陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設建築設計業務公募型プロポーザル 質問回答
No.
1

質問

工場部分ではどの程度の水量が必要になりますでしょうか。受水槽を設 使用想定水量は未検討事項で不明なため、類似の用途や、資料２の p４
ける必要がありますか。

2

回答
に記載の設置想定設備からご判断下さい。

工場で使用した排水は通常の下水本管に排水可能ですか。特別な浄化処 排水可能です。
理槽等が必要でしょうか。

3

屋上階を設けてもよろしいですか。

主にコストやバリアフリーの観点から、１階建てを想定しています。機
械室等、必要に応じて屋上階に設けても構いません。

4

業務実績につきまして、二つの事務所で共同設計し、確認申請は他方の 可とします。共同設計したことが分かるよう、「検査済証」の写しの他
事務所で提出した物件があるのですが、実績としてよろしいでしょう

に、契約書の写しもご提出ください。

か。施主との契約は連名で締結しております。その場合「検査済証」の
写しの他に施主との契約書の写しなど、必要でしたらご教示ください。
5

計画敷地の南側では土地の嵩上げ工事が行われていると推察致します。 現時点では、嵩上げ工事の詳細が分かる図面で、開示できるものがあり
敷地からどのような眺望を得られるか検討したいため、嵩上げ工事の詳 ません。断面情報として、嵩上げ下と、歩行者専用道との高低差は約７

6

細をお教えいただけますでしょうか

m です。

又、南側の眺望が分かる写真などあれば、共有いただけますか

眺望に関しては、別添１の周辺写真を参照ください。

製造エリアの更衣室、入室手順エリア、休憩室、コンプレッサー機械室

食堂、更衣室、入室手順エリア、休憩室、コンプレッサー機械室に加え、

に関して大きなプラン変更を行う場合は高い専門知識を必要としない

製造・品質事務室、機械パーツ室、洗浄室も「諸室別の概要」「諸室関

と記されております。

連図」の条件を満たしていれば、室形状・配置は変更することは問題あ

製造品質事務室、機械パーツ室に関しては、プラン変更を行う場合高い

りません。

専門知識を要する機能という理解でよろしいですか
7

ストックエリア、店舗エリアに関して、基本計画図からプラン変更を行

変更の提案は可能です。動線計画の遵守については、交付資料全体を通

う際には、資料３【施設構成・諸室関連図】の動線計画を厳守し、平面 して、ご判断下さい。
計画を行えばよいでしょうか

陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設建築設計業務公募型プロポーザル 質問回答
8

高齢者や障がい者への配慮に関する設計指針がありましたらお教え頂

陸前高田市のユニバーサルデザインチェックリスト（市 HP 参照）、岩手

けますか

県ひとにやさしいまちづくり条例、「ノーマライゼーションという言葉
のいらないまちづくり」の理念を参考にして下さい。

9

店舗エリアからチョコレート工房、クラッキング室の様子を見学できる 見学可能な諸室は、製造室①の一角にあるチョコレート工房、クラッキ
ことと要件にありますが、その他の機能で製造エリアの様子が店舗エリ ング室、選別室、製造室②です。
アから見学することが許容される機能はありますか。また、製造エリア 見学不可な諸室は、製造室①（チョコレート工房を除く）、製造室③、
の機能の中で店舗エリアから様子を見せることができない機能はあり

最終工程室①、最終工程室②です。

ますか
10

会議室①、②の使用用途、使用を想定しているユーザーをお教え下さい

会議室①は、工場に関わる業者・社内打合せ、応接の用途に使用します。
会議室②は、店舗エリアの運営やイベントに関わる人が、市民も含め、
比較的自由に使用することを想定しています。

11

参加要件について、「基本設計及び実施設計業務における実績」とあり

参加要件の実績は、進行中のものは含みません。設計業務完了した実績

ますが、現在、実施設計等進行中または、基本設計完了および実施設計 は該当するものとします。
完了までのプロジェクトは該当しますでしょうか？
12

参加要件について、以前勤務していた会社で担当した業務(住宅、学校、 参加要件アにつきましては、事務所としての実績を確認する趣旨のた
公共建築などの 300 ㎡以上の物件)は該当しますでしょうか？

め、以前勤務されていた会社で担当した業務を実績として参加すること
は不可とします。

13

上記業務が該当する場合の検査済証に代わる資料(業務契約書、業務完

該当しないため回答を省略します。

了報告書、証明書など)をご教示ください。
14

駐車場の配置に関して、提案は可能でしょうか。

15

資料にて基本計画が示されていますが、この計画を参照するべきでしょ 基本計画図は、あくまで参考とし、より良い建築計画をご提案下さい。
うか。あるいは、あくまで参考プラン程度で新規計画の提案を求めてい
るのでしょうか。

