
佐久市長　栁田　清二

（担当：佐久市　福祉部　子育て支援課　施設整備係）

下記プロポーザルの質疑事項について回答します。

記

令和４年度　都市構造再編集中支援事業

佐久市野沢児童館併設型子育て支援拠点施設整備事業　設計業務公募型プロポーザル

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

【実施要領P3（１１）共同企業体（設計JV）の結成】市内業者で１次審
査に参加し通過しなかった者が、２次審査のJV業社として参加すること
は可能でしょうか？

可能です。

参加申込書に記載した設計事務所が、ＪＶとして他の設計事務所を加え
て応募することは可能でしょうか。

本プロポーザルにおいて、設計共同体(JV)の結成は１次審査では認めて
おりません。
１次審査通過者で、佐久市内に本社・本店を有しない者は、現在名簿に
建築コンサルタント業務として登録されている市内業者とJV結成するこ
ととします。
なお、市内業者が１次審査通過者となった場合は、単体でも２次審査に
参加することが可能です。

回　答　書

令和4年6月15日

参 加 申 込 者 各 位

名 称

質 疑 事 項 回 答 事 項

配置する構造担当技術者、電気担当技術者、機械担当技術者について、
協力事務所に依頼する場合、当該技術者が他社の提案者の参加に重複し
ていても問題ないでしょうか。

お見込みのとおりです。

【実施要領P3（１１）共同企業体（設計JV）の結成】市内業者は「佐久
市内に本社・本店を所在するものをいう」とありますが、公表されてい
るリストのうち、所在地が佐久市である者が該当し、地区欄が県内、県
外と記載されている者は該当しないということでしょうか？

お見込みのとおりです。

プロポーザル実施要領3(7)に管理技術者は一級建築士とあります。ま
た、同3(10)※2に主任担当技術者は管理技術者の下で各分担業務分野に
おける担当技術者を総括する役割を担う者とあります。つきましては主
任担当技術者は必ずしも一級建築士の資格は必要ないという理解でよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。
ただし、管理技術者及び主任担当技術者は、参加申込者の組織に所属
し、申込書提出日（６月１０日）以前に、３カ月以上の恒常的な雇用が
ある者とし、兼任はできません。



6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 12.

13. 13.

14. 14.

15. 15.

16. 16.

17. 17.

18. 18.

19. 19.

様式第2-1号に記載する直前1年間の実績高及び様式第2-3号に記載する
直前2年の営業年度の決算に基づく契約金額はそれぞれ令和4・5年度建
設コンサルタント等の業務に係る入札参加資格審査申請要領に基づき資
格審査基準日（令和3年10月1日）とし直前の営業年度と考えて宜しいで
しょうか。

お見込みのとおりです。

受付後、整理番号の通知、もしくは、受付完了の通知はあります 参加申込書の受付完了は先日メールにて通知しました。

令和4年度佐久市建設工事等入札参加資格者名簿に登録がない場合で
も、2次審査の際に様式第2号関係の書類を提出することで参加資格要件
の確認がとれれば「資格あり」と認めてもらえるということでよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

二次審査提出物の、貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書または
損益処理計算書、納税証明書（その3 の3）について、会社設立し、1
年以内のため、提出不要と考えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

【様式第2-1号】委任先がない場合は次貢に申請者(本店)の内容を記載
すればよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

一次および二次審査の提案書類について、様式6,7の枠等は削除し、独
自でレイアウトすることは可能でしょうか。

枠線の削除は、様式第6-2号の4、様式第6-3号、様式第7-1号で可としま
すが、様式番号及び整理番号欄の削除は不可とし、用紙右上に記載して
ください。
また、様式を超えてのレイアウト変更は不可とします。
（様式第6-2号に記載すべき事項を様式第6-1号に詰めて記載するなど）

提出様式第6-3 号、様式第7-1 号の枠や文字が書かれていますが、枠や
文字は残さずにレイアウトしてもよいでしょうか。

枠線、注意書きの文字の削除は可としますが、様式番号及び整理番号欄
の削除は不可とします。

様式6-2号。管理技術者と主任担当技術者の実績作品が同じ物件の場
合、２名分のスペースを使って１作品の紹介として良いですか。

お見込みのとおりです。

プロポーザル提案書(1)の5について、配布されたA3の図枠は拡張しても
よろしいでしょうか。

図枠線の拡張は、A3片面内で可とします。

様式6-2の管理技術者及び主任担当技術者の類似施設の実績作品紹介欄
において、A3版一枚にまとめるとの理解でよろしいでしょうか。

A3一枚に2作品を掲載するほか、設計業務実績及び受賞歴の表についても
同紙に掲載してください。

「類似施設の設計業務実績」の「設計業務実績」には新築以外の改修等
の設計業務も含めて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

