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1111 実施要領実施要領実施要領実施要領 1111
地下水のくみ上げに関する規制の有無
と、有の場合の条件をご提示くださ
い。

岐阜市地下水保全条例によります。
市ホームページの「岐阜市地下水保全
条例」を参照してください。

2222 実施要領実施要領実施要領実施要領 1111
地下水くみ上げに関する料金等の設定
があればご提示ください。

料金の設定はありません。

3333 実施要領実施要領実施要領実施要領 8888

空間構成と建築イメージやその他のイ
メージを表すために、簡単なスケッチ
パースを用いてもよろしいでしょう
か。

実施要領Ｐ８のとおり、概念図につい
ては設計に及ぶような詳細な表現を避
けてください。

4444 実施要領実施要領実施要領実施要領 8888

実績の写真を使用することにより提案
者の特定が可能になりますが、そのよ
うな条件で二次審査を行うのでしょう
か。

そのとおりです。

5555 実施要領実施要領実施要領実施要領 8888

実績に関する写真のキャプションやそ
れ以外の提案記述のなかで、説明のた
めに固有名詞を用いてもよろしいで
しょうか。

かまいません。

6666 実施要領実施要領実施要領実施要領 8888

２次審査の注意事項に文章を補完する
必要最小限の写真を使用することが出
来るとありますが、写真の枚数など必
要最小限の範囲をお知らせください。

応募者が文章を補完するに必要と思わ
れる最小限としてください。

7777 実施要領実施要領実施要領実施要領 8888
今回の為に作製した模型写真を、簡易
提案書に盛り込むことは可能でしょう
か。

応募者の実績である竣工した建築物(外
構を含む）の写真に限ります。

8888 実施要領実施要領実施要領実施要領 8888
実績の写真は協力事務所の実績も含む
と考えてよろしいでしょうか。

｢番号7｣と同じです。

9999 実施要領実施要領実施要領実施要領 8888
簡易提案書の裏面に｢受付番号｣の記載
とありますが、位置の指定はあります
か？

ありません。

10101010 実施要領実施要領実施要領実施要領 9999

Ａ２判の提案書のほかにそのＡ３縮小
版の提出が要求されていますが、
Ａ２判は展示用で、Ａ３判が各審査員
の審査用と考えてよろしいでしょう
か。

Ａ２判は、展示及び審査用、
Ａ３判は、審査用です。
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（「質問」については、原則として電子メールでお送りいただいたものをそのまま表記しています。）
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11111111 実施要領実施要領実施要領実施要領 9999
ステープラー留めする業務体制表と簡
易提案書のＡ３縮小版の順をお知らせ
ください。

業務体制表、簡易提案書の順です。

12121212 実施要領実施要領実施要領実施要領 9999

実施要領 9頁の審査方法に業務体制表
と簡易提案書に基づいて審査を行うと
ありますが、提案者が判っている状態
で二次審査を行うのでしょうか。

そのとおりです。

13131313 実施要領実施要領実施要領実施要領 22222222

様式８の各主任担当者の資格欄には、
「・一級建築士」「・その他（　）」
と記されていますが、担当者が一級建
築士である場合は「・一級建築士」と
記述すればよろしいのでしょうか。

そのとおりです。

14141414 実施要領実施要領実施要領実施要領 22222222
様式８の各主任担当者の資格欄には、
登録番号を記述する必要がありますで
しょうか。

必要ありません。

15151515 実施要領実施要領実施要領実施要領 22222222
様式８の協力事務所が複数の場合は、
様式８最下部の欄を増設して記述すれ
ばよろしいのでしょうか。

そのとおりです。

16161616 実施要領実施要領実施要領実施要領 22222222

様式８において、新たに分野を増やす
ことは可能でしょうか。またA4１枚以
内に納まらない場合は枚数を増やして
もよろしいでしょうか。

特記すべき分野があれば、欄を追加し
記入してください。
また、複数枚になってもかまいませ
ん。

17171717 実施要領実施要領実施要領実施要領 24242424

(仮称)憩い・にぎわい広場は全体で
8000㎡となっているがリニアな広場面
積としては7011.69㎡と考え、南側の
310.03㎡は広場には含まれていないの
でしょうか？

広場に含まれます。

18181818 実施要領実施要領実施要領実施要領 24242424
建蔽率、容積率計算に使用する総敷地
面積を可能であれば教えてください。

建物配置が可能な範囲（約12,000㎡）
を想定しています。

19191919 基本計画基本計画基本計画基本計画 14141414

｢敷地の10％以上｣が緑化の目標水準と
なっているがここでいう敷地とは｢実施
要領｣の図中に示された｢建物配置が可
能な範囲｣で考えますか？もしくは広場
に緑地帯を10%もうける事などは可能で
すか？

