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平成24年2月9日 

 

プロポーザル参加者 各位 

 

うるま市総務部庁舎建設室 

 

うるま市庁舎基本設計者選定プロポーザル(技術提案書)に関する質問と回答 

 

うるま市庁舎基本設計者選定プロポーザルの技術提案書に関する質問及び回答は、以下のと

おりです。 

 

質   問 回   答 

敷地等について 

1.｢業務説明書｣P46 うるま市役所本庁舎現況

敷地図の一点さ線（太線）では、公園が含ま

れた範囲が表記されていますが、｢業務説明

書｣P20 に記載されている敷地面積 27,252.81

㎡とは、公園を除外された数値と判断されま

すが、いかがでしょうか。 

 

2.隣接する街区公園の形状の変更は可能です

か？ 

 

3.｢業務説明書｣P20 設計与条件 敷地の条

件 敷地の面積 約 27,252.81 ㎡とあります

が、｢基本構想｣P50 建築制限の表では、

25,392㎡とあります。違う数値をどう判断す

れば宜しいでしょうか。 

 

4.公園の部分も緑地率の対象として加算を計 

画して宜しいでしょうか。 

又、その場合、公園の面積は何㎡でしょう

か。 

 

5.｢基本構想｣P56 配置イメージ図が記載さ

れていますが、各施設の配置の変更は可能で

しょうか。例として、景観を考慮して立体駐

車場を西側へ移動し、公園と離す案などが考

えられますが、いかがでしょうか。 

 

 

1.ご質問のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

2.公園部分については配置計画上必要とな

った場合には、形状の変更も可能です。 

 

3.敷地の面積は、約27,252.81㎡です。 

 

 

 

 

 

4.公園部分は除かれます。 

 公園の面積は約7,371.09㎡です。 

 

 

 

5.基本構想にある配置はイメージですので

変更は可能です。 

具体的な例示については回答できません。

参加者において適宜ご判断ください。 

 

 

駐車場について 

1.立体駐車：200 台 平面駐車：300 台 合

計：500台と判断して宜しいでしょうか。（確

認の為） 

 

 

1.駐車場は 500 台程度の確保を想定してお

りますが、敷地のスペースが限られているこ

とから、庁舎建設に伴い一部既存の駐車スペ

ースが減になると予想されるため、平面駐車
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2.立駐規模 5,000㎡、200台となっているが、

基本構想では 500 台の計画とある、全体の駐

車計画を平面駐車と併せて 500 台と考えてよ

いか。 

 

3.業務内容に記載された「立体駐車場 5,000

㎡程度（約２００台分）」とは、概ね来客用と

理解してよいですか？ 

 

4.立体駐車場の床面積は、2階床面積のみで 

5,000㎡または、1階床面積 2,500㎡と 2階床

面積 2,500 ㎡の合計床面積 5,000 ㎡のどちら

で判断すれば宜しいでしょうか。 

 

5.立体駐車場 5000㎡（200台）とあるが、（1

／16付プロポーザル告示）必ず立体駐車場を

設ける必要があるか。現況駐車場と合わせて

合計 500 台程度（基本構想ではそのように謳

っているが）を、既存敷地内に整備すること

で確保できるのであれば、設けない提案でも

可か。 

 

6.現状では、南、西、北側の 3 ヶ所に車の出

入り口がありますが、今回も同じ考え方で宜

しいでしょうか。 

 又、車の出入口の〝位置″の変更は可能で

しょうか。 

 

7.駐輪台数の指定はありますでしょうか。 

 

8.公用車のうち大型特殊車両（バス等）があ 

れば、車両の種類、車の幅、高さ、長さを教 

えてください。 

 

 

 

9.各庁舎や公共施設を結ぶ、シャトルバスの 

運行の予定はありますでしょうか。 

 

 

10.｢基本構想｣P56 配置イメージでは駐車場 

が 3 つのゾーンに分かれていますが、機能的

に分離の必要があるのでしょうか。又は、一

体で計画としても宜しいでしょうか。   

場 300 台、立体駐車場 200 台として想定して

おります。 

 

