
番号 資料名称 ページ 項目番号 質問区分 質問内容 回答

1 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地 建物を計画可能な範囲を図示等でご教示ください。

2 特記仕様書 1 I. 4. (2) 建設予定地

敷地の場所について、成田公民館東側の敷地と示されていま

すが、5500㎡となる計画可能範囲の敷地境界線をお教えくだ

さい。

3 特記仕様書 1 I. 4. (2) 建設予定地
敷地の場所で、富谷市成田一丁目１－１（一部）とあります

が、具体的な敷地範囲をご教示ください。

4 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地

特記仕様書/設計与条件および現況図より、敷地面積5500 ㎡

とありますが、建設可能想定範囲が正確にわかる資料もしく

はCAD データを提供していただけますでしょうか？

5 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地
敷地のCADデータを提供ください。

また、データ内にて建設可能範囲をお示しください。

6 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地

敷地図のCAD データをご提供いただくことは可能でしょう

か。もしくは、計画敷地の境界を記入した敷地図を入手する

方法をご教示いただけますか。

7 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地
別紙2のCADデータ、あるいは敷地図をいただけないでしょう

か。

8 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地 敷地のCADデータをいただけるでしょうか。

9 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地 敷地図のCADデータがあればご提示ください。

10 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地
隣接する成田公民館を含めた敷地のCAD データをいただけま

すか。

11 特記仕様書 1 I. 5. (1) a 建設予定地

敷地が２つありますが、別紙１　事業予定地位置図に記載の

通り、複合施設は、成田公民館東側敷地に計画するものと考

えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

富谷市民図書館等複合施設基本設計策定業務委託に係る公募型プロポーザル　質問・回答書案（技術提案書に関する質問）

建設予定敷地は、特記仕様書別紙2 「成田公民館現況図」の

うち、成田公民館本体建物より東側敷地とします。建設予定

地の境界の詳細を定めた図はありません。

敷地のCADデータはありません。

建設可能範囲は質問1の回答を参照してください。
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12 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地

敷地の現況図のデータ（敷地の高低差が解るデータを含め

て）をご提供いただけませんでしょうか。できればCAD デー

タでご提供いただけませんでしょうか。

13 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地
敷地と周辺道路の高低差がわかる資料をご提供いただけます

か。

14 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地 計画地のボーリングデータがあればご提示ください。

15 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地
敷地の地盤状況、地下水位が分かる資料がありましたら、ご

提示ください。

16 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地
敷地あるいは付近のボーリングデータありましたらご提示い

ただけないでしょうか。

17 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地
特記仕様書/設計与条件より、敷地の地盤情報（ボーリング柱

状図など）あれば提供していただけますでしょうか？

18 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地 敷地または敷地周辺のボーリングデータをご提示ください。

19 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地
該当敷地、もしくは周辺の地質調査資料(ボーリングデータ)を

お示しください。

20 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地 計画敷地内の地盤調査データを提供いただけますか。

21 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地
敷地内のインフラ（上下水、電気、ガス）の状況についてご

提示ください。

22 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地
成田公民館・屋外トイレのインフラ(上下水道、ガス、電気)の

引込経路をお示しください。

「敷地レベル図」（参考資料1）を提供しますので、参照して

ください。

成田公民館建設時の「ボーリング柱状図」（参考資料2）を提

供しますので、参照してください。

「インフラ配置図」（参考資料3）を提供しますので、参照し

てください。
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23 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地