本施設の緑化の目標水準は、実施要領
Ｐ２４の「建物配置が可能な範囲」の
面積の10%以上です。

20202020 基本計画基本計画基本計画基本計画 14141414

基本計画P１４に緑化「敷地の１０％以
上」とあるが、緑地面積の算定方法は
ありますか？例えば都市計画の指標で
使われる「緑被率」とか

細目事項は定めていません。

2



番号番号番号番号 表題表題表題表題
該当該当該当該当
頁頁頁頁

質問質問質問質問 回答回答回答回答

21212121 基本計画基本計画基本計画基本計画 26262626

基本計画P２６に「市民活動団体の活動
支援、・・」とあるが、具体的に市民
活動団体はどういうものがあります
か？

ＮＰＯ法人やボランティア団体などの
目的型の市民活動団体、また自治会な
どの地域型の市民活動団体、サークル
活動なども含め、市民がまちづくり活
動に取り組む趣旨の団体であればいず
れも該当します。
例えば市ホームページに掲載している
団体等が考えられます。
（岐阜市ＮＰＯ・ボランティア協働セ
ンターホームページ：
http://www16.ocn.ne.jp/~kyoudou/
）
（岐阜市生涯学習センターホームペー
ジ：
http://www.ip.mirai.ne.jp/~heartful
/　）

22222222 基本計画基本計画基本計画基本計画 40404040

現図書館について、来館者数の情報等
はありますでしょうか。（年間を通じ
ての分布＋１日の中での分布を知りた
いと思います。）

来館者数はありません。
別紙１「岐阜市図書館貸出利用者数
（Ｈ21年度）」を参照してください。

23232323 基本計画基本計画基本計画基本計画 41414141

基本計画P４１に「開館時間が施設ごと
に異なる時間を想定し、・・」とある
が、現時点て想定している開館時間は
ありますか？

地域型の市民活動団体は主に夜間での
活動が主となるなど利用者の特性等を
基に現在検討中です。
基本設計の際に提示する予定です。

24242424 基本計画基本計画基本計画基本計画 41414141
飲食系以外のテナントの導入予定はあ
りますか？

ありません。

25252525 基本計画基本計画基本計画基本計画 47474747
多目的ホールの収容人数はおおよそ何
人を想定しているのでしょうか。

250席程度を想定しています。
詳細は、基本設計の際に提示する予定
です。

26262626 基本計画基本計画基本計画基本計画 47474747
多目的ホールの想定収容人数をお教え
下さい。

「番号25」と同じです。

27272727 基本計画基本計画基本計画基本計画 47474747
どの程度の規模の託児所を想定されて
いますでしょうか。

託児ルームを想定していますが、詳細
は、基本設計の際に提示する予定で
す。

28282828 基本計画基本計画基本計画基本計画 52525252
にぎわい広場には、イベント等によっ
ては車が入ってくることも想定してよ
いのでしょうか。

かまいません。

29292929 基本計画基本計画基本計画基本計画 53535353
今回の提案においては、現県駐車場の
位置にバス停が出来ると想定して、外
構を計画してよいのでしょうか。

基本計画Ｐ５３の図中を想定していま
す。
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30303030 基本計画基本計画基本計画基本計画 60606060

道路から必要な後退距離が不明瞭で
す。北側から17mというのは現況の道路
中心からでしょうか？東側で道路に面
していない箇所は後退する必要はない
のでしょうか？できれば平面図に図示
してご回答ください。

第１次審査質疑応答の「番号89」「番
号147」と同じです。

31313131 基本計画基本計画基本計画基本計画 61616161

｢建物配置が可能な範囲｣の中に計画す
る広場の場所は基本計画のＰ35に記載
されている複合施設と行政施設(想定)
の間と決められているのでしょうか？
又は、広場の位置は｢建物配置が可能な
範囲｣のなかであれば異なった位置でも
よろしいでしょうか？又は分散などを
しても構わないですか？

実施要領Ｐ２４の「建物配置が可能な
範囲」の中の広場の配置については、
複合施設と第２期整備施設の間を原則
とします。

32323232 基本計画基本計画基本計画基本計画 61616161
岐阜総合庁舎敷地の北側に計画予定の
駐車場は有料で運営されるのでしょう
か。

未定です。

33333333 基本計画基本計画基本計画基本計画 65656565
基本計画P６５にある「岐阜市環境管理
システム」とはどういうものですか？

市ホームページの｢岐阜市環境管理シス
テム外部評価委員会評価の市長報告に
ついて｣を参照してください。

34343434
第第第第２２２２次次次次

注意事項注意事項注意事項注意事項
----

「第2次審査における提出書類等につい
ての注意事項」において他者の写真や
模型写真は不可とありますが、これ
は、他者の模型写真の掲載が不可、つ
まり自者の模型写真であれば可という
ことでしょうか。又、今回の提案で表
現可能とされている概念図に相当する
概念模型写真は可としてよろしいで
しょうか。

「番号7」と同じです。

35353535
第第第第２２２２次次次次

注意事項注意事項注意事項注意事項
----

１次通過後にお送りいただいた「第２
次審査における提出書類等についての
注意事項」に「意匠、構造、電気、機
械以外にも、特記すべき分野があれば
記載してください。」と書かれていま
すが、これは協力事務所の欄に書き込
むのでしょうか。または、分担・氏
名・資格等の欄を増やしてもよろしい
のでしょうか。

「番号16」と同じです。

36363636 そのそのそのその他他他他 ----

業務対象地および第２期整備地、県総
合庁舎地、県駐車場地の既存樹の樹
種、高さなどの基本データがありまし
たら提出していただけないでしょう
か。

別紙２「既存樹木配置図」を参照して
ください。
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