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様式-質問と回答 

平成 25 年 6月 28 日 

 

質問と回答 

番号 質 問 回 答 
01 ○ 実施要綱ｐ.2（2）①「都市施設に関

する制限」とは何を指すものでしょ
うか。 

○ 今回の建設場所は、都市計画法によ
る都市施設（都市公園）に位置づけ
られております。公園内の建築物は、
都市公園法により、その用途、建ぺ
い率に一定の制限がありますが、今
回の敷地においては、それらに対す
る制限を考慮する必要はありませ
ん。 

02 ○ 実施要綱ｐ.2（2）③「ホール施設
600～700 席（可動）」とありますが、
全席を可動式とするものでしょう
か。 

○ ホール施設は基本構想 P8 に記載の
とおり、座席を収納した時のステー
ジを除く平土間の面積を 500 ㎡以上
で可能な限り広くすることとしてお
り、座席の全てを可動席とするかは、
基本設計の中で検討していきます。 

03 ○ ホール舞台寸法の想定があればご教
示ください。 

○ 基本構想 P11 に記載のとおり、舞台
を含んだホール面積を約 800 ㎡とし
ていますが、舞台の広さについては、
今後の基本設計の中で検討していき
ます。 

04 ○ 「現況平面図」では「周辺施設を含
めた基本設計での検討範囲」と「基
本構想の敷地範囲」の両方が示され
ていますが、本プロポーザルでの提
案範囲はどちらに従えばよろしいで
しょうか。また駐車場（150 台程度）
は、「周辺施設を含めた基本設計で
の検討範囲」内に提案してもよろし
いでしょうか。 

○ 本プロポーザルの提案範囲は、「周
辺施設を含めた基本設計での検討範
囲」で提案して下さい。また、駐車
場も同じ範囲内で提案して下さい。 

05 ○ 基本構想ｐ.17 の配置計画図（案）
では屋外広場が確保されています
が、大きさの指定などはありますか。
また広場がプレイルームに面してい
ますが、児童専用なのでしょうか。 

○ 屋外広場の大きさの指定はありませ
ん。また、こども施設の利用者（子
どもと保護者）の専用広場です。 

06 ○ 敷地内に、市営陸上競技場に沿って
東西方向に道があるように見受けら
れますが、この歩道は残す必要があ
るでしょうか。残す必要がある場合、
正確な位置・幅員等をご教示くださ
い。 

○ 市営陸上競技場の東西に沿った道は
公園内の園路で、施設の管理上、園
路としての機能は残して提案して下
さい。また、園路の正確な位置、幅
員は図上で判断して下さい。 

07 ○ 敷地周辺のボーリングデータがあれ
ばご提示ください。 

○ 近隣施設のボーリングデータを提供
します。なお、データは様式集の中
に添付します。 

08 ○ 敷地（周辺含む）の CAD データがあ ○ 敷地周辺の CAD データは提供します
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ればご提示ください。 ので、必要な場合はメールで申し出
て下さい。 

09 ○ 既存のインフラ（ガス・上下水道・
電気等）の敷設状況、引き込み位置
をご教示ください。 

○ ガス、上下水道については敷地周辺
のデータを提供しますが、公園内の
データは提供しません。なお、デー
タは様式集の中に添付します。詳細
確認が必要な場合は、「ガス、水道」
については「上越市ガス水道局」へ、
「下水道」については「下水道建設
課」へ、それぞれお問い合わせくだ
さい。また、「その他、電気等」の資
料は提供しません。 

10 ○ 「プレイルーム」を使う子供の想定
年齢がありましたらご教示くださ
い。また、どのような使い方を想定
されているか（スポーツ利用も想定
されているようであれば、その種目
等も）ご教示ください。 

○ プレイルームを利用する子どもの想
定年齢は小学生以下で、小さい子用
（0歳～3歳）と大きい子用（4歳～
小学生）のプレイルームを想定して
います。使い方としては、のびのび
と自由に遊べる場を想定しており、
スポーツ利用は想定していません。 

11 ○ 上越文化会館、リージョンプラザ上
越コンサートホール、くびき希望館、
雁木通りプラザ、春日謙信交流館の
図面（平面図、断面図等）をご提示
いただけないでしょうか。 