提案は可能です。交付資料全体を通して、ご判断下さい。

陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設建築設計業務公募型プロポーザル 質問回答
16

4(4)参加要件アについて、新築工事は新設の増築工事も含まれますでし 敷地に対して増築で建物新築は含めることとします。
ょうか。

17
18

工場の使われ方として、工場見学ツアーなどは考えていますでしょう

工場エリアに入っての見学ツアーはせず、店舗エリアからの見学のみを

か。

想定しています。

様式第３号 A の 2 チーム構成の説明、同様式 B の 3 実績の説明・ア

図版等は使用せず、文章のみでご説明下さい。

ピールポイントについて、文章だけでなく図や写真を用いて説明しても
よろしいでしょうか。
19

工場に必要な機械類について、平面図に記載されているもの以外に特殊 空調機器は、資料２の p４に記載の管理温度や、類似のお菓子を製造し
な空調機械など、ある程度のスペースが必要となる機器はありますでし ている食品工場を参考に想定下さい。
ょうか。

屋外の設備置場は、キュービクル等を想定した基本計画ですが、与件で

基本計画において、建物北側に設置されている設備置場はキュービクル はないので、最適な設備計画をご提案下さい。
でしょうか。
20

敷地内の高低差はどの程度ありますでしょうか。

ほぼフラットですが、排水のため、敷地の南北断面で、南へ向かって約
700mm 下がっています。

21

東側に隣接する民地に建設されている建物の用途とおおよその高さ、職 職業訓練校の北側隣地の建物は、事務所と一部飲食店用途です。高さは
業訓練校のおおよその高さをご教示頂けますでしょうか。

不明ですが、寄棟屋根の１階建規模の建物です。
職業訓練校は、切妻屋根で建物高さは約７m の計画です。

22

工場内の各工程の室は、完全に空間的に独立する必要がありますでしょ 各諸室は区画し、独立する必要があります。
うか。それとも、大空間に間仕切りを設け、上部は空間がつながってい
るような構成は可能でしょうか。

23

敷地の西側の用途が決まっていればご教示ください。

敷地の西側は民有地であり、現時点で用途は確定しておりません。

24

店舗の営業時間、工場の運営時間をご教示ください。

詳細は未定ですが、店舗の営業時間は１０時〜１８時、工場の運営時間
は８時〜１７時と想定下さい。

25

工場の室内で、太陽光の取り入れを制限する必要がある室はありますで 製造エリアは、用途上、自然採光は制限されます。
しょうか。
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26

ガスは都市ガスでしょうか、それともプロパンガスでしょうか。

プロパンガスになります。

27

建築設計要求条件書 P1. 1(2)ウ：駐車場は職業訓練校と共用とあるが、 職業訓練校分も併せて、記載の台数とします。職業訓練校も公共施設の
職業訓練校に何台必要でしょうか？また、職業訓練校へのアプローチは ため、ピーカンナッツ産業振興施設と一体的に扱い、本施設の敷地を通

28

どのようになりますでしょうか？

って職業訓練校へアプローチします。

職業訓練校の平面図はありますでしょうか？

職業訓練校の平面図は、計画中のため、公開することができません。

多目的スペースの利用についてですが、事業者もしくは市では、どのよ 資料２の P４の用途・仕様欄に記載している内容でご検討下さい。
うな活用を想定されてますでしょうか？