2.同上 

 

 

 

 

3.ご質問の通りです。 

 

 

 

4.施設構成等を踏まえて参加者において適

宜ご判断ください。 

 

 

 

5.参加者が特に提案や主張したい事項であ

れば記載してもかまいません。 

 

 

 

 

 

 

6.基本構想 P51、建物配置(周辺環境)を参考

にしてください。位置の変更については可能

です。参加者において適宜ご判断ください。 

 

 

 

7.駐輪台数の指定はございません。 

 

8.２台あります。 

①車両の種類：バス、車の幅：206cm、高さ：

263cm、長さ：627cm 

②車両の種類：バス、車の幅：202cm、高さ：

258cm、長さ：699cm 

 

9.現在、庁舎間バスが運行されております

が、建設後の運行予定については現在のとこ

ろ未定です。 

 

10.配置については既存庁舎との関係もあ

り、基本構想においては３つのパターンが示

されております。施設構成、利用方法など総

合的に勘案したうえで、参加者において適宜
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分離する場合には、それぞれ別に車の出入

り口を考慮する必要があるのでしょうか。 

 

11.既設駐車場は全て改修でしょうか。 

 

 

12.既設図面から判断しますと、井水利用され

ていますが既設井水（井戸）の現在の利用状

況（利用水量：図面からだと 300Ｌ/min） 及

び水質と今後も既設井戸利用可能か？また、

最大利用水量がわかればお教え願いたい。 

 

ご判断ください。 

 

 

11.既存駐車場については全面改修の予定は

ございません。 

 

12.現在の利用水量は1日当たり10t～12t、水

質については、残留塩素以外は水質基準に適

合しております。既設井戸の利用は可能で

す。最大利用水量は14ｔです。 

 

 

法規について 

1.建築基準法上の増築、新築のどちらで計画

していますでしょうか。 

 

2.既存の本庁舎は、昭和 62年に竣工した建物

であり、平成 19年 6月に法改正となった現行

基準に適合していない可能性があります。 

増築部との接続方法、規模によりますが、

現行基準へ合わせる遡及が必要になる可能性

があるため、本庁舎の安全性を確認するため、

現行基準に準拠し、再設計することが望まし

いと考えていますが、どのように判断してい

ますでしょうか。 

 

 

1.増築で計画しています。 

 

 

2.基本構想P55に記載のある全体計画認定制

度の適用も視野に入れながら検討をする必

要があると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

面積等について 

1.｢基本構想｣P54 併設のパターンに本庁舎

と統合庁舎を、｢②一部で接続する｣｢③渡り廊

下｣で連続する、の基本的な考え方が示されて

いますが、それぞれの場合、本庁舎の接続箇

所に改修範囲の制限はありますでしょうか。 

 

2.庁舎規模について公示で 11,450㎡、基本構

想 14,282 ㎡とありますが、基本構想 14,282

㎡までの増築を前提とした計画が条件と考え

てよいか。 

 

3.｢業務説明書｣P20 施設の条件 施設種類、

規模等 約 16,450㎡（立体駐車場 5,000㎡含

む）とありますが、統合庁舎は、11,450㎡、

立体駐車場は 5,000㎡となります。しかし｢基

本構想｣P28、P31、P32で記載されている面積

と異なりますが、それらの数値をどのように

判断すれば宜しいでしょうか。 

 

4.｢基本構想｣P31 必要施設構成の福祉部・市

 

1.庁舎間を接続する場合の改修範囲の制限

はありません。利用方法など総合的に勘案し

たうえで参加者において適宜ご判断くださ

い。 

 

 

2.告示の11,450㎡が条件です。 

 

 

 

 

3.業務説明書にある数値を採用してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

4.P31 は単純に業務連携の強さでグルーピン
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民部・会計課の合計面積が約 7,000 ㎡となり

ます。しかし、｢基本構想｣P32 統合庁舎必要

施設構成イメージでの案内・窓口・相談機能

の面積約 3,000 ㎡のゾーンに福祉部・市民

部・会計課が入る様示されてり、矛盾が生じ

ていると思われますが、どのようにお考えで

しょうか。 

 