今回計画する複合施設は、成田公民館の敷地への増築でしょ

うか。もしくは計画通知の際に敷地分割するのでしょうか。

敷地分割する場合、複合施設整備予定地の詳細な敷地境界が

確認できる資料があればご提供願えますでしょうか。

24 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地

複合施設整備予定地と、成田公民館の敷地及び成田公民館第

二駐車場敷地は、建築基準法上、別敷地扱いと考えてよろし

いでしょうか。

25 特記仕様書 別紙2 － 建設予定地

成田公民館と本計画は別敷地と考えるのか、同一敷地内の複

数建物と考えるのか、どのように考えればよろしいでしょう

か。

26 特記仕様書 １ I. 5. (2) b
施設配置・構

造
階数は自由に提案してよいでしょうか。 お見込みのとおりです。

27 特記仕様書 １ I. 5. (2) b
施設配置・構

造

提案は二階建てに限るか、三階建もしくは平家の提案も可能

か。
階数の制限はありませんので、自由にご提案ください。

28 特記仕様書 １ I. 5. (1) b
施設配置・構

造

仙塩広域都市計画基本方針(富谷市民図書館等複合施設整備基

本方針 p5)において、「耐火構造の建築物とすることが指定さ

れている。」とあります。今回の施設について建築基準法に

おいて耐火構造が求められないとしても、耐火構造とするこ

とは求められるでしょうか。

お見込みのとおりです。

29 特記仕様書 １ I. 5. (2) a
施設配置・構

造

延床面積2,900㎡程度となっていますが、上限があればご教示

ください。

想定事業費におさまるのであれば、延床面積の上限は設定し

ていません。

30
複合施設整

備基本方針
41 8. 2. 5

施設配置・構

造

延床面積2900㎡と「富谷市民図書館等複合施設整備基本方

針」のP41についての質問です。機能別占有空間の面積がそれ

ぞれ示されていますが、廊下（通常、施設では10-20%が相当

すると考えます）の面積が示されておりません。廊下も含め

て合計で2900㎡となることが設計条件で、各機能空間を少し

づつ縮減する方針でよろしいでしょうか。もしくは、各占有

空間の基準面積を確保し、さらに廊下面積を追加しての計画

が望ましいでしょうか。

廊下も含めて2,900㎡程度を想定しています。

複合施設と成田公民館については管理形態を異なるもの

とするため、用途上可分の扱いになることを想定してお

ります。

基本設計業務で関係機関と協議をし、敷地分割線の位置

等を検討して頂きます。
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31 特記仕様書 別紙1 －
施設配置・構

