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5 - 様式12～17

6 - 様式12～17

7 - 様式12～17

8 - 様式12～17

9 -
様式集
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第２回質疑回答が8/21（金）と設定されていますが、回
答によっては、プランを見直す必要がある場合、一次審
査提出期間までに検討時間が足りないことが想定されま
す。例えば、８月６日あるいは７日で一旦締め上げて、そ
の分のみ前倒しで回答を頂くことはできないでしょうか。

第2回質疑の手続について、実施要領に基づき実施いたしま
すので、一旦締め上げ、前倒しで回答をすることは考えており
ません。
そのため質疑回答の準備期間を短縮し、予定より早めて公表
できるよう、努力いたします。

一次提出書類様式１２，１３及び二次提出書類様式１４，
１５１６，１７の受付番号枠は、原則様式集の大きさや位
置に必須でしょうか。必須の場合、枠の枠の大きさやA3
用紙からの離れ位置は、様式集同等と考えてよろしいで
しょうか

受付番号枠の大きさや位置は参加者の判断により調整いた
だいて結構です。
ただし、受付番号枠の配置は右上としてください。

一次提出書類様式１２，１３及び二次提出書類様式１４，
１５１６，１７の外枠は、様式集通りに必須でしょうか？表
現上、外枠の無い提案書は可能でしょうか？外枠が必
須の場合、外枠の大きさ、もしくはA3用紙からの離れ（余
白）寸法をご指示ください。

様式集の外枠は参考に記載しているものであり、提案時には
外枠の記載が無くても結構です。
なお、提案記載範囲については審査に影響がない範囲であ
れば各提案者の判断により調整いただいて結構です。

価格提案書について、内訳書提出を求められておりま
すが、項目毎に基本計画4-1で記載されている概算事
業費以下とする必要はないと考えて宜しいでしょうか。
（あくまでも個別内訳に制限はなく、全体価格として実施
要領P.3(6)に記載の提案上限価格内に納まっていれば
宜しいものと解釈していいでしょうか）

そのようにお考えいただいて結構です。

そのようにお考えいただいて結構です。

様式12～17に表現されている枠線は記載範囲をお示し
いただいており、枠線自体の表記を指定しているもので
ないとの理解でよろしいでしょうか。
また、その範囲は写しや審査等の支障のない範囲での
調整は可能との理解でよろしいでしょうか。

様式名及び受付番号欄はそれぞれ左上と右上の配置
であれば提案者の判断により若干の位置調整は可能と
の理解でよろしいでしょうか。

様式名の文字の大きさは作成要領２．➁に基づき9ポイ
ント以上との理解でよろしいでしょうか。

左下に記載されている注意書きは提案時は削除してよ
ろしいでしょうか。

「参加者が特定できるような表現は避けること」とあります
が、参加者が保有する登録商標や特許工法の表現等に
おいて社名や社名の一部を使用したものを除きそのまま
の名称を使用できるとの理解でよろしいでしょうか。

削除していただいて結構です。

特定の者と判別できなければ結構です。

第2回質疑回答書（1）の回答番号3と同様です。

第2回質疑回答書（1）の回答番号2と同様です。



（2）要求水準書

1 12 2.8(1)

2 18 3.2 (3)

3 19 3.2 (4)

4 19
３．２
（４）

5 22 3.3.1（2）g）

6 24
3.3.1
(4)-c)

7 24
3.3.1
(4)-e)

第１回質疑回答書（2）要求水準書回答番号№18「コジェ
ネレーションの採用など、一定使用量が見込まれるので
あれば、負担金は不要ですが、ガバナ管理料は必要で
あると大阪ガス株式会社よりお聞きしています。提案内
容により引き込みの負担金が必要となるのであれば、受
注者による負担をお願いいたします。なお、ガバナ管理
料については別途とお考えいただいて結構です」と記載
があります。
負担金が不要となる一定使用量とは具体的数値を教え
て下さい。