○ 各施設の平面図、断面図等は提供し
ません。 

12 ○ 構造形式（RC 造、鉄骨造等）の指定
はありますか。また重要度係数の指
定はありますか。 

○ 構造形式、重要度指数の指定はあり
ません。 

13 ○ 「公募型プロポーザル各様式の作成
方法及び審査基準」ｐ.5「図面につ
いては提案文書を補完する程度と
し」とありますが、提案文書を補完
するイラスト、イメージ図、パース、
模型写真等の使用は可能でしょう
か。 

○ 課題に対する提案はあくまでも文書
を主とし、提案者の課題に対する基
本的な考え方を述べることが基本で
す。そのため、提案文書を補完する
イラスト、イメージ図は使用しても
よいですが、設計内容が具体的に表
現されているパースや模型写真等の
使用はできません。あくまでも、今
回の提案は「公募型プロポーザル各
様式の作成方法及び審査基準」P5 に
記載のとおり、作品（図面）を審査
するものではありませんので、注意
願います。 

14 ○ 事務所の建築設計実績は何件あげる
必要があるのでしょうか。 

○ 事務所の建築設計実績（様式-2）は、
参加資格要件を確認するための資料
であるため、いずれかの実績の 1件
で結構です。 

15 ○ 建築設計実績を証明する添付資料
（契約書・図面等）の提出も必要で
しょうか。 

○ 「各様式の作成方法及び審査基準」
P5_(12)その他に記載のとおり、実績
を記載する書類（様式-2、様式-4、
様式-5）の証明書類は、第 1次審査
を通過した者のみ第 2次審査時に提
出書類の内容が確認できる契約書の
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写し等を証拠書類として提出してい
ただきます。 

16 ○ 参加表明書の提出部数は一部で宜し
いでしょうか。 

○ 「各様式の作成方法及び審査基準」
P6_3(2)提出部数及び方法に記載の
とおり、参加表明書は 1部を提出し
ていただきます。 

17 ○ フォントの大きさは適宜、調整して
も宜しいでしょうか。 

○ フォントの大きさは適宜、調整して
いただいて結構です。 

18 ○ パブコメでの 200 台規模の駐車場を
確保して欲しいとの意見に対して、
「隣接する相撲場も本施設の敷地と
して追加することにより、駐車場の
増設の可能性を検討する」との市の
考え方が述べられています。一方で
基本構想 13 ページの下 4行では、
「高田図書館や総合博物館を含めた
約 600 台に今回整備する約 150 台が
増えて約 750 台となる他、旧高田図
書館跡地の整備や相撲場を敷地に含
めることで、さらに駐車台数を確保
する事が可能となり、より多くの市
民が集まることができる公園となり
ます。」と説明があります。そこで今
回「周辺施設を含めた基本設計での
検討範囲」で提案する場合でも、駐
車台数は 150 台でよいのでしょう
か。 

○ 駐車台数は基本構想 P13 に記載のと
おり、今回の施設配置計画（基本構
想 P17）では、敷地内で平面的に確
保できる約 150 台程度の駐車場を整
備するとともに、旧高田図書館跡地
を駐車場として整備し、併せて本施
設に隣接する相撲場も県立武道館が
誘致されることを前提に本構想の敷
地に加えるなど、駐車場の増設の可
能性を検討することとしています。 

19 ○ 敷地内の既存樹木の内、保存する必
要のあるものがありますか。 

○ 敷地内の既存樹木の内、保存が確定
しているものはありません。今後の
基本設計の中で検討していくことに
なります 

20 ○ 敷地図の縮尺が曖昧なので、恐れ入
りますが、正確な棒尺の入った敷地
図をご提示いただけないでしょう
か。 

○ 様式集に添付している現況平面図
は、CAD 図面を PDF 化した縮尺 1,000
分の 1です。なお、CAD データの提
供は、「質問と回答 08」のとおり対
応しますので、必要な場合は申し出
て下さい。 

21 ○ 管理体制はどのようにお考えでしょ
うか。施設管理機能について質問で
す。基本構想 P11_3 施設規模（3）こ
ども施設にある事務室で施設全体の
管理を行う想定でしょうか。また、
想定している職員数などございまし
たらお教え下さい。 

○ 管理体制は基本構想 P16 に記載のと
おり、多様な運営形態も含め今後の
基本設計の中で検討していきます。
また、こども施設にある事務室で施
設全体の管理を行う想定ではありま
せんので、職員数の想定もありませ
ん。なお、基本構想 P17，P18 に掲載
している配置計画図（案）及びイメ
ージパース図は、基本構想の策定に
あたり施設のイメージを示したもの
ですのでご確認下さい。 