29

建築設計要求条件書 P3. 1(6)イ：令和 3 年 4 月末とは、基本・実施設

実施要領の３（1）の事業スケジュールを正とし、資料２の１（6）イ「令

計終了のことでしょうか？

和３年４月末までに・・」は、「令和４年５月下旬までに・・」に訂正
します。

30

設計共同体について、協定書の提出は不要でよろしいでしょうか？必要

必要になった段階で提出を求めます。

な場合は書式などありますでしょうか？
31

建設中の博物館の平面図資料はいただけますか？

工事中のため、現時点で公表できるものはありません。

32

建物東側に設ける大規模災害時の避難動線は、具体的に敷地内・敷地外

嵩上げ下のエリア⇨歩行者専用道⇨当該敷地⇨高田南幹線⇨本丸公園と繋

のどの部分に繋げる計画でしょうか。

ぐ計画意図です。資料４の A01 ランドスケープ概念図を参考下さい。

荷捌き室と外部に 1,000 のレベル差があるが、プラットホームは不要で

プラットホームの要・不要かまでは、要件を詰めていません。

しょうか。

使用するトラックは４t 小型貨物車という情報しかなく、詳細は不明で

又、使用するトラックは 1,000 のレベル差に対応できるものでしょう

す。よって、荷捌きの床レベルは大まかに想定して計画しています。

33

か。
34

冷蔵室のパレットの大きさと使用予定枚数、重量はどれくらいでしょう

冷蔵室のパレットの大きさは 700mmｘ1100mm、使用予定枚数は 150 枚程

か。又、フォークリフトの使用はありますでしょうか。

度、重量は 700kg 程度です。
フォークリフトは使用予定です。

35

冷凍室、冷蔵室の配置計画について、各諸室の必要事項を満たせば、多 可能です。
少の変更は可能でしょうか。
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36

参加表明の提出資料の④４（４）アに該当する建築物１件の「検査済証」 代替可能です。
の写しは、
「確認済証」に代替可能でしょうか。

37

工場エリアの諸室で、自然採光を取り込むことが芳しくないものはあり 製造エリアは、用途上、自然採光は制限されます。
ますか。
あれば、ご教示頂けますでしょうか。

38

「キッチンスタジオまで、物品の搬出入・・・」とありますが、店舗内 可能です。交付資料全体を通して、ご判断下さい。
を通ってのキッチンスタジオへの搬入は可能でしょうか。

39

建物南側の前面道路「館の沖馬場前線」は、歩行者専用道であり、車の

宜しいです。

交通はないものと考えて宜しいでしょうか。
40

店舗部分の運営時間と運営時の従業員の人数をご教示頂けますでしょ

詳細は未定ですが、店舗部分の運営時間は１０時１８時、運営時の従業

うか。

員の人数は最大で５名程度を予定しています。

41

工場と店舗は同じ会社の人たちによる運営と考えて宜しいでしょうか。 宜しいです。

42

店舗利用者の駐車場は敷地内の駐車場を利用すると考えて宜しいでし

宜しいです。

ょうか。
43

歩行者のメインアプローチの動線は広場側からを想定していると考え

適宜、ご判断ください。

て宜しいでしょうか。

車での来客が多いと想定されるので、駐車場からの動線に配慮してメイ
ンアプローチを設けることが好ましいと考えます。

44

建物東側に設ける避難通路は確保する通路幅の基準等はありますでし

基準はありません。資料２の１ 設計要求水準(2)イの記載は、動線計画

ょうか。

として、大規模災害時における避難動線を確保することを目的としてお
り、設計者判断として下さい。

45

工場全体の位置や範囲は、基本計画図から変更しても宜しいでしょう

変更は可能です。交付資料全体を通して、ご判断下さい。

か。
46

工場の天井内に必要な生産機械設備機器によりどの程度の天井ふとこ

天井ふところ高さは、空調などの設備計画、構造計画によって決まるも

ろの高さが必要か教えて下さい。

のと考えますので、必要高さは与件としません。交付資料に記載の条件
から分かる範囲内で、設計者の想定する高さで計画下さい。
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47

総括責任者または意匠担当主任技術者は、代表する企業に所属していな 総括責任者は、代表する企業に所属する必要があります。
くても良いでしょうか。

48

様式第 3 号体制・実績資料に記載する建築意匠設計者の業務実績は、過

過去の実績を記載することは可能ですが、そのことが分かるように記載

去に所属した設計事務所の担当物件を記載することは可能でしょうか。 ください。
49

敷地南側にピーカンナッツ関連事業エリアがありますが、具体的にどの ピーカンナッツ等の農園を想定しています。
ような用途で使われる予定でしょうか。

50

東側隣地の職業訓練校の建物の特徴（プランや外観など）を教えていた 気仙大工の技術等を伝承することを目的とした職業訓練校です。プラン
だけますでしょうか。

は計画中なので公開できませんが、学科や実技のための訓練室等で構成
されています。外観は切妻屋根で、気仙大工の技術や意匠を取り入れた
ものになっています。

51

工場エリアの諸室の中で遮光が求められたり、屋外または他室に対して 製造エリアは、用途上、自然採光は制限されます。
視覚的に閉じることが必要な室があればご教示下さい。

見学可能な諸室は、製造室①の一角にあるチョコレート工房、クラッキ
ング室、選別室、製造室②です。
見学不可な諸室は、製造室①（チョコレート工房を除く）、製造室③、
最終工程室①、最終工程室②です。