導入するシステムやそれにより想定される契約内容により異な
るので、下記に直接ご確認ください。

問い合わせ先：　Daigasエナジー(株)　０６－６２０５－４１５９

第1回質疑回答の回答番号21で以下の回答をいただい
ています。「CASBEEのAランク相当以上の取得が必要と
なります。自主評価では要求水準を満たしませんのでご
注意ください。」ここで言う「取得」とは、大阪府の「建築
物の環境配慮制度」に基づく届出を指すという理解でよ
ろしいですか？

そのようにお考えいただいて結構です。

BCP対策設備のスペックを検討したいので、非常時に在
館する想定人数を御教示下さい。（災害対応職員、一時
避難者それぞれ）

災害対応職員の想定人数は790名で、一時避難者はBCP対
策に考慮しない想定としております。

「第１回質疑回答書（２）要求水準書　回答番号8」にお
いて
「市町村役場機能緊急保全事業債について、現在、本
市が把握している事項として、来庁者用駐車場の建設
費用は起債対象外になると認識しております。今回の基
本計画においては本庁舎地下部分に駐車場を設ける計
画としているため、当該駐車場の建設費用においても起
債活用に有利な提案を妨げるものではないという意味で
記載しております。」とあり、本庁舎地下部分の駐車場に
ついては記載されています。
ついては、今回建設する立体駐車場も、本庁舎地下部
分の駐車場と同様に来庁者用駐車場に位置づけされて
おりますが、当該立体駐車場については、津波避難ビル
としての活用等を記載した要求水準書「3.3.2 立体駐車
場の基本要件（1）～（5）」（30～33ページ）を満たすこと
で、市町村役場機能緊急保全事業債の対象になると考
えてよろしいでしょうか。

立体駐車場は津波避難ビルとして活用する場合においても
あくまでも来庁者用駐車場と位置付ける以上は市町村役場
機能緊急保全事業債の対象外であると認識しております。
詳細については提案プランを提示したうえで担当部局との協
議が必要となります。

議場の使用頻度(平均して、月に何日間程度・1日に何
時間程度使用するか)を御教示いただけませんか？使用
頻度に応じてライフサイクルコストを低減する設備計画を
行います。

令和元年の実績として議会運用は年に21日・合計47時間程
度の使用でした。
その他、議会前の準備・後片付け、清掃等で年に34日（議会
開催日を含む日もある）・合計47時間程度使用しています。
毎月使用しているわけではありませんので、年間合計の使用
回数と時間で回答しております。
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消防活動用に設置する非常電源を消防・発注者と協議
し設置するとありますが、消防法上の非常用コンセントの
設置義務は有りません。保安用コンセントとする場合の
設置個所・想定容量をご教示ください。

3.3.1(4)ｃ)発電設備　に記載する「消防活動用に設置する非
常電源」とは、法により設置を求められる屋内消火栓設備をは
じめとする消防用設備等を稼働させるための発電機等の電
源設備のことを指します。
一方3.3.1(4)f）コンセント設備　に記載の非常用コンセントと
は、消防法上の非常コンセント設備を指すものではなく、
3.3.1(4)c）発電設備　にて、災害時にも一部庁舎機能を維持
させるための非常用発電設備を設けることとしていますが、こ
の発電機からの電力にて、一部のOA用パソコンを稼働させる
などし、庁舎の機能を継続させるための発電機系統に接続さ
れたコンセントのことを指します。

「モニター等を設置する諸室については、調光設備を設
ける」とありますが、モニターとは議場設備に対するもの
を想定し、情報表示設備及びテレビ共聴設備に関する
モニター類を設置するエリアは除くという考えでよろしい
でしょうか。

モニター等を設置する諸室とはモニターを設ける議場や災害
対策諸室、会議室を想定しています。
情報表示設備及びテレビ共聴設備に関するモニター類を設
置するエリアは除くと考えていただいて結構です。
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8 25 3.3.1（4）k）

9 25
3.3.1
(4)-f)

10 25
3.3.1
(4)-f)

11 25
3.3.1
(4)-g)

12 25
3.3.1
(4)-h)

13 26
3.3.1
(4)-m)

14 27 3.3.1 (5) a)

15 27 3.3.1 (5) a)

16 27 3.3.1 (5) a)