（様式第6-1号）プロポーザル提案書（1）の類似施設の設計業務実績に
記載する類似施設には中学校も含まれるでしょうか。

お見込みのとおりです。

【様式第6-1号1提案チームの技術者】管理技術者と主任技術者の類似施
設業務実績は、一部重複してもよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

「類似施設の設計業務実績」の契約書の写し等の提出は必要でしょう
か。

不要です。
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21. 21.
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23. 23.

24. 24.

25. 25.

26. 26.

27. 27.

28. 28.

29. 29.

30. 30.

31. 31.

32. 32.

33. 33.

【様式6-1】各技術者の実績については、前職で所属していた会社で担
当していた実績でも認められますか？

お見込みのとおりです。

様式6-1のロ欄について、小学校に隣接し、学童保育として使われてい
る公民館は類似施設に含まれるでしょうか。

学童保育のために改修設計したものであれば可としますが、単に使い方
が変更となっているだけのものは実績に含めません。

【様式6-1】各技術者の実績については、10年以内に設計が完了してい
るものということでしょうか？設計監理で契約している場合は監理業務
完了時まで含んでも良いでしょうか？

実施設計が完了しているものとし、監理業務は含めません。

【様式6-1】各技術者及び提案事務所の実績について、契約済みで現在
設計中のもの、設計は完了したが、コロナや市場の影響で工事着手が延
期になったものなどは認められますか？

実施設計が完了しているものであれば実績とし、基本設計のみや現在設
計中のものは認めません。

様式6-2「3.設計業務実績及び受賞歴等」の作品数は３つまででしょう
か。

お見込みのとおりです。

【様式6-2】提案事務所の実績については10年以内の制限はないものと
考えて良いでしょうか？

お見込みのとおりです。

【様式6-1】業務の実施方針及び担当チームの欄は、体制などを示すイ
ラストや表、実績写真などを記載しても良いでしょうか？

イラストや表での表現は可としますが、写真掲載は不可とします。

提出書類作成要領P2_1-1「一次審査」の５にて「文章、模式図、イラス
ト、ゾーニング等」とありますが、図面やパースの使用は不可でしょう
か。また、視覚的表現の制限についての基準となる資料等ありますで
しょうか。

平成30年4月2日 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 課長補佐（総括
担当）及び設備・環境課 課長補佐（総括担当）事務連絡「技術提案にお
ける視覚的表現の取扱いについて」に準じます。
なお、写真の掲載については、様式6-2号の実績紹介でのみ可とします。

仕様書兼提出書類作成要領p2　5.本施設に対する設計の考え方取り組み
方法について、実例を示す写真の掲載はよろしいでしょうか。

写真の掲載については、様式6-2号の実績紹介でのみ可とします。

【様式6-2】実績作品紹介の欄は、パースや写真を記載しても良いで
しょうか？また、こちらの文中においても施設が特定できる施設名や建
築主名、所在地などは記載できないということでしょうか？

写真の掲載については、様式6-2号の実績紹介でのみ可とします。
なお、文中では用途名の記載は認めますが、施設名や建築主名、所在地
などは記載できません。

視覚的表現が許容される範囲でない提案があった場合、減点や失格など
がなされるものと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

様式第6-1号等はA3　1枚以内におさめるとの事でしょうか。おさまらな
い場合は文字フォントを変更しても構いませんでしょうか。

お見込みのとおりです。
ただし、文字フォントは9以上としてください。

様式第6-3号に記載する自由記述（設計の考え方）は、様式第7-1号にど
の程度まで踏襲する必要がありますか。第2次審査まで期間が空くた
め、案の多少の変更は認められますか。

多少の変更はあることとしますが、様式第6-3号は、書類審査において技
術提案を評価するための重要な部分であることを十分認識してくださ
い。

【様式第6-1号2業務の実施方針および担当チーム】外構・計画などの専
門家を設計チームの一員として記載することは可能でしょうか。

お見込みのとおりです。
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37. 37.