52

基本計画のコンプレッサー機械室は車両動線と縁が切れていますが、機 基本計画は質問の通りの考えではありますが、与件ではないので、設備
械交換増設の際は北側駐車場から荷捌き、廊下を経由して搬入搬出する 更新を考慮した、より良い計画案をご提案下さい。
という認識でよろしいでしょうか。

53

基本計画のコンプレッサー機械室は製造室①と隣接していますが、この

ありません。

配置計画には何か理由がありますでしょうか。
54

サロンドロワイヤル社の既存のピーカンナッツ工場の様子や概要がわ

公開できる資料がありません。

かるような資料を公開していただくことは可能でしょうか。
55

資料１：これからの陸前高田のまちの姿に表記の「ピーカンナッツ関連

ピーカンナッツ関連事業エリアは、ピーカンナッツ等の農園を想定して

事業エリア」に関して、連続する歩行者空間；「まちのエンガワ」の一

いますが、詳細は未定です。

角を占めるため、その景観や眺望などの点でエリアへの影響が大きいと オーガニックランドは、有機・循環型社会をテーマにした農業テーマパ
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考えますが、その計画方針や概要をお示しください。

ークであり、2021 年 3 月の一部オープンを皮切りに、段階的に整備を

また、オーガニックランドや本施設／まちなかの関連等の基本的な考え 進めていくものです。
方をお示しください。
56

陸前高田職業訓練校の整備に関する資料（プロポーザル時または現時点

職業訓練校は気仙大工の技術等を伝承することを目的とした施設であ

での計画図等）または、おおまかな建築イメージ（立面図等）の提示を

り、プランは計画中なので公開できませんが、学科や実技のための訓練

お願いします。

室等で構成されています。外観は切妻屋根で、気仙大工の技術や意匠を
取り入れたものになっています。

57

陸前高田職業訓練校北側隣接敷地の隣地境界線近くの 2 棟の建物の建

事務所です。

築用途をお示しください。
58

本計画敷地と北東民有地との間に挟まれた L 字型の区画は何ですか。そ

L 字型の区画は、職業訓練校の敷地の一部です。職業訓練校の敷地は、

の区画に配置図 1/400 では、1 点破線、1 階平面図 1/200 では点線で表

高田南幹線からすると、いわゆる旗竿敷地形状で、L 字型の竿の部分に

記の線は何を意味するものでしょうか。

は、上下水道、電気の配管が通っています。点線は、そのインフラルー
トを示しています。

59

陸前高田職業訓練校への搬入その他(非常時含む)の際の車のルートは

高田南幹線から、本計画敷地を通って、職業訓練校へアクセスします。

どのような想定でしょうか。
60

陸前高田職業訓練校南側の「広場」について計画の概要をお示しくださ

当該広場の計画について、現段階で公表できるものはありません。当該

い。今回の提案で一体的に計画することは可能でしょうか。

広場については、職業訓練校の敷地であり評価対象外としますが、資料
２の１（２）エに留意した、広場計画としてください。

61

陸前高田職業訓練校敷地と博物館敷地の間は、地下への車路があり、人 多少の変更はあり得ますが、そのような理解で良いです。
の行き来は、ミュージアム広場からのブリッジ状の部分と歩行者専用道
に限られるという理解でよろしいでしょうか。

62

インフラ（下水道・上水道・ガス種・雨水排水・電気等）の条件を御教

プロポーザル時点では詳細位置までは提示しませんが、以下の情報程度

示ください。

で計画下さい。

また、敷地内へは整備済みで、本事業費に含まれないと考えてよろしい

上下水道の本管は、敷地北側の高田南幹線を通っており、道路境界線右

ですか。

端辺りで接続します。ガスはプロパンガスです。雨水排水は、北側の高

陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設建築設計業務公募型プロポーザル 質問回答
田南幹線、南側の歩行者専用道に接して雨水桝が設置してあります。電
気は高田南幹線から引き込むことが可能です。
上水道の本管から敷地までの１m 程度の引き込みは事業費に含みます。
63