17 28
3.3.1
(4)-n)

上水の引込について、効率化のため本庁舎と分庁舎を
統合して引き込んで宜しいでしょうか？
※通常：1引込/1敷地 → 提案：1引込/2敷地

岸和田市上下水道局との協議によります。

防災無線設備の設置が計画されていますが、他設備と
の連携の有無をご教示ください。またその時の対応につ
いても合わせてご教示をお願いします。

市庁舎における防災無線設備は大阪府防災行政無線、市防
災行政無線（同報系）、市防災行政無線（移動系）の3種類を
設置しています。
大阪府防災行政無線では、市の設備と連携するものとして、
電話交換機と連携し、内線電話機よりの無線発信ができるよ
うになっています。
市防災行政無線（同報系）は、エリアメール、Jアラート、個別
受信機（各行政施設に設置）と連携しています。
市防災行政無線（移動系）は、アナログ無線機であり、無線機
本体は他設備と連携していません。
岸和田市では庁舎建て替え時に、これらの防災無線設備及
び関連機器の移設を計画しています。要求水準書のとおり配
管設備及びコンクリート基礎の設置は受注者とします。

出退勤管理設備はICカードリーダーを本工事にて設置
するとの記載がありますが、システムが別途のため、その
他の機器及び配線は,別途工事という考えでよろしいで
しょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

受水槽は1FL以上に設置することとなっています。雑用
水受水槽はピット利用することが多く、ピット利用の方が
容量を確保しやすいですが、1FL以上が必須でしょう
か？

そのようにお考え下さい。

既存で井戸はあるでしょうか？あればBCP対策，水道代
削減のために使いたいです。井戸がある場合、既存井
戸の水質、水量等のデータもあれば開示ください。

既存の井戸はありません。

発注者が別途整備する専用機器の電源を設けるとありま
すが、どのような機器を想定されていますか。また、設置
個所は執務室エリアとし、電源容量は、50VA/m2に含ま
れると考えてよろしいでしょうか。

想定機器及び設置個所については要求水準【別添4】必要諸
室等概要を参照願います。
なお、要求水準【別添4】必要諸室等概要に記載の機器以外
にも各課で所有する機器用の電源が必要になる可能性があ
ります。
電源容量は必要に応じて50VA/m2以上となることもあります。

構内交換機設備は配管配線を本工事とするとあります
が、現在使用中の回線数をご教示ください。（外線・内線
電話回線表をご提示ください）

質疑回答の公表と同時に資料を公表いたします。

構内情報網設備は配管工事が施工範囲とありますが、
補足説明資料では、HUBも本工事に含まれると読み取
れます。配管及びHUBのみ本工事という想定でよろしい
でしょうか。また、HUBの仕様はL3スイッチとし、IDF内に
設置できるものに限り想定し、執務室内のレイアウトによ
るものは別途と考えてよろしいでしょうか。

（別冊）要求水準補足資料の6頁、3.3.1(4)e)にはハブ等の
LAN機器（別途工事）の仕様はCat6とすると記載しておりま
す。
すなわち、ハブも別途工事とお考えいただいて結構です。

フロアー部分のコンセント原単位は50VA/m2とあります
が、フロアー部分とはOAフロアー部及び執務室エリアに
ついての原単位と考えてよろしいでしょうか。
共用廊下などに対しては、別途原単位を適宜設定すると
いうことでよろしいでしょうか。

3.3.1(4)f)ではフロア部分のコンセントは、50VA/m2以上とする
こと。としております。
フロア部分の解釈及び共用廊下などに対する考え方は、その
ようにお考えいただいて結構です。

「議会運用のために必要な会議システムを設けること。」
とありますが、参考に既存の議会に設置されている映
像・音響設備の仕様が分かる資料を開示いただけませ
んか？

既存の議会においては音響設備のみ設置されており、映像
設備は設置していません。
質疑回答の公表と同時に既存設備資料及び希望新議場シス
テム資料を公表いたします。
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18 28
3.3.1
(4)-o)

19 30～33 3.3.2

20 42 3.3.5 (4) c)