38. 38.

39. 39.

40. 40.

41. 41.

42. 42.

実施要領7 選考手順(2)につきまして、プレゼンテーションの出席者は
パソコンの操作者を除いて3名との理解でよろしいでしょうか。

パソコン操作者を含む３名とします。

実施要領7 選考手順(2)につきまして、提案書の提案に基づく内容の模
型を持参してプレゼンテーションは可能でしょうか。

模型（模型写真含む。）の持参及び掲載は不可とします。

技術提案書はホチキスまたはクリップで部ごとに止めるか。 １次審査の提案書ですが、提出部数に変更があります。
様式第6-1号、第6-2号は各1部、様式第6-3号のみ8部とし、クリップ留め
としてください。
また、提出いただいた提案書につきましては、「契約者以外の提案書は1
部を除いて返却する」としておりましたが、提出いただいた提案書の返
却はいたしませんのでご了承願います。

千曲川洪水ハザードマップでは、敷地は0.5ｍ〜3ｍの浸水区域に入って
いますが、避難場所は野沢小学校と考えてよろしいでしょうか。もしく
は、施設内での避難場所確保が必要でしょうか。

野沢小学校は、一番近い指定避難所となります。
必要諸室の他に避難場所を確保する必要はありませんが、本施設が、避
難所等に指定される可能性はあります。

提出書類作成要項の「５ 施設全体に係る事項（７）防災・安全計画」
に構造体の耐震安全性・耐火性の確保はもちろん…。と記載がございま
す。具体的な耐震等級のグレードの想定がありましたらご教示くださ
い。また耐火性について耐火構造や耐火建築物の仕様が求められるとい
うことでしょうか。

構造体重要度係数はⅡ類程度を考えております。
耐火性については、耐火構造や耐火建築物であることが望ましいと考え
ております。。

６、「計画地の地域特性への配慮」として寒冷地として部材選定に際し
て考慮することとありますが、設計等に関する基準がございましたらご
教示ください。

特に基準はないが、凍害による劣化や低温化における特性の変化など、
寒冷地特有の性能劣化があるため、部材選定にあたっては十分な配慮を
いただきたいと思います。

本計画敷地の用途地域、容積率、建蔽率は基本構想P4に記載のとおりで
しょうか。その他日影規制、地区計画等の都市計画決定の内容がありま
したらご提示ください。

記載のとおりです。
斜線制限：道路斜線20ｍ×1.25　隣地斜線20ｍ×1.25
日影規制：高さ10ｍを超える建築物の場合制限あり。

接道等の計画概要から建築基準法上の申請敷地は広場跡地約2ha 一体で
考えているということでよろしいでしょうか。また南側予定道路を新設
することで、建築基準法53 条第3 項2 号による角地指定を受け容積率
は10％加算が可能と考えてよろしいでしょうか。

特定行政庁との協議によりますが、現段階では加算はないものとしてく
ださい。

配置図について、確認申請上の敷地範囲は県民佐久運動広場跡地全体敷
地（①）でしょうか？それとも配置図で赤で囲まれた3000m2の範囲
（②）でしょうか？①の場合、市民交流施設等の他施設との申請上の扱
いはどのようになりますか？敷地全体の計画は時期をずらして行われる
のでしょうか？②の場合、南西駐車場も含めて接道与件を満たすと考え
てよいでしょうか？

本施設の計画箇所は、参考配置図で示した赤で囲まれた範囲内です。
確認申請上、本施設と市民交流施設は可分と判断されているため、南西
駐車場を任意分割し、南側の新設道路への接道を考えています。
確認申請上の敷地は、計画箇所の3,000㎡と任意分割した部分を合わせた
形になる予定です。
なお、広場整備は敷地全体で並行して行われます。
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隣接する芝生広場・市民交流施設・テラス広場・人工芝エリア等のコン
セプト・利用目的・整備時期・地形などの詳細情報をご教示頂けますで
しょうか？

広場全体（市民交流施設含む）のコンセプト・目的は「子育て世代が安
心して集える拠点」としております。今年度、広場の実施設計及び市民
交流施設の設計業務を実施します。整備スケジュールにつきましては、
現在のところ、Ｒ4実施設計、Ｒ5雨水排水施設工事、Ｒ5～Ｒ6広場整備
工事と考えております。その他詳細については、実施設計で決めていき
ます。

