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（業務名）図書館等複合施設建設基本設計及び実施設計業務
№
１

質

問

事

項

想定されている工事費をご教示

回

答

既存校舎解体及び設計費等を含

ください。

み、全体事業費で約 30 億円前後を想
定しています。

２

想定されている工事期間をご教
示ください。

平成 32 年９月から平成 34 年中を
予定しています。

３

別紙１ p2 の「民間施設 100
㎡」とは、どのようなものを想定
しているか具体的にお示し頂けま
すでしょうか。

現時点では飲食を提供するスペー
スを想定しています。

４

別紙１ p5 において、理科教育
センターの各室面積合計が 860 ㎡
となり、合計欄の 960 ㎡と相違し
ます。正しい各室面積をご教示く
ださい。

860 ㎡を正とします。

５

別紙１の「遺跡本発掘が必要と
なる範囲」について、地面に手を

よろしいです。
ただし、埋蔵文化財に係る試掘は

加えなければ、上空に建築物を計
画することは可能と考えてよろし
いでしょうか。

未実施であり、今後実施する試掘の
結果によっては、遺跡本発掘が必要
となる範囲などの条件に変更が生じ
る可能性があります。

６

７

別紙１ P.７にて、遺跡本発掘
調査除外地を超える場合は 300 ㎡
を超えない旨の記載があります
が、原則建築物は遺跡本発掘調査
除外地内に計画し、超える場合は
300 ㎡以内と読み替えてよろしい
でしょうか。
別紙１

P.７にて、着色部以外

よろしいです。
ただし、埋蔵文化財に係る試掘は
未実施であり、今後実施する試掘の
結果によっては、遺跡本発掘が必要
となる範囲などの条件に変更が生じ
る可能性があります。

発掘調査の費用は、本件業務には

を根切りする場合は 300 ㎡を超え
ないものとするとありますが、こ
こで生じる発掘調査についての費
用・工期は今回の工事とは別途発
生すると考えてよいでしょうか。
また、現状地盤より上に土間ス
ラブのみ築造するなど、根切りが
発生さえしなければ、着色部の外
に建物を計画することも可能であ

含まず、調査期間は本件業務に係る
建設工事の着手(平成 32 年９月)前に
完了するものと想定しています。
また、根切りが発生しない場合は
着色部の外であっても発掘調査は必
要ありません。
ただし、埋蔵文化財に係る試掘は
未実施であり、今後実施する試掘の
結果によっては、遺跡本発掘が必要

り発掘調査は発生しないと考えて
よいでしょうか。

となる範囲などの条件に変更が生じ
る可能性があります。

８

別紙１ p7 の遺跡本発掘調査除外
地以外のグラウンドを含めた敷地
範囲内について、車両通行等を想
定した路盤整備程度の掘削の可否
をご教示ください。掘削不可範囲
がある場合はその範囲も併せてご
教示ください。

現時点では、遺跡本発掘調査除外
地以外の敷地については、全て掘削
不可とします。
なお、平成 31 年度前半に実施を予
定している試掘調査の結果によっ
て、掘削の可否や範囲を判断しま
す。

９

南側のグラウンド跡は計画敷地
内ですが、現段階で他施設として
の利用や売却等は想定されていな
いと考えてよいでしょうか。

10

サイエンスホールで想定されて
いる大規模実験について、具体的
な使い方のイメージがあればご教
示下さい。また必要天井高さをご
教示ください。

よろしいです。

大規模実験については、大型扇風
機や強力なゴムにより大型の車やも
のが動く様子の演示、大型空気砲の
演示実験、天井に大型振り子をぶら
下げての演示、大型スクリーンにプ

ロジェクターで映像を映す等を想定
しています。天井の高さは６ｍ程度
（建物２階相当分）を想定していま
す。
11

各施設の想定される開館時間を
ご教示ください。

現図書館本館では、開館が午前９
時 30 分、閉館が平日は午後８時、土
曜日は午後７時、日曜祝日は午後５
時としていますが、新施設では延長
する可能性があります。