21
11
52

2.7（２）２）
4.2（１）５）

22 52 4.2（1）５）

23 52 4.2（１）５）

24 52 4.2（１）５）

25
要求水
準添付
資料

【別添4（別紙
2）】

26

（別冊）
要求水
準補足
資料

3

　2-(5)
要件15

27

（別冊）
要求水
準補足
資料

6

3.1-(4)-a)
要件7

28

（別冊）
要求水
準補足
資料

7

　3.1-(4)-l)
要件1

「表示設備は正副議長室、議会事務局、秘書課、議場ロ
ビーに設けること。」とありますが、情報表示設備との連
携は必要でしょうか。
例）議員出退画面を情報表示用ディスプレイに表示させ
るなど。

議員出退表示設備は、庁舎出入口付近にも設置を想定する
ほか、その内容を各職員の庁内LANパソコンでも表示・確認
できる仕様を想定しています。

「災害対策本部の機能維持及び庁舎機能の業務継続
のために防災機器、電話交換機等の重要機器並びに防
災所室のコンセントは非常用発電機系統とすること。」と
ありますが、議会設備については非常用発電機電源の
供給対象でしょうか。

要求水準書【別添４（別紙2）】 議会諸室の考え方、委員会室
において記載のとおり、第２会議室が対象となります。

「大型デジタルサイネージのコンテンツ作成及び修正等
はパワーポイントやエクセル、ワード等の汎用ソフトで対
応可能なシステムとすること（ベースとなるシステムは専
用ソフトでも可能とする）。」とありますが、議員出退表示
設備や他の設備との連携は必要でしょうか。
例）議員出退画面や太陽光発電画面を情報表示用ディ
スプレイに表示させるなど。

議員出退表示のほか、本会議、委員会の開催状況（会議名、
開催時間・場所）の表示は必要であると考えています。
その他、防災関連情報等、他の設備との連携も想定されます
が、詳細は設計段階で決定するものといたします。

上記以外の敷地内部の既存杭についても、引抜きにより
地盤が緩み、地耐力へ影響を及ぼす恐れがあります。
有効に利用できる場合は協議の上、残置できるものとし
てよろしいでしょうか。

第2回質疑回答書（2）の回答番号21と同様です。

旧市民会館跡地下構造物が敷地を越境していると想定
される個所があります。撤去が困難と思われますので残
置できるものとしてよろしいでしょうか。

第2回質疑回答書（2）の回答番号21と同様です。

①本会議場ーその他の使用・設備等にて
「聴覚障碍者対応⇒磁気誘導ループやヘッドホン設置」
とありますが、
難聴者設備として手話者対応設備は必要でしょうか。

必要です。

駐車場計画については、技術的に様々な方式がありま
す。今回計画されている来庁者用の立体駐車場につい
ても、ほかにも有効な代替案を検討することができると思
います。
そこで、工事中のローリング計画において現計画と同程
度の来庁者用駐車台数を確保しながら、要求水準書
「3.3.2 立体駐車場の基本要件（1）～（5）」（30～33ペー
ジ）の各項目をすべて満たしたうえであれば、有効な立
体駐車場の代替案を提案することは可能でしょうか。

そのようにお考えいただいて結構です。

仮設庁舎は、BCP対策としての受水槽は不要と考えて宜
しいでしょうか？必要な場合、必要容量等を御教示下さ
い。

仮設庁舎はBCP対策としての受水槽は不要と考えておりま
す。

既存杭の引抜きにより周辺の道路や既存建屋へ影響を
与えてしまう恐れがある場合は残置できるものとしてよろ
しいでしょうか。

第2回質疑回答書（2）の回答番号21と同様です。

旧市民会館跡地下構造物について、保存すべき石垣や
隣地に影響を与えずに撤去することが困難とみられる箇
所があります。残置できるものとしてよろしいでしょうか。

大阪府ホームページにおいて、建設工事から生ずる産業廃
棄物のよくあるご質問（FAQ）のQA26には地下工作物の撤去
が生活環境保全上や安全上の観点から不可能であるなど、
残置することがやむを得ない場合を除き、撤去せずに残置す
ることは廃棄物処理法違反です。と記載されておりますので
所管担当部局との協議によります。