 

5.｢基本構想｣P31 必要構成の都市計画部、建

設部、水道局、経済部、農業委員会、教育委

員会の合計面積約 7,200 ㎡となります。しか

し、｢基本構想｣P32 統合庁舎必要施設構成イ

メージでの、執務機能面積（約 8,200 ㎡）と

なっており、矛盾が生じていると思われます

が、どのようにお考えでしょうか。 

 

6.｢基本構想｣P31 必要施設構成において、各

課の面積は、共用部を含んでの面積でしょう

か。 

 

7.｢基本構想｣P21 一番下の文章において、

（ワンストップサービスの概算フロア規模は

3,000㎡と設定する。）とありますが、エント

ランスロビーと共用面積も含めた規模で宜し

いでしょうか。 

 

 

8.｢基本構想｣P32 において、市民との協働機

能、福利厚生機能、それぞれの面積は、約何

㎡想定されているでしょうか。 

 

9.今回施設の条件に関して、建物延べ面積約

11,450㎡とありますが、全体の必要面積を分

析すると、基本的に納まりきれないと思われ

ます。面積確保よりも、全体の比率でまとめ

たいと思いますが、宜しいでしょうか。 

 

10.｢業務説明書｣P20 工事費 39億 6千万円と

ありますが、統合庁舎と立体駐車場の予算の

比率をどのように判断すれば宜しいでしょう

か。又、外構工事については、予算は別途と

なると考えて宜しいでしょうか。 

 

11.約３９億６千万円（税込）工事費の中には、

現庁舎の改修・リフォーム工事費用も含まれ

るか。 

グを行っており、P32は市民利用や部署間の

つながり等を勘案したボリュームを検討す

るために概ねの面積を想定し、作成された施

設構成のイメージです。 

各課単位の面積については基本設計時に

各課ヒアリングを実施し、ワンストップサー

ビスなど様々な導入機能なども考慮し、配置

計画を行う際に算出します。 

 

5.同上 

  

 

 

 

 

 

 

6.共有部分は含まれておりません。 

 

 

 

7.ワンストップサービスのフロア規模のボ

リュームを検討するため、既存の窓口のある

課を１階に集約した場合を想定した概ねの

面積です。基本設計において、課の配置や動

線などワンストップサービス導入に向けた

詳細の検討を行い算出します。 

 

8.同上 

 

 

 

9.全体面積は総務省の基準から算定してお

り、11,450㎡程度を目途としておりますので

参加者において適宜ご判断ください。 

 

 

 

10.建物の構造、形態によって異なってきま

すので参加者において適宜ご判断ください。 

 外構工事については別途となります。 

 

 

 

11.既存本庁舎に係る工事費は含まれませ

ん。 
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12.一般的なプロポーザルの要項では、入庁舎

予定部課と機能別分類や、配置計画の基本的

な考え方、配置する市役所の機能、基本ゾー

ニング（各階の構成イメージ、部門間近接度

調査）、勤務する職員数の想定、職員に対して

必要な床面積等が表記されていますが、今回

は明記がありませんでした。 

どのように判断すれば宜しいでしょか。 

 

 

12.入庁舎予定部課は基本構想P24、機能別分

類は基本構想P29～P32、配置計画の基本的な

考え方は基本構想P54、配置する市役所の機

能は基本構想P17～P19、各階の構成イメージ

は基本構想P32、部門間近接度調査は基本構

想P29～P30、同資料編P74、勤務する職員数

の想定は基本構想P24、職員に対して必要な

床面積は基本構想P26に記載されておりま

す。これらの内容を踏まえ、参加者において

適宜ご判断ください。 

 

機能について 

1.｢基本構想｣P32 構想イメージに従い、議会

機能（議会場を含む）は、本庁舎に残ると判

断して宜しいでしょうか。 

又、市長室とその関連諸室も本庁舎に残る

と判断して宜しいでしょうか。（確認の為） 

 