12

計画地または近傍のボーリング
データがあればご提示ください。

建設予定敷地内の地盤調査は現時
点では行っていません。近傍の地盤
調査結果については別紙１及び別紙
２のとおりです。

13

敷地及びその周辺の CAD データ
がありましたらお示し頂けますで
しょうか。

提示しません。

14

敷地北側を通る弥彦線の高架の
高さがわかる図面をご提示くださ
い。

別紙６及び別紙７のとおりです。

15

別紙 1 参考資料では３階建てを
想定されていますが、本プロポー
ザルでは建物の階数と構造に特別
指定はないと考えてよいでしょう
か。

よろしいです。

16

計画施設の職員数の想定をご提
示ください。

17

今後、図書館資料を IC 化する計
現時点では IC 化することを想定し
画はありますか。
ています。

18

図書館等複合施設を新設した後
の既存図書館の活用方法をご提示
ください。

複合施設全体で 30 人から 40 人程
度を想定しています。

現時点では未定です。

19

敷地及びその周辺の高さが分か
る資料があればご提供ください。

20

別紙１について「図書館等複合
施設建設予定地の概要」と「三条
城跡遺跡調査除外区域平面図」で
敷地境界線が異なりますが、どち
らが正でしょうか。

「図書館等複合施設建設予定地の
概要」を正とします。

21

別紙１ p3 面積表の内容欄に例示
されている部屋について、面積や
利用人数等の想定があればご教示
ください。

技術提案の自由度を確保するため
提示しません。

22

技術提案書作成要領-3-(1)カ
基本設計委託料、実施設計委託
料及び工事監理委託料見積書の提

現時点では、業務委託仕様書は提
示しません。
なお、各委託料見積書については

出にあたり、各業務委託仕様書又
はそれに代わる業務委託内容の指
示等をご提示願います。

あくまで参考として提示いただくも
のであり、受注者選定及び契約額に
影響するものではありません。

基本計画中間報告 p3
図書館の新施設蔵書数について
現時点での想定があればご教示願
います。
一般書架・児童書架・自動車文

現時点では一般開架 12 万冊、児童
開架３万冊、自動車文庫２千冊、閉
架書庫 15 万冊程度を想定していま
す。
座席数の想定はありません。

23

ありません。

庫・閉架書庫等の蔵書数の内訳及
び座席数について現時点での想定
があればご教示願います。
24

基本計画中間報告 p6
駐車場について現時点での必要
台数・面積・進入箇所の条件等の
想定があればご教示ください。

駐車場の必要台数は、現時点では
80 台程度を想定していますが、変更
する可能性があります。
面積の想定はありません。
進入箇所については現存の植栽を
移動しないことが条件となります。

25

基本計画中間報告 p7
遺跡本発掘調査除外地について
根切り可能深さ（調査済み深さ）
の指定があればご教示ください。

26

建設予定地概要
敷地のインフラ整備状況把握の
ため、上下水道・電気・消雪パイ
プ敷設状況等のわかる資料があれ

上下水道及び消雪パイプ敷設状況
は別紙３、別紙４及び別紙５のとお
りです。
電気及びガスの整備状況について

ばご提示願います。

は事業者にお問い合わせください。

27

「鍛冶ミュージアム」とは、現
在ある鍛冶道場施設内のエントラ
ンス通路に展示されている三条鍛
冶の歴史展示部分が移設されると
考えてよろしいでしょうか。ま
た、その場合、鍛冶道場の改修等
は想定されるのでしょうか。

移設、改修等は想定していませ
ん。

28

鍛冶ミュージアムの専用事務室

専用事務室の設置は想定していま

の有無、並びに入館料徴収の有無
についてご教示ください。

せん。
入館料の徴収は、現時点では想定
していませんが、今後、展示内容の
検討結果によって、変更する可能性
があります。

29

指定はありません。

別紙１p6 「共用スペース等につ
拡幅等を行うか否かを含め、提案
いて」の中で、「敷地の東側道路と してください。
南側道路は～共存道路とする」と
ありますが、道路拡幅や両側通行
への改良などの予定はあるのでし
ょうか。