雨量観測設備の設置が計画されていますが、他設備と
の連携の有無をご教示ください。またその時の対応につ
いても合わせてご教示をお願いします。

他設備との連携は特にありません。



（2）要求水準書

第2回質疑回答書

回答
番号

資料
ページ
番号

見出
番号

質　　問 回　　答

29

（別冊）
要求水
準補足
資料

8

3.1-(4)-
n)要件11

及び
o)要件10

30

（別冊）
要求水
準補足
資料

8

3.1-(4)-o)
要件6

31

（別冊）
要求水
準補足
資料
14

3.1.5　(2)　f)
要件3

32

（別冊）
要求水
準補足
資料
14

3.1.5　(2)　g)
要件1及び3

移設を計画している委員会室システム設備の機器・仕
様・員数をご教示ください。

移設を計画している委員会室システム設備の機器・員数は以
下のとおりです。
・第１委員会室・会議室
赤外線受光部６、ウェブカメラ２、操作卓１（機器11台格納）、
マイク切替スイッチ１、有線マイクジャック４
・第２委員会室
赤外線受光部６、操作卓１（機器10台格納）、有線マイク
ジャック４

機器設置状況は第2回質疑回答書（2）の回答番号8にて公表
する資料（第１委員会室・会議室移設機器補足説明資料）を
参照願います。第２委員会室はほぼ同内容となりますので補
足資料は割愛いたします。
なお、仕様がわかる図面等はございません。

「庁舎内LANを利用して、庁内全職員が使用するPCの
画面上に議会の状況を放映するものとし、Windows最新
版のOSで動作が確認できること。」とありますが、庁舎内
LANを利用した議会中継のライブ配信にも対応が必要
でしょうか。

庁内LANを利用した議会中継のライブ配信にも対応が必要
です。

「送出映像、出席議員数、発言残時間、及びPCからの
映像及び資料等を映出するモニター（50型程度）を設置
するものとし、各映像の切り替えが可能であること。」とあ
りますが、委員会室において、出席議員数及び発言残
時間の表示は必要でしょうか。また、必要な場合、文言
の変更は必要でしょうか。
例）出席議員数　⇒　出席委員数　など

委員会室に出席議員数及び発言残時間の表示システムは必
要ありません。

移設を計画している議場設備の員数をご教示ください。

移設を計画している議場設備の員数は以下のとおりです。
・議場
赤外線受光部６、有線マイクジャック１、スピーカー４、機器格
納ラック１（機器８台格納）、操作卓１（機器４台格納）、記者席
接続盤１、音声分配器１、デジタルタイマー１となります。

機器設置状況は第2回質疑回答書（2）の回答番号8にて公表
する資料（議場移設機器補足説明資料）を参照願います。



（３）その他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

既存JAのATM横に「大阪府立和泉高等学校　開創之地」という石
碑が在りますが、計画敷地範囲外とするのか、計画敷地範囲内とす
る場合、保全もしくは移設・現状復旧等の詳細についてご指示下さ
い。

石碑の所有・占有者により、設置されておりますが撤去・移設等につい
ては今後協議を行ってまいります。

把握されておられる旧館電気室内の55[KVA]発電機は以下のものと思
われます。
・旧館電気室内の60[KVA]発電機　定格：4Ｐ220V　60KVA　157A
　（ヤンマーパーキンス社製　ディーゼル発電機　6-354-Ｉ型）
・上記発電機用同電気室内のオイルタンク
　（外形：L0.6m×W0.45ｍ×H0.37ｍ　容量100ℓ）
なお、上記以外に解体を要する発電機はないとお考えください。

解体費用の精度を向上させたいので、下記以外で残存している発
電機があれば、容量等の詳細を御教示下さい。また、下記が撤去
済なら、その旨を御教示下さい。
・旧館電気室内の55[KVA]発電機
・上記発電機用同電気室内のオイルタンク

質疑回答の公表と同時に資料を公表いたします。
本資料は事務局にて測定を行った資料であり、あくまでも参考程度とお
考えください。
不足箇所等があれば申出いただければ追加で測定いたします。
なお、あくまでも参考図ですので、業務内容としては事前測量（レベル測
量）が必要と考えております。