市民交流施設、芝生広場、人工芝エリア、テラス広場については24時間
解放と考えてよろしいでしょうか。

広場整備に合わせて、県民佐久運動広場の跡地を管理していただく方々
を選定していく予定であります。24時間開放につきましては、管理して
いただく方々と協議をしながら決めていきたいと考えております。

計画敷地内に予定されている市民交流施設の用途は何を想定されていま
すか。

今年度、引き続きワークショップを行いながら、詳細設計を進めるた
め、広場整備における決定事項は、適宜情報提供を行います。

施設計画地南側にある人工芝エリアは、具体的な利用方法及び遊具や特
定の競技のコートの設置等の計画がありましたらご教示ください。

今年度、引き続きワークショップを行いながら、詳細設計を進めるた
め、広場整備における決定事項は、適宜情報提供を行います。

県民佐久運動広場跡地の全体計画は公表されていますか？芝生広場、テ
ラス広場、市民交流施設の詳細がわかる資料は公開されますか？

県民佐久運動広場の跡地利用につきましては、地元の皆さまとワーク
ショップを重ねて内容を決めております。詳細につきましては、今年度
も引き続きワークショップを行いながら、詳細設計にて決めていきま
す。

芝生広場、テラス広場、市民交流施設は提案によって変更は可能でしょ
うか？

基本設計にて広場内の施設配置は決定しておりますので、変更はできま
せん。

市民交流施設という建物がテラス広場に面して計画されていますが、こ
の建物の計画の詳細をお教えいただけますでしょうか？

今年度、引き続きワークショップを行いながら、詳細設計を進めるた
め、広場整備における決定事項は、適宜情報提供を行います。

市民交流施設について
市民交流施設の外観はどのようなものになる予定でしょうか。立面図、
パース等で外観がわかるものをご提示ください。

今年度、引き続きワークショップを行いながら、詳細設計を進めるた
め、広場整備における決定事項は、適宜情報提供を行います。

参考配置図で計画地とテラス広場が隣接していますが、一体利用と考え
てよろしいでしょうか？

施設利用者も、テラス広場を利用するということは想定されますが、施
設の管理上、一体利用は難しいと考えます。
また、児童館を利用している児童が、自由に使うことはありません。

参考配置図より、敷地内の他施設（テラス広場、市民交流施設等）は子
育て支援施設より先行して工事が行われると考えて宜しいでしょうか。
また、テラス広場、市民交流施設の具体的な計画案があれば平面図等を
公開いただけないでしょうか。

スケジュールにつきましては、現在のところ、Ｒ4実施設計、Ｒ5雨水排
水施設工事、Ｒ5～Ｒ6広場整備工事と考えております。
広場・市民交流施設等の具体的な計画案につきましては、今年度、広場
の詳細設計にて決めていきますので、決定した内容につきましては、情
報提供を行います。

子育て支援施設の対象敷地(3000 ㎡)は参考敷地図の位置で確定でしょ
うか？外部からの動線を考慮した上で、芝生広場や駐車場も含めて2ha
の中で自由に全体を配置計画することは可能でしょうか？

子育て支援施設の対象敷地(3000 ㎡)は参考敷地図の位置に確定しており
ますので、全体の施設配置の変更はできません。

計画地周辺の舗装について
本計画地に隣接する道路、通路、広場等の舗装(仕様・仕上げ)はどのよ
うなものを想定していますでしょうか。

今年度、引き続きワークショップを行いながら、詳細設計を進めるた
め、広場整備における決定事項は、適宜情報提供を行います。
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市民交流施設の概要を知りたい。 今年度、引き続きワークショップを行いながら、詳細設計を進めるた
め、広場整備における決定事項は、適宜情報提供を行います。

県民佐久運動場跡地内の芝生広場などは提案対象外か。 対象外です。

県民佐久運動公園広場位再整備の参考配置図において、当該建物敷地外
の具体的な計画がわかる資料をご教示願います

今年度、引き続きワークショップを行いながら、詳細設計を進めるた
め、広場整備における決定事項は、適宜情報提供を行います。

市民交流施設の主要な機能をご教示いただけますでしょうか。 今年度、引き続きワークショップを行いながら、詳細設計を進めるた
め、広場整備における決定事項は、適宜情報提供を行います。

