄にも〇がついています。電波障害対策

工事（現地調査とも）は別途工事と考えて宜しいでしょ

うか。

「別途」の「○」は事業費区分としての「ハード」「ソフト」「別途」の区

分を表しており、別途工事発注の意味ではありません。DB事業者

の業務範囲としては、発注区分で「DB事業者」に「○」がある内容と

御理解ください。

そのため、ご質問の電波障害対策工事はDB事業者の実施する工

事に含まれます。

なお、基本設計図書別紙4「工事区分表(発注区分の別)」をわか

りやすく修正しましたので、先の貸与資料に加え、追加で貸与しま

す。

44 基本設計図

書別紙４_

工事区分表

（発注区分

の別）

1 各種分担金 工事関係・発注区分のDB事業者欄と別途工事の欄に

〇（※１）があります。

DB事業者の工事範囲は※1実施設計・行政協議に伴

う分担金金額算出・調査で宜しいでしょうか。

よろしいです。水道、下水道を想定していますが、その他必要に応じ

て分担金算出・調査を行うこととします。

なお、基本設計図書別紙4「工事区分表(発注区分の別)」をわか

りやすく修正しましたので、先の貸与資料に加え、追加で貸与しま

す。



45 基本設計図

書別紙４_

工事区分表

（発注区分

の別）

1 入居者が機

器警備、イン

ターネット環

境等設備を

独自利用で

きる対応

事業費の別途の欄に〇がありますが、DB事業者の工事

範囲は※１配管のみと考えて宜しいでしょうか。

御理解の通りです。

46 基本設計図

書別紙４_

工事区分表

（発注区分

の別）

2 消火器（設

置台共）

工事関係・発注区分のDB事業者の欄及び別途工事

の欄に〇があります。

DB事業者工事となるのか別途工事となるのかご教授お

願いします。

DB事業者業務範囲において必要となる消火器設置はDB事業者

にて実施してください。別途工事の欄の「○」は車庫棟2等の別途工

事において必要となる消火器設置を指しています。

47 基本設計図

書別紙４_

工事区分表

（発注区分

の別）

2 来庁者・公

用車・駐車

場管制設備

工事関係・発注区分のDB事業者の欄と別途工事の欄

に〇（※１）があります。

DB事業者の工事範囲は駐車場管制設備の配管のみ

と考えて宜しいでしょうか。

御理解の通りです。

なお、基本設計図書別紙4「工事区分表(発注区分の別)」をわか

りやすく修正しましたので、先の貸与資料に加え、追加で貸与しま

す。

48 基本設計図

書別紙４_

工事区分表

（発注区分

の別）

2 マンホールト

イレ

事業費の別途に〇がありますが、DB事業者の工事範

囲は※1の埋設配管などインフラ範囲と考えて宜しいで

しょうか。また、マンホールトイレの本体は別途と考えて宜

しいでしょうか。

御理解の通りです。

49 基本設計図

書別紙４_

工事区分表

（発注区分

の別）

2 入退室管理

設備（電気

錠制御機器

等含む）

事業費の別途の欄に〇がありますが、DB事業者の工事

範囲は※1配管・配線・機器本体取付と考えて宜しいで

しょうか。

御理解の通りです。



50 基本設計図

書別紙４_

工事区分表

（発注区分

の別）

2 情報通信設

備（WI-

Fi、インター

ネット、有線

LAN、テレビ

共同受信設

備等）

工事関係・発注区分のDB事業者の欄と別途工事のに

〇（※１）とあります。

DB事業者の工事範囲はテレビ共聴の受口設置及び配

管工事と考えて宜しいでしょうか。

御理解の通りです。なお、テレビ共聴設備は受口及び受口までの機

器・配線も工事範囲対象とし、テレビ共聴設備以外は配管のみ工

事対象範囲とします。

51 基本設計図

書別紙４_

工事区分表

（発注区分

の別）

2 構内交換設

備（電話交

換機、固定

電話、電話

配線）

工事関係・発注区分の別途工事の欄に〇（※１）が

あります。

DB事業者の工事範囲は配管・停電時多機能電話機

器及びFAX用配線と考えて宜しいでしょうか。

御理解の通りです。

なお、基本設計図書別紙4「工事区分表(発注区分の別)」をわか

りやすく修正しましたので、先の貸与資料に加え、追加で貸与しま

す。

52 基本設計説

明書別紙施

設整備水準

一覧

２、

3、４

③内装計画

④各室計画

③-１６．「遮音性が求められる室は、天井内含め適

切な遮音性能を確保した壁仕様とすること」

③-１７、「遮音性が求められる室の遮音性能数値目

標については、実施設計において協議を行ったうえで、そ

の数値目標に基づいた計画を行うこと。」

③-１８．「移動間仕切の遮音性能は、当該室の遮音

性能に準じること、天井裏の遮音対策も施すこと」

④-２２．移動間仕切りは他の室への遮音性確保に

特に配慮すること。

④-４５．議場は遮音性・吸音性に特に配慮した仕様

とすること。

④-４６．銀員控室は間仕切りは遮音性に特に配慮し

た仕様とすること。

とありますが、基本設計時点の各室の数値目標、耐火

遮音間仕切り壁の種別図等をご教示願います。

議場、多目的ホール以外については、日本建築学会による遮音性

能基準D-45程度とし、議場、多目的ホールについては、同基準D-

50程度としてください。



53 要求水準書

（案）

23 イ　積算 工事費内訳明細書を最新版の公共建築工事積算基