本計画敷地の地盤レベルの詳細が不明のため、提案者負担にて
敷地レベルの測定を許可願えませんでしょうか。
計測作業は本計画敷地内及び周辺道路で建物内部は計測作業
の範囲としません。
作業員は２～３名で作業日数は１日（作業時間９時～１8時※雨天
不可）です。
作業日程のご指示があれば順守します。
ご検討よろしくお願いします。

第2回質疑回答書（3）の回答番号8と同様です。

敷地の高さ及び周辺高さの関係が分かる資料の提示をお願いしま
す。

解体費用の精度を向上させたいので、下記以外で残存している浄
化槽があれば、数量，寸法等の詳細を御教示下さい。また、下記が
撤去済なら、その旨を御教示下さい。
・旧館北西の600人槽(S29設置)
・旧館南西の80人用汚水分離槽(S29設置)
・新館北西の500人槽(S45設置)

把握されておられる浄化槽以外の浄化槽はありません。
なお、以下のものは既に撤去済みです。
・旧館南西の80人槽汚水分離槽（S29設置）

岸和田市消防署岸城分署新築工事の事前協議書類より消防署か
らの排水を貴市敷地内の汚水桝、建設管理課管理の水路へ接続
していることが読み取れますが、これは別途工事として消防署敷地
の単独排水ルートに盛りかえると考えてよろしいでしょうか。

現本庁舎敷地側の府道堺阪南線には排水先が存在していないため、消
防署岸城分署の排水はやむを得ず現本庁舎敷地を経由して排水して
おります。
そのため、単独排水ルートに盛替えることは困難です。
ただし、現在、消防署岸城分署が接続している汚水桝から最終桝までの
排水ルートは旧館の解体時に影響があると思われますので、排水の盛
替えを見込んでおいて下さい。

第2回質疑回答書

回答
番号

質　　問 回　　答

「基本計画」1-2に現庁舎新館の耐震診断結果について記載があり
ますが、耐震診断資料一式を開示いただけないでしょうか。

追加閲覧資料として開示いたします。
閲覧希望があれば電話にて申出いただければ日程等、調整させていた
だきます。

「貸与資料」の中の「用地実測図」「用地平面図」「公図」に敷地内
の「水路敷」の位置について明記がありますが、こちらは「水路敷」
を廃止、付け替えまたは宅地化する手続きは貴市においてあらかじ
め実施され、当選者（落札者）が受託する設計業務等には支障が
出ないと考えてよろしいでしょうか。
（「水路敷」の土地については貴市が土地の権利者で水路の機能
保持は必要ないとの認識です）

設計業務における開発申請等に支障が出ないように、敷地内の水路に
ついては本市において廃止、宅地化を行う方向で手続きを進める予定
です。

既存下水インフラ図で下水接続管を見つけられません。旧館・新館
とも、まだ浄化槽をお使いでしょうか？もしお使いの場合、下水に接
続できない理由があれば御教示下さい。

そのようにお考えいただいて結構です。
上記水路敷に暗渠等地下構造物はないものと考えてよろしいでしょ
うか。

公表資料B-4インフラ資料の公共下水台帳において現本庁舎敷地の府
道堺阪南線側（北西側）に最終汚水桝（1号人孔）が記載されておりま
す。



（３）その他

第2回質疑回答書

回答
番号

質　　問 回　　答

11

府道204号線上空を岸和田市役所本庁舎と上下水道局を連絡する
連絡橋下部にインフラと思しき配管が４～５本程度連絡している様
に見えます。
インフラ切離しが発生する場合は別途工事と考えてでよろしいで
しょうか。
ご指示下さい。

一般庁内放送用配線配管CPEV1.2－10P　CP(31)については、切り離し
及び再接続が必要となりますので本業務に含みます。
電話、庁内LAN配線等の情報用配線の切り離し再接続等は別途工事と
しますが、新庁舎から連絡橋までの再接続用の配管設備は本業務に含
みます。