計画敷地3000平米以外の広場や駐車場、市民交流施設の整備スケジュー
ルは本計画と並行しますか。また、本計画に合わせて多少の変更等の協
議は可能ですか。

整備スケジュールは本計画と並行しますが、広場と野沢児童館併設型子
育て支援拠点施設の整備は別で行っております。広場整備は、現在のと
ころ、Ｒ4実施設計、Ｒ5雨水排水施設工事、Ｒ5～Ｒ6広場整備工事と考
えており、スケジュールの変更はできませんが、工事間の調整は図って
まいります。

施設を利用する子どもの年齢等の想定をご教示下さい。 遊具を設置する「交流スペース」の利用者は、未就学児とその保護者を
想定していますが、相談対応については、18歳程度までの子どもを持つ
保護者等の子育てに関する相談に幅広く対応します。
また、児童館の利用者は、基本的には小学生までで、中高生の利用はあ
りません。

施設整備基本構想の4.基本方針の中に「主に妊娠期から就学前の乳幼児
とその保護者を対象に」とありますが、P 6体制イメージ図では対照範
囲が小学生も含まれた記載となっております。児童館以外の機能が妊娠
期から就学前の乳幼児とその保護者が主な対象者であり、児童館が小学
生を含めた子どもを対象とする。という認識で良いでしょうか。

遊具を設置する「交流スペース」の利用者は、未就学児とその保護者を
想定していますが、相談対応については、18歳程度までの子どもを持つ
保護者等の子育てに関する相談に幅広く対応します。
また、児童館の利用者は、基本的には小学生までです。

想定部署数、想定職員数等がありましたらお教えください。 机の配置を要する職員の数は、子育て支援拠点施設が10名程度、児童館
が2名を想定していますが、今後具体的に運営体制を検討していく中で増
減の可能性があります。
また、子育て支援拠点施設における部署数については未定ですが、「子
ども家庭総合支援」の機能については、特にプライバシー等に配慮を要
する部門となります。また、ファミリーサポートセンターの機能につい
ては、外部の団体へ委託し、受託団体の職員が１名程度配置される見込
みです。

館庭550㎡程度は屋外施設とありますが、地域の気候を考慮して、屋根
付き「半屋外」でも良いでしょうか？

市内の他の児童館との公平性を保つ観点からも、屋根の設置は考えてお
りません。
ただし、想定事業費の範囲で、建物の軒の出を大きくする程度であれば
提案を妨げるものではありません。

また、この館庭550㎡と駐車場（30台）は駐車場56台・芝パーキング24
台等とは別途で対象敷地内に整備すべき、ということでしょうか？

館庭550㎡と駐車場（30台程度）を本施設敷地（約3,000㎡）内に整備す
る必要があります。

参考配置図に利用者車両動線の記載があるが、本施設利用者は敷地南側
の駐車場56 台・芝パーキング24 台に車両を停めるのか。計画地内に施
設利用者の為の駐車場・駐輪場の確保は必要か。

計画地内に整備を予定している駐車場（30台程度）については、大半が
職員駐車場を想定しており、身障者用と一般利用者数台を計画地内に整
備するほかは、広場内の駐車場を共用で利用する想定です。
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対象敷地北側の小学校との「児童動線」についての詳細情報をご教示頂
けますでしょうか？

現在、学校と県民運動広場の境にフェンスが設置されていますが、開閉
可能な扉が設置されており、学校から直接児童館へ向かう場合はその動
線を想定しています。
休校時はこの限りではなく、様々な方向から来館すると想定されます。

児童館を利用する児童について、相談支援対象は「相談支援体制イメー
ジ図(佐久市子ども・子育て支援拠点施設整備 基本構想p.6)」より小学
生を対象としているが、施設を利用する児童について、具体的な年齢の
制限や、現況の野沢児童館で特に利用の多い年齢等がありましたら教え
てください。