準および土木工事積算基準に準じて作成し提出するこ

ととありますが、弊社仕様の内訳明細書でよろしいです

か。

御社仕様の内訳明細書の内容を確認し協議により決定します。

54 要求水準書

（案）

29 オ　起工式

の実施

起工式（事業者負担）の想定規模をご教示願いま

す。

起工式の参加人数は100名程度を予定しています。テント等の調

達・設営等についてお願いするものです。

55 要求水準書

（案）

31 ア　電波障

害調査

7/20に貸与のあった基本設計図書書は、【参考資料

12】テレビ電波受信障害発生予想机上検討書に基づ

き、問題ないとして作成されたものとして判断してよろしい

でしょうか。

基本設計図書別紙1　施設整備水準一覧　（4）電気設備計画

㊴電波障害対策　に記載のとおり、事業者が適切に電波障害対

策を実施してください。

56 要求水準書

（案）

36 第４－３－

（２）－ｃ

瑕疵担保検査の結果、施工上の瑕疵が確認された場

合、事業者の責任および費用により当該瑕疵を補修し

なければならないものとする。とありますが、機械機器など

一般的に1年保証の物は除かれると考えてよろしいでしょ

うか。

（質問の意図：機器の保証は1年しか出ない為）

ご質問の事項は、施工上の瑕疵には該当しないものと考えられま

す。施工上の瑕疵に該当しない場合には御理解の通りです。



57 別添資料3-

2 要求水準

補足図　A建

築計画図

- - 基本設計図として仕様のわかる図面を提示していただけ

ないでしょうか。

・外部仕上表

・間仕切り種別図

・防水、断熱範囲図

・耐火被覆の仕様・範囲

・サッシ廻り詳細図（ブラインドボックス・額縁の仕様、範

囲）

・サイン図、サインプロット図

・建具リスト、キープラン（ガラス厚、WH）

・外構詳細図

・建物の雨水排水計画図

○外部仕上表

・要求水準補足図の立面図各図をもとに実施設計において適切に

設計してください。

○間仕切り種別図

・基本設計図書別紙2　各室諸元表をもとに実施設計において適

切に設計してください。

○防水、断熱範囲図

・基本設計図書別紙1　施設整備水準一覧等をもとに、実施設計

において適切に範囲を設定してください。

○耐火被覆の仕様・範囲

・基本設計図書別紙1　施設整備水準一覧等をもとに、実施設計

において適切に設計・範囲設定を行ってください。

○サッシ廻り詳細図（ブラインドボックス・額縁の仕様、範囲）

・ブラインドボックス・額縁の仕様については、入札公告時の矩計図に

記載する予定です。

・範囲については、基本設計図書別紙2　各室諸元表をもとに実施

設計において適切に設定してください。

○サイン図、サインプロット図

・入札公告時に追加資料を添付予定です。

○建具リスト、キープラン（ガラス厚、WH）

・基本設計図書別紙1　施設整備水準一覧等をもとに、実施設計

において適切に設計してください。

○外構詳細図

・要求水準補足図　外構図各図をもとに実施設計において適切に

設計してください。

○建物の雨水排水計画図

・要求水準補足図　平面各図、屋根伏図および基本設計図書別

紙1　施設整備水準一覧　（2）建築計画　②外装計画　13、

14　等をもとに、実施設計において適切に設計してください。



58 要求水準書

／　参考資

料４

26 2-(1)-① 先行解体撤去対象施設の構造図を提示していただけな

いでしょうか。

既に公表している資料以外には、入札公告時に、シルバー人材セン

ター南棟について現存する資料を開示する予定です。その他に公表

可能な資料はございません。

59 参考資料／

【参考資料

5】地中埋設

物状況図

衛生

機器リ

スト、

配置

図

NOSAI滋賀からの排水ルートが既存建屋側へ来ていま

すが、どのような取扱いとなりますか。新築後も市庁舎敷

地内を通るルートで問題はありませんか。

現時点では関係課との事前協議の結果、現時点では、新築後も

現況と同様に本敷地内を通るルートしとしますが、詳細には、実施

設計段階において関係各課と本協議を実施し、その結果を踏まえ

て、計画を行ってください。

60 - - - 新築工事の期間中、工事時間等の近隣制約はあるの

でしょうか。

（工事開始、終了時間・土曜日、祝日等）

希望者に対して貸与された要求水準書（案）第4-2(3)「施工業

務」をご参照ください。

61 - - - 既存庁舎の議場、市長室、応接室、バックヤード（機

械室等）の見学の機会をいただきたく、お願い致します。

議場、市長室、応接室については、入札公告時に写真にて提供

し、バックヤード（機械室）については、入札公告後に見学の機会

を設けます。

62 基本設計説

明書

53 G.概算工事

費

財源の見通

し

びわ湖材補助金に係る経費の考え方についてご教示くだ

さい。

財源見通しの12百万円は基本設計時点の補助金要綱を踏まえた

財源計画であり、現時点では同要綱が改正されています。

現時点では、びわ湖材活用に係る補助金は、最大500万円/年

（補助率2/3）のため、元請事業者は納入業者に対し750万円/

年以上の発注を行う必要があります。

なお、補助要綱の改正により複数年に渡る活用が可能となったた

め、２か年分の経費を見込むこととしてください。