22 ○ 様式 9,10 について、実例写真は使用
しても宜しいでしょうか。 

○ 様式-9，10 には、提案文書を補完す
る必要最小限の写真であれば使用は
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可能です。必要最小限の写真とは施
設全体をイメージする全景写真では
なく、提案文書を補完する程度の写
真として下さい。 

23 ○ ホールの仕様について、具体的な舞
台の寸法や仕様の想定があればお教
え下さい。(仕様については、フライ
タワーや袖舞台など必要があるか否
か等。) 

○ 「質問と回答03」を参照して下さい。 

24 ○ 今回の提案範囲の中に、駐車場 150
台が求められていますが、公園内の
車の動線計画はどのようにお考えで
しょうか。提案の範疇になりますか。
また敷地南面(外堀側)の車道部分を
廃止し、歩行者専用の園路等にする
可能性はございますか。 

○ 公園内の車の動線計画は提案の範疇
になると考えます。また、敷地南面
(外堀側)の車道部分を廃止し、歩行
者専用の園路等にする計画も提案の
範疇になると考えます。公園内の車
の動線計画などは、基本構想の策定
時における建設場所の中でも議論し
ていますので、（仮称）厚生産業会館
参考資料 P29 をご確認下さい。 

25 ○ （仮称）厚生産業会館 基本構想 
P13-4 駐車場の基本的な考え方にお
いて、約 150 台程度の駐車場を整備
するとあります。P17.7 配置計画図
(案)では施設イメージが示されてい
ますが、駐車場についてはこの図の
配置で考えて宜しいですか。 

○ 基本構想 P17 に掲載している配置計
画図（案）は、基本構想の策定にあ
たり施設のイメージを示したもので
あり、この配置が確定したものでは
ありません。 

26 ○ 建築設計の実績について設計中の実
績も含まれますか？（竣工していな
い実績） 

○ 設計中の実績は含まれません。 

27 ○ ホールを利用される団体について、
ご教示ください。 

○ （仮称）厚生産業会館参考資料 P49
に各種団体や議会からの要望などを
記載していますので、参考にして下
さい。 

28 ○ 基本構想 P8 の使い方に、民間事業者
による興行とありますがどのような
ものを想定されていますか。ご教示
ください。 

○ （仮称）厚生産業会館参考資料 P55
に整備検討委員会の報告書を記載し
ていますので、参考にして下さい。 

29 ○ 敷地及び敷地周辺地盤レベルについ
てご教示ください。 

○ 敷地及び敷地周辺は、ほぼ平らな状
態です。なお、現況測量は今年度中
に実施する予定です。 

30 ○ 実施要綱/Ⅱ参加資格の要件/1 参加
資格(4)に記載の「建築設計の実績を
有していること」とは、新築又は増
築に関する実施設計の実績と考えて
よろしいでしょうか。 

○ 実施要綱/Ⅱ参加資格の要件/1 参加
資格(4)に記載の「建築設計の実績を
有していること」とは、新築の実績
です。 

31 ○ 実施要綱/Ⅱ参加資格の要件/1 参加
資格(4)(ｱ)に記載の「客席 400 席以
上の可動席を採用したホール」とは、
客席 400 席以上のホールでその一部
に可動席を含むものが該当すると考
えてよろしいでしょうか。 

○ 「客席 400 席以上の可動席を採用し
たホール」とは、客席 400 席以上の
全てが可動するタイプを採用したホ
ールの実績です。 



 5 / 5 
 

32 ○ 実施要綱/Ⅲ参加表明の手順/3 関係
書類の提出について、ホチキス止め
等は不要でしょうか、ご指示くださ
い。 

○ ホチキス止めは不要ですが、提出書
類がバラけないようにクリップ止め
などで提出して下さい。 

33 ○ 模型の作成、ヒアリング時の使用は
認められますのでしょうか、ご指示
ください。 

○ 模型の提出、ヒアリング時の使用は
認めません。 

34 ○ ヒアリングに関する詳細事項につい
ては、別途指示があると考えてよろ
しいでしょうか、ご指示ください。 

○ ヒアリングに関する詳細事項につい
ては、第 1次審査の通過者に対して、
別途指示します。 

 以下余白  

担当：上越市都市整備部都市整備課（事務局） 

 

 

（更新履歴） 

 平成 25 年 6月 21 日（更新） 

 平成 25 年 6月 25 日（更新） 

 平成 25 年 6月 26 日（更新） 

 平成 25 年 6月 28 日（更新）･･･以上で「質問と回答」の更新を終了します。 

 