2.石川・勝連・与那城のそれぞれの地域に出

張所を設けて、地域サービスを行う予定はあ

りますでしょうか。又その場合、規模はどの

ようにお考えでしょうか。 

 

 

1.議会機能は既存本庁舎となります。 

市長室につきましては防災拠点機能の観

点も含め、総合的に勘案しながら参加者にお

いて適宜ご判断ください。 

 

 

2.石川・勝連・与那城の各庁舎で行われてい

る窓口サービスについては、設置場所や形態

等、様々な手法を検討し各地区に残すことと

しており、規模については現在のところ未定

です。 

 

ヒアリングについて 

1.パワーポイントによるプレゼンテーション

は可能でしょうか。 

又、その場合、プレゼンテーション資料と 

して提出書類に記載されていないイラスト等

の使用は可能でしょうか。 

パワーポイント使用時のパソコン操作補助

員を 1名追加することは可能でしょうか。 

 

 

 

2.ヒアリング時の資料は技術提案書を補足す 

るための資料、又はパワーポイントの利用は

可能か。 

 

3.ヒアリング時の技術提案書の説明におい

て、パワーポイントを用いてもよいか、また、

機材の準備等は会場側で準備可能か。補助者

を一人付けてもいいか。 

 

4.公開ヒアリングではマイクを使用します

 

1.パワーポイントによるプレゼンテーショ

ンは可能です。 

 ヒアリング時の説明は提出した技術提案

書の内容についてのみ行いますので、それ以

外の追加資料は持ち込めません。 

 説明者は、当該業務に予定する管理技術者

の他、共同企業体に所属する者（協力事務所

に所属する者は不可。）の中から1名の計2名

以内とします。補助者は追加できません。 

 

2.同上 

 

 

 

3.スクリーン、電源コードは事務局で準備し

ます。それ以外は参加者の持ち込みとなりま

す。 

 

 

4.マイクは使用します。 
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か？ 

 

5.公開ヒアリングにおけるプレゼンテーショ

ンと質疑応答の時間配分を教えてください。 

 

 

6.具体的な表現のないコンセプトまたはボリ

ューム模型の持ち込みは、可能でしょうか。 

 

 

7.ヒアリング時の技術提案書の説明におい

て、写真や資料等も加え拡大パネルを用いて  

説明してもよいか。 

 

8.提案表現について、写真、イラスト、イメ

ージ図は使用してよいとあるが、例）模型写

真、階数等明記したブロック平面図、イメー

ジ図、断面図、パースは明記可能か。また、

それをやぶった場合は減点等を考えて いる

か。 

 

9.技術提案パネルの PDF データの解像度に規

定はありますか？1600×1200 ピクセル程度

でよいですか？ 

 

 

 

5.各参加者のプレゼンテーション１０分、質

疑応答１０分の計２０分を予定しておりま

す。 

 

6.ヒアリング時の説明は提出した技術提案

書の内容についてのみ行いますので、それ以

外の追加資料は持ち込めません。 

 

7.提出した技術提案書の内容について、パネ

ルを用いた説明も可能です。 

 

 

8.実施要領P11【提案表現の制限について】

をご確認ください。 

審査に関することは回答できません。 

 

 

 

 

9.特に規定はございません。参加者において

適宜ご判断ください。 

 

 

技術提案書についての質問に対する回答時期

について 

1.面積については、計画に大きく係わる為、 

2/9 まで回答を待ちますと技術提案書提出

日 2/24 まで期限が短く、計画に大きく影

響があると考えられます。 

面積に関する質問の早期回答はいただけま

すでしょうか。 

 

 

 

1. 質問に対する回答は、平成24年2月9日

（木）よりうるま市ホームページ【各課案内

＞総務部庁舎建設室】にて公表します。 

 

 

 

 

 

※本プロポーザルは、「うるま市統合庁舎基本構想」を踏まえ、これらを実現するための設

計方針等について提案を求めるものであり、業務の具体的な内容や成果品の一部(図面、模

型写真、透視図等)の作成や提出を求める設計競技（設計コンペ）とは異なりますので、そ

の違いを理解し資料を作成してください。 

 

 