造

新複合施設の全ての機能（図書館・スイーツステーション・

屋内児童遊戯施設）を、第二駐車場側に計画する提案も可能

か。

32 特記仕様書 別紙1 －
施設配置・構

造

図書館等複合施設を第２駐車場に計画することは可能でしょ

うか

33 特記仕様書 別紙1 －
施設配置・構

造

成田公民館第二駐車場の敷地に、複合施設の全て、もしくは

一部の提案を行うことは可能でしょうか。

34 特記仕様書 別紙1 －
施設配置・構

造

新複合施設の機能を、公民館側と第二駐車場側に分けて計画

する提案も可能か。（公民館側にスイーツステーション、第

二駐車場に図書館・屋内児童遊戯施設など）

35 特記仕様書 2 I. 5. (1) b
施設配置・構

造

準防火地域という点から耐火建築物が前提となっています

が、準耐火建築物(1500平米以内で別棟)を提案することは問

題ないでしょうか？

36 特記仕様書 １ I. 5. (2) b
施設配置・構

造

「富谷市民図書館」及び「観光交流センター」は分棟の計画

とするのが望ましいでしょうか。

37 特記仕様書 １ I. 5. (2) a
施設配置・構

造

屋外の庇がある軒下空間を設けた場合、2900㎡の機能に追加

した提案としてよろしいでしょうか。
お見込みのとおりです。

38 特記仕様書 １ I. 4, 5
施設配置・構

造

本建物は成田公民館の増築扱いとなるのでしょうか。また渡

り廊下や屋根などで接続の必要があればご教示ください。別

敷地とする場合、敷地の分割位置をご教示ください。

39 特記仕様書 １ I. 5
施設配置・構

造

既存の成田公民館とつなげたり、一部改修する提案をしても

よろしいでしょうか。

40 特記仕様書 １ I. 5
施設配置・構

造

成田公民館に本プロジェクトを建築として接続することは可

能ですか？

41
複合施設整

備基本方針
41 8. 2. 5

施設配置・構

造

職員の更衣室及び休憩室、給湯室は機能を横断して一体で計

画することも可能でしょうか。
お見込みのとおりです。

成田公民館との連携等の観点から、第2駐車場への複合施設の

建設は想定していません。

建設予定地については、質問31の回答を参照してください。

分棟・別棟での建築は提案によりますが、複合施設は一体の

施設を想定しています。

複合施設は成田公民館と接続していない独立した建築物の整

備を想定しています。利用者の動線上に屋根等を設けるかは

決定されていないため、ご提案ください。

建設予定敷地については、質問１及び質問23の回答を参照し

てください。

4 / 20 ページ



番号 資料名称 ページ 項目番号 質問区分 質問内容 回答

42 特記仕様書 2 I. 5. (2) e 駐車場
建築予定敷地の駐車台数150 台は、既存公民館駐車場と別に

設けると考えてよろしいですか。

43 特記仕様書 2 I. 5. (2) e 駐車場
基本方針Ｐ.42の通り、計画地内に新たに150台の駐車場を計

画すると考えてよいでしょうか。

44 特記仕様書 2 I. 5. (2) e 駐車場

平面駐車場成田公民館東側敷地150台程度と記載有りますが、

既存成田公民館駐車場を含んで150台と考えて良いでしょう

か。

45 特記仕様書 2 I. 5. (2) e 駐車場
成田公民館東側敷地150 台程度には、既存駐車場(成田公民

館)123 台を含むと考えてよろしいでしょうか。

46 特記仕様書 2 I. 5. (2) e 駐車場

第2 駐車場は今回計画の複合施設の専用と考えてよろしいで

しょうか。あるいは他の施設との供用駐車場となりますで

しょうか。

第2駐車場は、成田公民館との共用駐車場となります。想定台

数は共用で178台となります。

47 特記仕様書 2 I. 5. (2) e 駐車場

駐車場について、第二駐車場と公民館東敷地 150台、成田公

民館第二駐車場 178台とありますが、トータルで 328台を満

たせば、２箇所の駐車場面積に応じて按分することは可能で

しょうか。

48 特記仕様書 2 I. 5. (2) e 駐車場

成田公民館東側敷地及び第2駐車場の想定駐車台数が記載され

ているが、駐車台数の総数が確保されていれば、それぞれの

敷地での駐車台数の割合を大きく変更してもよろしいでしょ

うか。

49 特記仕様書 2 I. 5. (2) e 駐車場

成田公民館東側敷地150台程度、成田公民館第2駐車場178台

程度を想定とありますが、敷地全体で駐車台数328台程度を確

保できれば、各敷地に対する駐車台数の配分はこの限りでは

ないと理解してよろしいでしょうか。

50 特記仕様書 2 I. 5. (2) e 駐車場

合計の駐車場台数：328台を満足していれば、駐車台数の内訳

(成田公民館東側敷地：150台と第２駐車場:178台)を変更して

もよいでしょうか。

お見込みのとおりです。

成田公民館東側敷地の駐車場150台には、成田公民館西側駐車

場の台数を含みません。

成田公民館東側敷地と第2駐車場で駐車台数を按分することは

可とします。
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51 特記仕様書 2 I. 5. (2) e 駐車場

駐車場について、成田公民館東側敷地で平面駐車場150台程

度、成田公民館第２駐車場178台を想定となっていますが、一

般的には平面駐車1台当たり30㎡程度が必要であることから、

各々150台、178台を確保することは困難と思われます。基本

方針等でお示しいただいた内容に対する効果的な提案が可能

であれば、150台、178台に捉われず施設配置や敷地利用の提

案をしてよろしいでしょうか。

52 特記仕様書 2 I. 5. (2) e 駐車場

現在想定されている駐車台数は複合施設整備予定地に150 台

程度、第2 駐車場に178 台程度とありますが、それぞれ計画上

の絶対条件でしょうか。

53 特記仕様書 2 I. 5. (2) e 駐車場
敷地内に計画する台数を減らすことができ ますでしょう か。

また一部 を 屋上駐車場等にしてもよい でしょうか 。

駐車場台数については質問51の回答を参照してください。屋

上駐車場等の提案も可とします。

54 特記仕様書 2 I. 5. (2) e 駐車場

延床面積約2900 ㎡に対し、駐車場台数計328 台(150+178 台)