児童館の利用者は、基本的には小学生までですが、全体的に、学年が上
がるにつれ利用が減っていく傾向があります。

施設全体もしくは各機能毎の運営形態（市直営、社会福祉法人、NPO 法
人への委託等）が決まっていましたらご教示ください。

基本的に施設は市直営で運営していく想定ですが、ファミリーサポート
センターの機能については、外部の団体へ委託し、受託団体の職員が１
名程度配置される見込みです。

館庭（550㎡程度）は1箇所にまとめて確保必要でしょうか。あるいは分
散配置でも良いでしょうか。

サッカーなどのボール遊びで利用することも想定しているため、１箇所
にまとめて必要です。

要領の中において、当該施設は敷地の北側に新設することが明記されて
います。参考配置図等の中においては、敷地の北西側に計画されると見
受けられますが、当該施設の計画敷地は参考配置図の通りに決定してい
るものとして検討した方が良いでしょうか。

広場全体の整備と調整を図る中で多少の変更がある可能性もあります
が、基本的は参考配置図のとおり決定しています。

提出書類作成要領書、4 ページ、3 施設の機能の表、「機能」に記載あ
る各床面積は設備に必要な機械室等を含まない面積と考えてよろしいで
しょうか。

合計の約1,720㎡で設備に必要な機械室等も含めた面積として考えてくだ
さい。

提出書類作成要領書、5 ページ、4 施設の構成と整備方針、(3)屋外施
設に記載がある、ア館庭とは、児童館館庭のことでしょうか。

児童館館庭を指しています。

児童館は野沢小学校以外の児童も利用すると考えて良いでしょうか？ 例外として学区外の児童が利用する場合もありますが、本市では、１小
学校区に１児童館を基本方針として児童館を整備しており、基本的には
野沢小学校の児童が利用するものとお考えください。

プロポーザル仕様書兼提出書類作成要領P3及び参考配置図において雨水
排水は、開発用地内の雨水貯留槽に接続となっています。雨水排水につ
いては、敷地内雨水を集約し、雨水貯留槽側に送る配管までとし、敷地
全体の雨水抑制の検討及び雨水貯留槽は本業務範囲外であると考えて宜
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。
敷地内雨水は、計画地南側の駐車場下に設置予定の雨水貯留槽への排水
計画までが業務内です。

プロポーザル仕様書兼提出書類作成要領P4 「3施設の機能」にあるそれ
ぞれの機能（野沢児童館については、資料があります）について、1日
あたりの利用者人数の想定はありますか。

想定人数を示せるものについては以下のとおり
交流スペース：最大で1日累計1,000人程度
クッキングルーム：40人/回程度
児童館：100人/日程度

佐久市子ども・子育て支援拠点施設整備基本構想P4 5建設計画地に同建
設計画地に“隣接して整備する「子育て世代が安心して集える拠点」”
とあります。これは、運動広場2haのうち本計画3,000㎡以外の部分を指
す部分でしょうか。又は、他に建設計画がございますでしょうか。

運動広場2haのうち本計画3,000㎡以外の部分を指しています。
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子育て支援施設と児童館は一体的に計画しても宜しいでしょうか？セ
キュリティ上分離する必要がありますでしょうか？

仕様書兼提出書類作成要領4P（3施設の機能）に記載しているとおり、
クッキングルームは共用する想定であり、一体的に計画していただく必
要がありますが、運営やセキュリティは切り分けて管理することを想定
しています。

閉館時のセキュリティーはどのように考えていますですか。一部を自由
に開放等は可能でしょうか。閉館時は館庭のみを開放する等は可能です
か。

児童館閉館時は、館庭を含め閉鎖する想定ですが、セキュリティーにつ
いては建物内のみを想定しています。
また、子育て支援拠点施設と児童館で開館日や開館時間が異なる場合も
あるため、セキュリティを分けて管理することを想定しています。