資料２要求条件書 1.(1).ｲに「電気使用量が大きい」とありますが、使

不確定要素が大きく、使用電気容量を想定することが難しいため、現時

用電気容量は何 KVA 程度でしょうか。

点では明示できません。
電気設備計画では、類似事例の実績があればそれを参考に想定して提案
下さい。

64

工場エリアの床の耐荷重はどのような想定でしょうか。配置想定設備に 建築設計者による詳細な検討はしていませんが、工場エリアの床の耐荷
重量的な配慮が必要なものはありますでしょうか。また、楊重用走行ク 重は 1t/㎡（ストックヤードのみ、パレット 3 段積みするなら 1.5t/㎡）
レーン等の使用は想定されますか？

となる想定をしています。
楊重用走行クレーンの使用は想定しておりません。

65
66

工場エリアの床で洗浄等で、床排水設備（床勾配）が必要な室はありま

基本的には床の水洗いはしません。ただし、洗浄室のみは床排水設備が

すでしょうか。

必要になる見込みです。

本プロポーザルの「建築イメージ提案」のため、陸前高田市ピーカンナ

別添２の使用候補者事業計画概要の骨子をご参照ください。

ッツ産業振興施設使用候補者公募により選定された使用候補者の「事業
計画概要」等を、差し支えない範囲で御提示ください。
67

当該事業産学連携構想の一翼を担い、建物を使用／運営される主体と思 使用候補者公募において同社から提案のあった施設利用に関する計画
われる「株式会社サロンドロワイヤル社」からの、
（「建築設計プロポー

（要望）については、原則として全て今回提示の資料２～４に反映させ

ザル要項などの資料」以外に、
）本施設建築設計に対する具体的なご要

ています。

望、建築イメージなどが解ればお示しください。
68

工場稼働時間、店舗営業時間の想定はありますか。また、時間外の敷地 詳細は未定ですが、店舗の営業時間は１０時〜１８時、工場の運営時間
への立ち入りを制限するような必要はありますか。

は８時〜１７時と想定下さい。時間外の敷地への立ち入り制限は、現時
点では予定していません。

69

「当該施設使用候補者公募 募集要項６（4）
」に、使用候補者負担費用
として「内装費」が計上されています。施設事業予算約６億円（税込）

どこまでを建築本体工事に含めるかは、今後の協議事項です。

陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設建築設計業務公募型プロポーザル 質問回答
の建築本体工事は、
「貸主側（市）が整備する範囲；いわゆる『甲工事』
まで」と理解してよろしいでしょうか。
70

計画地周辺の既存建物、計画建物の用途、軒の高さ、勾配屋根の有無、 西側隣地は未定です。
及び地盤高さ等をご教示ください。

東側隣地の職業訓練校は、質問 21、50 を参照下さい。

71

計画施設の予定従業員数、及び職員数をご教示ください。

工場・店舗も含む全体では最大で３０名程度を想定しています。

72

計画施設職員用の駐車場は計画台数に含まれますでしょうか。含まれな 含まれます。お客様の車が多い日は、従業員の車は、近隣の公共駐車場

73

い場合、予定駐車場の位置をご教示ください。

を利用します。

建築基準法上の主要用途は工場ですが、法第 26 条 1 項二号「機械製作

建築基準法上の解釈については、特定行政庁（岩手県沿岸振興局土木部

工場その他これらと同等以上に火災の発生の恐れが少ない用途に供す

大船渡土木センター建築指導課）にお問い合わせください。

る建築物」に該当しますでしょうか。
74

本件では建築基準法第 48 条但し書き協議を行う前提となっております

県との事前協議は８月下旬から開始予定で、本申請から約９０日で許可

が、協議開始可能時期、許可を得るまでに必要な期間をご教示ください。 が下りる想定です。
75

職業訓練校の具体的な用途、開校日又は利用可能日をご教示ください。 気仙大工の技術等の伝承を目的とした職業訓練校です。プランは計画中
また、建築平面図、断面図、立面図等詳細資料をご提示いただけないで