程度は多すぎるように感じています。駐車場台数を減らして

提案することは可能でしょうか。またもし成田公民館、複合

施設以外での駐車場利用の想定がありましたらご教示頂けま

すでしょうか。

駐車場台数については質問51の回答を参照してください。

駐車場の利用については、成田公民館及び複合施設以外は想

定していません。

55 特記仕様書 １ I. 5. (1) a 駐車場

成田公民館第２駐車場6,000㎡（駐車場面積4,200㎡）となっ

ていますが、駐車場以外の1,800㎡は用途を想定されています

か。

法面等を想定しています。

56 特記仕様書 １ I. 5. (1) a 駐車場

成田公民館第２駐車場6,000㎡（駐車場面積4,200㎡）の図面

を提示いただけないでしょうか。駐車台数の合計が変わらな

い場合、第１、２の駐車場台数の割り振りを変更しても問題

ないでしょうか。

57 特記仕様書 １ I. 5. (1) a 駐車場
第2駐車場の詳細な敷地境界、面積等が確認できる資料（平面

図等）があればご提供願えますでしょうか。

58
複合施設整

備基本方針
47 8. 2. 7. 4 駐車場

基本方針P.47においてけやき通り側からの進入・進出ルートが

記載ありますが、この通りの考えでよいでしょうか。また新

たに計画する駐車場から、成田公民館の既存駐車場への車両

動線は確保する必要があるでしょうか。

進入路、進出路についてはお見込みのとおりです。

建設予定地内駐車場から、成田公民館既存駐車場の車両動線

の確保は必須とはしていませんが、検討のうえご提案くださ

い。現状は車両が通り抜けることができます。

駐車場台数328台は、「複合施設整備基本方針」において試算

した台数であり、建設予定敷地面積及び想定事業費を勘案し

て整備した場合についての絶対条件ではありません。

第2駐車場の図面はありません。公図等が必要であれば法務局

で取得してください。
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59
複合施設整

備基本方針
43 8. 2. 7 周辺道路

第２駐車場から成田公民館東側敷地への移動は、現状のアン

ダーパスを利用した動線を想定すればよいでしょうか。
お見込みのとおりです。

60
複合施設整

備基本方針
43 8. 2. 7 周辺道路

市道七北田西成田線には中央分離帯がありますが、第 2 駐車

場から当該敷地へアクセスするための歩行者動線がありまし

たらお教えください。

市道七北田西成田線（けやき通り）を地下歩道で横断する動

線を想定しています。

61
複合施設整

備基本方針
43 8. 2. 7 周辺道路

成田公民館第2駐車場とされている敷地と、複合施設整備予定

地との関係が分かりません。現状は第2駐車場に車を停めて成

田公民館へ来館する利用者が多いのですか？またその場合は

どういったルートを歩いて来館されるのですか？

来館者の動線については質問60の回答を参照してください。

成田公民館の利用者は、通常は成田公民館西側駐車場を利用

していますが、イベントなど成田公民館西側駐車場が満車の

際に、第2駐車場を利用します。

62
複合施設整

備基本方針
43 8. 2. 7 周辺道路

複合施設整備予定地と成田公民館第二駐車場敷地を行き来す

る経路は、立体交差のトンネルのみでしょうか。あるいは今

後、横断歩道等の計画など、地上で行き来できるようになる

可能性はありますでしょうか。

63
複合施設整

備基本方針
43 8. 2. 7 周辺道路

第２駐車場予定地から整備予定地へ、地下歩道以外に横断歩

道などの歩行者動線計画はあるでしょうか。またペデストリ

アンデッキ等の提案は可能でしょうか。

64
複合施設整

備基本方針
43 8. 2. 7 周辺道路 横断歩道を新たに提案することは可能でしょうか。

65
複合施設整

備基本方針
43 8. 2. 7 周辺道路

けやき通りを横断する横断歩道・信号の設置や、左折レー

ン・右折レーンの設置等の道路改良を含めて提案することは

可能か。

66
複合施設整

備基本方針
43 8. 2. 7 周辺道路

『駐車場への右折侵入・右折進出についても検討していく』

の記載について、ご説明ください。

67
複合施設整

備基本方針
47 8. 2. 7. 4 周辺道路

特記仕様書　Ⅰ業務概要　５.設計与条件　（４）設計与条件

別紙２ 本計画敷地における駐車場への出入りのための乗入れ

箇所数や位置などに制約はありますでしょうか。

基本２か所以上で考えています。

68
複合施設整

備基本方針
47 8. 2. 7. 4 周辺道路

東側道路からの車路アクセスを増設する場合、道路植栽体撤

去や切り下げに制限がある場所はありますか？

東側からの乗入れについては切下げで計画しておりま

す。

来館者の動線については質問60の回答を参照してください。

地下歩道以外の横断手段の増設は想定していません。

駐車場への右折進入・進出については、複合施設開館後の施

設利用状況・道路状況を踏まえて検討することとしています

ので、複合施設建設時の改修等は想定していません。

7 / 20 ページ



番号 資料名称 ページ 項目番号 質問区分 質問内容 回答

69
複合施設整

備基本方針
42 8. 2. 6 駐輪場 駐輪場の必要台数をご提示ください。

70
複合施設整

備基本方針
42 8. 2. 6 駐輪場 駐輪場について必要台数があればご教示ください。

71
複合施設整

備基本方針
42 8. 2. 6 駐輪場

富谷市民図書館等複合施設整備基本方針 ( に｢ ④ 自転車活用

も推奨するとともに、十分な台数を確保した駐輪場の整備を

行うことで、交通手段を分散させることを目指す｣とあります

が、駐輪場の必要台数の想定はありますか？

72
複合施設整

備基本方針
42 8. 2. 6 駐輪場 必要駐輪台数をお示しください。

73
複合施設整

備基本方針
42 8. 2. 6 駐輪場

整備駐輪場台数について、公民館駐輪場の40台加えて設置す

るという認識と考えてよろしいでしょうか?

74
複合施設整

備基本方針
42 8. 2. 6 駐輪場

駐輪場は成田公民館も含めて何台分必要でしょうか？必要台

数が満たない場合、既存の駐輪場を撤去し、新設する提案を

考えてもよろしいでしょうか？

75 特記仕様書 別紙2 － 既設外構

成田公民館の外構構造物に関して、残す必要があるもの、解

体してよいものの区分を教えていただきたいです。（デッ

キ、花壇、公衆便所など）

成田公民館本体建物より東側の構造物、デッキ、花壇、ス

ロープ、公衆便所等はいずれも解体可能です。

76 特記仕様書 別紙2 － 既設外構

既設解体費は敷地内の既設外構やスロープ、植栽、公衆便

所、機械室等を想定されておりますでしょうか。また、想定

されている既設解体範囲がありましたらご提示願います。

お見込みのとおりです。既設解体可能範囲は、建設予定敷地

と同一です。

77 特記仕様書 別紙2 － 既設外構

特記仕様書/設計与条件より、敷地内の敷地内に、既設の外

構、スロープ、植栽、公衆便所 等は撤去可能と考えてよいで

しょうか？

お見込みのとおりです。

78 特記仕様書 別紙2 － 既設外構
計画敷地内に残存する便所、外灯、デッキ、砂場等は全て撤

去する予定と考えてよろしいでしょうか。

いずれも撤去が可能ですが、撤去するかどうかは提案により

ます。

79 特記仕様書 別紙2 － 既設外構
敷地内の丘部分に機械室が配置されておりますが、どのよう

な機能でしょうか。また移設の必要がありますか。

既設外構の池の水を調整する機械室です。移設の必要はな

く、解体可能です。

駐輪場の必要台数は決定しておりませんので、ご提案くださ

い。

なお、複合施設の配置等により、既存の成田公民館東側駐輪

場（40台）は撤去・移設することも可とします。
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80 特記仕様書 別紙2 － 既設外構
敷地内に残さなければならない工作物、植栽等はあります