学童保育クラブは野沢小学校内もしくは近くにありますでしょうか？も
しある場合、そちらとの連携は必要でしょうか？

野沢小学校区には学童保育クラブはありませんので、連携の必要はあり
ません。

一時預かり室の面積設定はありますでしょうか。 交流スペース内に設置することを想定していますが、具体的な面積設定
はありません。

多目的ホールについて
多目的ホールはどのような利用を想定されていますか。具体的な利用例
があればわかる範囲でご教示ください。

子育て世代の活動への貸し出し、子育て等に関する各種教室・講座・研
修等の開催、乳幼児健康診査等を想定しています。

多目的室1,2,3について
多目的室の大きさの想定はありますか。

各30㎡程度（参考）

事務室等について
常駐するスタッフは何人を想定していますか。

10人程度（相談対応の専門職は、日によって入れ替わりあり）

交流スペースについて
乳幼児以外の児童の利用は可能でしょうか。

就学前までの児童の利用を想定しています。

児童館 遊戯室について
用途にボール遊びなどと記載がありますが、面積はどれくらいを想定し
ていますか。

100～120㎡程度

館庭について
館庭を利用する児童の対象年齢は何歳程度を想定していますか。

児童館の館庭であり、利用者は小学生です。

給食配送車通行予定道路について
給食配送車通行予定道路及び本計画地南側に隣接する通路は歩行者も通
行が可能と考えてよろしいでしょうか。

原則配送車用ですが、歩行者の通行も可能です。

子育てに関する様々なサービスや機能が求められていますが、各窓口や
庶務に関する室は個別に用意する必要がありますか。兼用としたり、ひ
とつの窓口にまとめての提案も可能と考えて宜しいでしょうか。

子育て支援拠点施設においては、各業務が連携・情報共有等を図りなが
ら運営していくことを想定しているため、各窓口や事務室については、
ひとつにまとめて提案していただいて構いません。
ただし、子ども家庭総合支援はプライバシーに配慮が必要になります。

各機能に従事する職員や相談員の想定人数、利用する児童の想定人数を
ご教示ください。

【子育て支援拠点施設】
机の配置を要する職員数：10人程度（増減の可能性あり。※相談対応の
専門職は、日によって入れ替わりあり）
交流スペース利用者：最大で1日累計1,000人程度
【児童館】
机の配置を要する職員の数：2人
利用児童数：100人/日程度
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「施設の機能」として記載されている以外にも、新たに他の機能を提案
として入れ込む事は可能でしょうか。（例：飲食、物販など）

施設の機能については、仕様書兼提出書類作成要領に記載している範囲
としてください。

参考配置図に記載されている給食配送車両にて配送される給食はどの施
設の為のものか。

子育て支援拠点施設内で提供するためのものです。

設計業務公募型プロポーザル仕様書兼提出書類作成要領 P.3 2 計画の
概要
野沢小学校との相互利用についての想定は記載されていますが、野沢保
育園との相互利用については想定していますか。

野沢小学校の児童の放課後の居場所として、野沢児童館の移転整備を計
画しています。
野沢保育園との相互利用については想定していません。

設計業務公募型プロポーザル仕様書兼提出書類作成要領 P.4 3 施設の
機能
一時預かり室の利用時間・曜日、規模の想定がありますか。
児童館と子育て支援施設で開館時間が異なる場合もご教示ください。

一時預かり室については、交流スペース内に設置することを想定してい
ますが、具体的な面積設定はありません。
また、交流スペースの開館中は利用可能な想定ですが、施設の開館時間
や開館日・休館日等の詳細については、現段階では未定です。
なお、児童館については、開館時間は、平日が正午から19時まで、土
曜・祝日及び小学校の長期休業中が、8時から18時までで、日曜日は休館
日です。

施設全体の開館時間、曜日の想定をご教示下さい。 開館時間や開館日・休館日等の詳細については、現段階では未定です。

開館スケジュールのイメージ（〇曜日は閉館、開館時間〇時～〇時）等
はありますか。
部分的な開館（子育て支援ゾーンのみ閉館しており、児童館のみ開放
等）の様な使い方はありますか。

子育て支援拠点施設の開館時間や開館日・休館日等の詳細については、
現段階では未定ですが、児童館については、開館時間は、平日が正午か
ら19時まで、土曜・祝日及び小学校の長期休業中が、8時から18時まで
で、日曜日は休館日です。
子育て支援拠点施設は閉館しており、児童館は開館しているというケー
スは想定されます。

設計業務公募型プロポーザル仕様書兼提出書類作成要領 P.4 3 施設の
機能
一時預かり室はつどいの広場と共用とありますが、仕切られた室として
あるのか、もしくは少しエリア分けされている程度なのか、また面積に
ついて想定があればご教示ください。

提案によって検討可能な部分もあるかと思いますが、乳幼児の預かりも
想定されることから、ある程度の仕切りは必要と考えています。

設計業務公募型プロポーザル仕様書兼提出書類作成要領 P.4 3 施設の
機能
多目的1,2,3 の使い方について、講師による教室的利用のみか、または
利用者同士の集まりで自由利用可能かなど、想定をご教示ください。