なので公開できませんが、学科や実技のための訓練室等で構成されてい

しょうか。

ます。授業開校日以外は木育スペースとして部分的に利用する想定で
す。具体的な開校日や利用可能日は未定です。

76
77

工事監理については、本件の受注者と随意契約を締結するという認識で 見積額が予定価格の範囲内であれば、随意契約を行うことを想定してい
よろしいでしょうか。

ます。

本対象敷地の東側(職業訓練校の北側)にグレーでゾーニングしている 3

当該敷地は民有地で、職業訓練校に面した建物は１階建の企業の事務

つの部分の各機能とその規模について教えて下さい。

所、高田南幹線に面した建物は１階建規模の貸店舗・貸事務所となって
います。

78

「陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設 使用候補者公募」にて株式

別添２の使用候補者事業計画概要の骨子をご参照ください。

会社サロンドロワイヤル社が提出された応募書類の内容または使用者
の事業方針や要望をお教えいただけますでしょうか。
79

電気設備設計者と機械設備設計者は兼任としてもよいでしょうか。

可とします。

陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設建築設計業務公募型プロポーザル 質問回答
80

隣接する職業訓練校の図面等資料がございましたら、提供いただけます 計画中のため、開示できません。
でしょうか。

81

西側隣地の計画がもし決まっておりましたら、お教えいただけますでし 未定です。
ょうか。

82

上下水道は引き込みされていると考えてよろしいでしょうか。

下水道は接続されています。上水道については、前面道路まで本管が来
ていますが、敷地まで新たに接続する必要があります。

83

キッチンスタジオ内のチョコレート部屋へは、外部から直接アクセスす 外部から直接アクセスは必須ではありませんが、物資搬入用の意図で基
る必要があるでしょうか。必要があるとすると、物資搬入用でしょうか。 本計画は作成しています。

84

南側の裏口二ヶ所はどのような使い方を想定されているのでしょうか。 屋外の出口への歩行距離を規定以下にするために設けたので、各諸室必
また、基本計画図の通り、製造室①と②にそれぞれ設ける必要があるの

要な出入口というわけではありません。

でしょうか。
85

現況の敷地周辺の写真などを提供いただけないでしょうか。

別添１の周辺写真をご参照ください。

86

「まちのエンガワ」に関わる、博物館、まちづくり情報館などの図面等

博物館は工事中のため、ご提供できません。周辺状況については、資料

資料がございましたら、ご提供いただけないでしょうか。

１、４、別添１の周辺写真をご参照ください。

敷地からの雨水流出抑制に関する基準などがございましたらご教示い

基準は特にありません。雨水については、敷地内にある雨水枡に接続い

ただけないでしょうか。

ただくことになります。

南側法面について、今後緑化またはコンクリートなどによる法面保護が

法面は植生マットで保護し、緑化されます。

87
88

行われるのでしょうか。「まちのエンガワ・ランドスケープ概念図」に 樹木が植栽されているのは理想形の計画であり、未定です。
は樹木が描かれていますが、木々が植栽されるのでしょうか。
89

南側歩道に関する図面や仕上げなどについて資料をご提供いただくこ

舗装の仕上げは、カラーアスファルト舗装です。別添１の周辺写真もご

とは可能でしょうか。また「陸前高田市中心市街地のまちづくりの考え

参照ください。

方」には並木のような表現が見受けられますが、樹木がされるのでしょ

「並木のような表現」は、構想当初のイメージとして表現したものです。

うか。

その後の検討で並木の形成は行わないこととしました。

90

南側歩道や南側法面について提案は可能でしょうか。

既に整備済みのため、提案は不可とします。

91

統括責任者と意匠主任技術者を兼任することは可能か。

兼任は不可とします。

陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設建築設計業務公募型プロポーザル 質問回答
92

「延床面積300 ㎡以上の新築工事」には、前職での主担当者としての実

事務所としての実績を確認する趣旨のため、前職での主担当者としての

績にて参加することは可能か。またそれを証明する提出資料とて、建築

実績にて参加することは不可とします。

雑誌内の建築データのクレジットページの提出で代替は可能か。
93

統括責任者・意匠担当主任技術者の実績欄には前職での主担当者として 前職での主担当者としての実績を記載することは可能ですが、そのこと
の実績も記載することは可能か。

94

が分かるように記載ください。

4.(4).参加要件アについて、基本設計および実施設計の実績とあるが、 工事が完了していない場合は、他の証明書類を提出することを可としま
６参加表明(1)ウ提出資料④には「検査済証」の写しとある。上記の設

す。

計の完了実績があり工事が完了していない場合は、契約書の写し等他の
証明書類でも良いか。
95
96

協力事務所は建築士法による建築士事務所登録をしていなくてもよい

協力事務所への委託業務内容からして、建築士法による建築士事務所登

か。

録が不要であれば、必要ありません。

協力事務所の各業務において、業務担当者の所有資格の条件はあるか。 各業務個別に所有資格の条件は求めていません。業務に必要な資格があ
れば良いので、総括責任者が適宜判断して下さい。

97

実施要領７（１）ウで指示されている提出資料の中に、様式４の技術提 様式第４号は、審査資料提出時に添付頂く予定でしたが、提出する必要
案資料提出書が入っていないが、様式４はどのように提出すれば良い はありません。
か。