か。

建設予定地内に残さなければならない工作物、植栽等はあり

ません。

81 特記仕様書 別紙2 － 既設外構
成田公民館の屋外広場として確保すべき面積や式典等に使う

機能があれば、目安をご指示ください。

建設予定地内に屋外広場として確保すべき面積、機能はあり

ません。

82 特記仕様書 2 I. 5. (3) ZEB ZEBの到達目標基準があればご教示ください。
ZEB Readyを条件として設定しており、それを超える目標の

設定については提案されたコスト等を勘案して決定します。

83 特記仕様書 2 I. 5. (3) ZEB

さらにエネルギー消費性能を削減する為の建築及び設備経費

を想定事業費とは別途積算すること、とありますが、基本設

計の中で金額を算出するということでしょうか。

技術提案においてNearly ZEB以上の提案を行う場合には、

「ZEB性能向上費用概算金額見積書」を技術提案書とともに

提出してください。また、基本設計業務においても、

「Nearly ZEB以上のエネルギー消費性能達成のために増加と

なる費用について別途積算」することとしています。

84 特記仕様書 2 I. 5. (3) ZEB
ZEB Ready を取得するための省エネ計算費用は実施設計業務

の見積に含みますか。

基本設計及び実施設計のそれぞれにおいて、ZEBに係る省エ

ネ計算業務が生じるものと想定していますので、実施設計業

務の見積に含めてください。

85 実施要領 4
II. 5. (1)

カ
ZEB

プロポーザル時に提出する『ZEB性能向上費用概算金額見積

書』について、Nearly ZEBを達成するために増加となる費用

が対象と捉えてよろしいでしょうか。

Nearly ZEB以上の水準を達成するために増加となる費用が対

象です。

86 特記仕様書 2 I. 5. (3) ZEB
新複合施設の機能を公民館側と第二駐車場とで分けた場合、

ZEBの達成は両方を目指すということなのか。
質問31の回答を参照してください。
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87 特記仕様書 別紙2 －
成田公民館

（施設）

建設予定地に隣接する成田公民館について、内部プラン、内

部および外構床レベル、建物高さ等の分かる既存図をご提供

下さい。

88 特記仕様書 別紙2 －
成田公民館

（施設）
成田公民館の内部が分かる図面をご提示ください。

89 特記仕様書 別紙2 －
成田公民館

（施設）

成田公民館の既存図（平面図、立面図、断面図等）をご提供

いただけませんでしょうか。

90 特記仕様書 別紙2 －
成田公民館

（施設）

成田公民館の平面図・立面図・断面図をいただけます でしょ

うか。

91 特記仕様書 別紙2 －
成田公民館

（施設）
成田公民館の平面図等の資料をいただけないでしょうか。

92 特記仕様書 別紙2 －
成田公民館

（施設）

既存公民館の図面資料（平面図・断面図・立面図・設備図）

をご提供いただけますか

93 特記仕様書 別紙2 －
成田公民館

（施設）
成田公民館との連携の為、平面図・断面をご提示ください。

94 特記仕様書 別紙2 －
成田公民館

（施設）

成田公民館の図面(各階平面図、立面図、断面図等)をお示しく

ださい。

95 特記仕様書 別紙2 －
成田公民館

（施設）

成田公民館の図面資料（平面図、断面図、立面図等）があれ

ば提供願えますでしょうか。

96 特記仕様書 別紙2 －
成田公民館

（施設）

別紙2 成田公民館現況図のCAD データをいただけますか。ま

た、各階平面図がわかる資料をいただけますか。
質問7及び質問87の回答を参照してください。

97 特記仕様書 別紙2 －
成田公民館

（施設）

成田公民館の基本的な建築概要(建築面積、延床面積、耐火建

築物等)をお示しください。

98 特記仕様書 別紙2 －
成田公民館

（施設）

成田公民館について下記の項目

・建築概要（延べ面積、建築面積、軒高、最高高さ、用途、

構造形式、耐火建築物の種別など）

成田公民館の建築概要は下記のとおりです。高さ等は「成田

公民館平面図・立面図・断面図」（参考資料4）を提供します

ので、参照してください。

延床面積　2,453.79㎡

建築面積　2,027.09㎡

用途　公民館

構造　鉄筋コンクリート造2階建て

耐火建築物の種別　耐火建築物

「成田公民館平面図・立面図・断面図」（参考資料4）を提供

しますので、参照してください。
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99 － － －
成田公民館