子育て世代の活動への貸し出し、子育て等に関する各種教室・講座・研
修等の開催、乳幼児健康診査等の利用を想定しています。

設計業務公募型プロポーザル仕様書兼提出書類作成要領 P.4 3 施設の
機能
産後ケアで使用する具体的な諸室や機能のイメージがあればご教示下さ
い。

相談室については複数の設置を想定していますが、そのうちの１室に産
前産後の相談に助産師等の専門職が対応できるよう、相談机やベッド、
授乳やおむつ替えができる設備等の設置を想定しています。

【配置図】敷地西側に給食配送車通行予定と記載がありますが、計画施
設のための配送でしょうか。

本施設への配送するための配送車の通行となります。

【プロポーザル仕様書兼提出書類作成要領P5.4施設の構成と整備方針 
(3)屋外施設 ウその他】どのような機能か想定があれば、ご教示いただ
けますでしょうか。

植栽や遊具等が考えられますが、その他アイデアがあればご提案くださ
い。
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基本構想 5建設計画地：『同建設計画地に隣接して整備する「子育て世
代が安心して集える拠点」とは具体的にどこを想定していますか。配置
図に記載の市民交流施設のことですか。また具体的な機能や使い方等の
整備方針はありますか。

運動広場2haのうち本計画3,000㎡以外の部分を指しています。
広場の利用に関する説明会資料等をご参照ください。
(https://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/toshi_machizukuri/machizukuri/
0032202103.html)

各機能の事務機能は一体ですか。それぞれ独立していますか。 子育て支援拠点施設と児童館は独立した事務機能を想定していますが、
子育て支援拠点施設内の各機能については一体の想定です。

配置図に記載の給食配送車通行予定道路を計画地西側の細い道としてい
る理由等ありますか。

一般車両や施設及び広場利用者との動線分離のためです。

配置図には芝生広場や人工芝エリア等、小学校のグラウンドも合わせる
と子ども達が遊ぶためのスペースが相当面積あるように思います。計画
地内の館庭との使い分け、使用する年齢層、広場等も含めたそれぞれの
スペースの使い分けのイメージ等ありますか。

小学校の校庭は、原則放課後の居場所としては利用できません。また、
児童館利用者については、児童の安全管理等の観点から、自由に出入り
して広場を利用することは想定しておらず、外で遊ぶ場合は児童館の館
庭を利用することを想定しています。

館庭を使用するのは児童館の子ども、子育て支援センターの幼児（親
子）のどちらを想定していますか。また館庭のスペック（想定イベント
にあわせて平坦、矩形等の要求）はありますか。

館庭は、児童館の館庭であり、利用者は児童館利用児童が主となります
が、小学生が利用していない時間帯（午前中開放）等で未就学児が利用
する場合もあります。
サッカー等のボール遊びでの利用もあるため、基本的には平坦で正形の
想定です。

実施要領P6_9.業務内容(4)概算工事費に記載の金額に家具工事等は含ま
れているでしょうか。

備え付けの家具は工事範囲内です。

現状の計画段階での想定敷地境界線のわかるcadデータをいただくこと
は可能でしょうか。

6/15メールにて送信しました。
受信確認できない場合は事務局にご連絡ください。

現況測量図のcad データを公開いただくことは可能か。 6/15メールにて送信しました。
受信確認できない場合は事務局にご連絡ください。

【実施要領P7　（１０）現地視察】現地視察を希望する場合は、個別に
直接事務局に問い合わせしてよろしいのでしょうか？日程が合わない場
合、外周だけでも確認することは可能でしょうか？

先日通知のとおりです。

【実施要領P4　7（１）第１次審査　カ通知方法】通知日はいつになり
ますか？ 7/4〜8の間で通知があるものと考えてよいでしょうか？

１次審査通過者決定後、通過者の整理番号を通知し、様式第6－3号を
ホームページに掲載します。
審査会開催後2日以内で通知予定です。（土日は除く。）

佐久市子ども・子育て支援拠点施設整備 基本構想 P.5過去に二度実施
と記載のあるアンケート調査の結果を開示していただくことは可能で
しょうか。

現段階では開示しません。
業務契約締結者には、業務を進めるうえで必要と判断した際は、閲覧し
ていただくことを考えています。

質問については今回の質問期間1回のみでしょうか。第2次審査前に再度
質問期間の設定はございますでしょうか。

質問は今回限りとします。