（運営）

成田公民館について下記の項目

・会議室・ホールなどの利用率

・利用されている団体の種類や使われ方

・熱源の種類

・光熱費（年間を通じた月ごと）

100 － － －
成田公民館

（運営）

成田公民館の現状の、電気・水道・ガスの年間使用量及び使

用料金をお示しください。

101 － － －
成田公民館

（運営）

成田公民会の最近の利用状況（利用率、主な利用団体の種別

等についてのデータ）をいただけないでしょうか。

102 － － －
成田公民館

（運営）
現在の成田公民館の運営体制は直営でしょうか。

103 － － －
成田公民館

（運営）

現成田公民館の管理・運営は、指定管理者によるものでしょ

うか、あるいは貴市の直営によるものでしょうか。

104 － － －
成田公民館

（運営）

成田公民館を工事期間中の継続利用することは条件となりま

すか。

105 － － －
成田公民館

（運営）
公民館の運営は複合施設工事中も継続するのでしょうか。

106 特記仕様書 別紙2 －
成田公民館

（提案）

成田公民館の一部改築は提案してよいか。（図書館機能の削

減や連結通路付加など）

107 特記仕様書 別紙2 －
成田公民館

（提案）
成田公民館を改修・減築することは可能ですか？

108

市民図書館

整備基本計

画

16 4. 2. 1
成田公民館

（提案）

『成田公民館の図書室、プレイルームをリノベーション』と

記載がありますが、この部分以外にも改修の提案をしてよい

でしょうか。

109

市民図書館

整備基本計

画

16 4. 2. 1
成田公民館

（提案）

成田公民館について、今回の計画では図書室とプレイルーム

のみを図書館機能として整備するということでしょうか。そ

の他の部分は整備対象外ということでしょうか。

お見込みのとおりです。

110 － － －
成田公民館

（提案）
成田公民館の図書室は本プロジェクト整備後も残りますか？

公民館図書室の機能は市民図書館に統合されますので、別に

新たな機能を提案してください。

成田公民館の運営は直営です。

工事期間中も成田公民館は継続利用することを想定していま

す。

「成田公民館光熱水費」（参考資料5）、「成田公民館利用者

数」（参考資料6）を提供しますので、参照してください。

熱源は都市ガスおよび電気を使用しています。

なお、下記富谷市ウェブサイトに掲載されている「生涯学習

のススメ２０２２」17-18pに、成田公民館における講座およ

びサークル一覧が掲載されています。

https://www.tomiya-

city.miyagi.jp/bunka/kominkan/naritako.html

公民館図書室の機能は、市民図書館に統合されます。

公民館図書室及びプレイルーム以外の成田公民館の施設・機

能を維持することが提案の条件となります。
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111
複合施設整

備基本方針
14 3. 1. 5

成田公民館

（提案）

上記の整備後の用途は「お話＆ふれあい」機能として活用す

るということでしょうか。

「複合施設整備基本方針」「3.1.5 複合施設への導入機能」の

記述は、「富谷スイーツステーション基本計画」の内容をま

とめたものであり、「複合施設整備基本方針」とは異なって

います。公民館図書室及びプレイルームを転用する用途は決

定していません。

112
複合施設整

備基本方針
41 8. 2. 5

成田公民館

（提案）

スイーツ工房・オープンキッチンの公民館利用とは、公民館

の一部を今回の計画として整備するということでしょうか。

スイーツ工房はスイーツステーションに整備し、オープン

キッチンは成田公民館の調理室の利用を想定しています。

113 － － － 施設運営

図書館は市の直営、児童屋内遊戯施設とスイーツステーショ

ンは民間が運営する方針とありますが、運営日時は同じで

しょうか。運営日時が異なる場合は、それぞれの施設の想定

される運営日時をご教示ください。

114 － － － 施設運営
「図書館」と「観光交流センター」の開館時間や休館日は異

なる可能性はありますでしょうか 。

115 － － － 施設運営

施設利用開始時点での各部門（既存公民館、図書館、スイー

ツ、屋内遊戯場）の営業時間の他、休館日をご教示願いま

す。

116
複合施設整

備基本方針
66 10. 6. 2 施設運営

本計画の複合施設の運営体制を教えてください。「図書館」

は市直営、「観光交流センター」は民間委託でしょうか。

117
複合施設整

備基本方針
66 10. 6. 2 施設運営

複合施設整備基本方針および富谷スイーツステーション整備

基本計画より、管理運営主体の検討が複数ありますが、現状

の運営管理方針は複合施設整備基本方針の10.6.2 に記載のあ

る「従来方式もしくはDB 方式、図書館は直営・一部は民間委

託」と考えて良いでしょうか？

運営日時（開館日・開館時間）は決定されていません。

市民図書館は直営を想定しています。児童屋内遊戯施設及び

スイーツステーション（観光交流センター）の運営は、指定

管理者制度や民間委託の導入を検討しておりますが、運営体

制は決定していません。
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118

市民図書館

整備管理運

営計画

9 3. 2 施設運営
施設の従業人員構成の計画はありますでしょうか。決まって

いれば計画及び男女比についても教えて下さい。

119

市民図書館

整備管理運

営計画

9 3. 2 施設運営
各機能について、職員数の想定がありましたらご教示いただ

けますでしょうか。

120
複合施設整

備基本方針
41 8. 2. 5 施設運営

「富谷市民図書館等複合施設整備基本方針」P41、8.2.5 の表

に関しまして、児童屋内遊戯施設の共用空間の欄に事務室と

ありますが、図書館、スイーツステーション、児童屋内遊戯

施設のいずれの機能のスタッフが何名程度執務する空間で

しょうか。

市民図書館の事務スペースは「図書館：管理運営スペース」

に計上されているので、共有空間の事務室は児童屋内遊戯施

設の職員に加えて、必要であればスイーツステーションの職

員が使用することが想定されています。

職員数については、質問118の回答を参照してください。

121 － － － 施設運営

市民図書館、児童屋内遊戯施設、スイーツステーションのそ

れぞれのスタッフが、他の機能の業務を兼務することがあり

ますか。その場合、該当する分野、業務内容をご教示いただ

けますでしょうか。

施設管理、施設警備等をのぞいて、市民図書館、児童屋内遊

戯施設、スイーツステーションで職員が業務を兼務すること

は想定されていません。

122 － － － 施設運営

既存の成田公民館は残存させて新図書館を計画するという理

解でよろしいでしょうか。その場合、運営面での連携や一体

的な利用の想定があればご教示いただけますでしょうか。

お見込みのとおりです。スイーツステーションの企画で、成

田公民館の調理室を利用したり、市民図書館の企画で成田公

民館の会議室を利用するなどが想定されます。

123

市民図書館

整備管理運

営計画

7, 13-

18
3. 1 市民図書館 図書館の必要蔵書数をご教示ください。

「富谷市民図書館整備管理運営計画」「3. 1　蔵書整備計画」

及び「4. 2　センター館の規模」、「 4. 4　センター館の各機

能の配置計画」を参照してください。

124

市民図書館

整備管理運

営計画

13-18 4. 4 市民図書館

富谷市民図書館等複合施設整備基本方針　8.2.2複合施設の需

要予測 将来的な冊数は20万冊となっておりますが、本計画で

の書架は想定冊数14万冊での計画と考えてよろしいでしょう

か。また、開架図書数、閉架図書数をご指示願います。

蔵書整備計画における20万冊は市内6館の蔵書の総計であり、

センター館の収蔵冊数は14万冊を予定しています。開架・閉

架収蔵冊数については、「富谷市民図書館整備管理運営計

画」「4. 2　センター館の規模」及び「 4. 4　センター館の各

機能の配置計画」を参照してください。

125

市民図書館

整備管理運

営計画

17 4. 4. 7 市民図書館

収蔵冊数『センター館単独では140,000冊』『開架収蔵冊数

100,000冊』より、閉架収蔵冊数を40,000冊と捉えてよいで

しょうか。

お見込みのとおりです。「富谷市民図書館整備管理運営計

画」「4. 4. 7　閉架書庫」も参照してください。

市民図書館については、「市民図書館整備管理運営計画」「3.

2 職員体制」にて、市民図書館6館の想定職員数を提示してい

ますので、参照してください。なお、現在の公民館図書室の

職員数は各1名です。

児童屋内遊戯施設及びスイーツステーションの職員数、及び

男女比については、決定されていません。
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126

市民図書館

整備管理運

営計画

10 3.4 市民図書館
図書館のセルフサービス貸し出しの時間帯にも館内は自由に

入館できる仕組みでしょうか。

複合施設及び市民図書館のエリアの中で、セルフサービスの

時間に利用者が立ち入ることができる部分を区切ることを想

定しています。

127
複合施設整

備基本方針
9 2. 1. 6 市民図書館

基本方針p９にある図書配送車の想定台数と大きさをお教えく

ださい。（現在活用中のものか新規導入か）

128
複合施設整

備基本方針
9 2. 1. 6 市民図書館

想定されている図書配送車の大きさ（幅，長さ，高さ）と台

数を教えて下さい。

129 － － － 市民図書館 図書館に移動図書館は導入しますか。 移動図書館車の導入可否については決定されていません。

130 － － － 市民図書館

ブックモービルの導入の予定はありますでしょうか。また、

市内循環バスが敷地内へ停車する可能性はございますでしょ

うか。

質問129の回答を参照してください。

富谷市民バスのバス停を設けることについては、検討を行い

ます。

131

市民図書館

整備管理運

営計画

9 3. 3 市民図書館

図書館システムの詳細をご教示ください。

また、照明付きの読書用テーブルは据え付けか、備品費用

か。

図書館システムについては、「市民図書館整備管理運営計

画」「3. 3 図書館情報システム」を参照してください。これ

以上の詳細については決定されていません。

照明付きの読書用テーブルは、壁面ないし床面に固定されて

いれば据え付けと見なします。

132
複合施設整

備基本方針
37 8. 1 市民図書館

富谷市民図書館等複合施設整備基本方針　8.1複合施設の機能

配置計画 図書館サポート組織・図書館フレンズ（仮称）ス

ペースの面積検討のため、利用人数をお教え願います。ま

た、現在組織されていない場合でも想定人数をお示し下さ

い。

「図書館サポート組織・図書館フレンズ（仮称）」はまだ組

織されておらず、提示できる想定人数もありません。

133

市民図書館

整備管理運

営計画

17 4. 4. 6 市民図書館
図書館の「多目的プログラムルーム」はどの様な使い方を想

定していますか。

市民図書館が主催するイベント、講習会、上映会等の企画や

各種展示など多様なプログラムの実施を想定しています。

「市民図書館整備管理運営計画」「4. 4. 6 多目的プログラム

ルーム・ミーティングルーム・メーカースペース」を参照し

てください。

134

市民図書館

整備管理運

営計画

6, 20-

21
2, 5 市民図書館

本計画の分館にあたる周辺図書館の整備・活用について、想

定があればご教示いただけますでしょうか。

「市民図書館整備管理運営計画」「2. 富谷市ネットワーク型

図書館の構築」「5. 分館のリノベ―ション・機能配置計画」

を参照してください。

図書等の配送は委託することも想定されるので、具体的な配

送車の大きさは決定されていません。
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135 － － －
児童屋内遊戯

施設

児童屋内遊戯施設については、複合施設整備基本方針の中

で、児童開架スペース等の子どもに関連した図書機能との連

携についての可能性が言及されていますが、「大型遊具吹き

抜けホール」「複合遊具室」「乳児・幼児コーナー」等のス

ペースは、児童開架スペースとの一体空間とすることは可能

でしょうか。あるいは、音等の観点から区画する必要があり

ますでしょうか。

一体空間や利用者が行き来できるようにする提案も可としま

すが、児童屋内遊戯施設は利用料金の設定も検討しているた

め、有料エリアと無料エリアの区分けは必要となります。

136
複合施設整

備基本方針
39 8. 2. 2

児童屋内遊戯

施設

屋内遊戯施設の利用者数及び開館時間、対象年齢の想定をご

教示いただけますでしょうか。

開館時間は質問113の回答を参照してください。利用者数の予

測については、「複合施設整備基本方針」「8. 2. 2 複合施設

の需要予測」を参照してください。

児童屋内遊戯施設の対象者は、乳幼児から小学生までの子ど

もとその保護者と想定しております。

137
複合施設整

備基本方針
41 8. 2. 5

児童屋内遊戯

施設

児童屋内遊戯室の「親子サロン」、「子ども見守り休憩室」

はどの様な使い方を想定していますか。

「子ども見守り休憩室」については、保護者の見守りや子ど

ものクールダウンのスペースとして、「親子サロン」につい

ては、子育て仲間同士で談話・食事等しながら交流できるミ

ニサロン的なスペースを想定しています。

138 － － －
児童屋内遊戯

施設

児童屋内遊戯施設は、有料施設になる可能性がありますで

しょうか。
利用料金の設定について検討しています。

139 － － －
スイーツス

テーション

スイーツステーションについて、他機能との一体的な運営や

空間的につながった利用が可能と考えてよろしいでしょう

か。

お見込みのとおりです。

140
複合施設整

備基本方針
41 8. 2. 5

スイーツス

テーション

成田公民館の厨房は、スイーツステーション専用とし、一般

貸し出しは行わないものと考えてよろしいでしょうか。

成田公民館の調理室は、既存の貸出機能を維持するものとし

ます。

141
複合施設整

備基本方針
41 8. 2. 5

スイーツス

テーション

複合施設整備基本方針の8.2.5 空間構成案に「※スイーツ工

房・オープンキッチンは公民館利用」とありますが、公民館

機能との連携の想定を教えてください。

142
複合施設整

備基本方針
41 8. 2. 5

スイーツス

テーション

『スイーツ工房45㎡』『※スイーツ工房・オープンキッチン

は公民館利用』の記載について、ご説明ください。

スイーツ工房45㎡を設置した上で、スイーツ教室等のオープ

ンキッチンを必要とする事業は、公民館調理室を利用するこ

とを想定しています。

15 / 20 ページ



番号 資料名称 ページ 項目番号 質問区分 質問内容 回答

143
複合施設整

備基本方針
14 3. 1. 5

スイーツス

テーション

複合施設への導入機能にテナントステーションとあります

が、同基本方針Ｐ41空間構成のうちスイーツステーションの

ショップ45㎡が該当すると考えてよろしいでしょうか。

「複合施設整備基本方針」「3. 1. 5　複合施設への導入機能」

の記述は、「富谷スイーツステーション基本計画」の内容を

まとめたものであり、複合施設基本方針とは異動がありま

す。複合施設整備基本方針ではスイーツステーションの導入

機能にテナントステーションは含まれません。

144
複合施設整

備基本方針
41 8. 2. 5

スイーツス

テーション

複合施設整備基本方針および富谷スイーツステーション整備

基本計画より、施設面積の検討が複数ありますが、8.2.5 の表

が最終的なものと考えてもよいでしょうか？

お見込みのとおりです。

145 － － －
スイーツス

テーション

スイーツステーションで取り扱うフルーツの季節および種類

について、お教えいただけますか。

年間を通し、ブルーベリーなどの富谷産スイーツを提供する

ことを想定しています。

146 － － －
スイーツス

テーション
厨房機器については別途工事として良いでしょうか。 据え付ける機器については、本工事に含めます。

147 － － －
スイーツス

テーション

スイーツステーション(工房・カフェ・ショップ)に常駐するス

タッフはそれぞれ何名程度想定されているでしょうか。
質問118の回答を参照してください。

148 － － －
スイーツス

テーション

スイーツ工房で、菓子製造業を営む想定はありますでしょう

か。
想定しています。

149 実施要領 4
II. 5. (1)

カ
事業費

プロポーザル実施要項P4 5.(1)提出書類にて、工事概算金額見

積書とありますが、工事概算金額とは特記仕様書5.(3)想定事

業費における本体建築工事費と考えてよろしいでしょうか。

工事概算金額見積書には、本体工事費と外構整備費、既設解

体費、書架・遊具等の壁面及び床面に据え付けの什器備品費

を含む想定事業費の両方を含みます。

150 特記仕様書 2 I. 5. (3) 事業費

特記仕様書P2 5.(3)注1.の記載から本体建築工事費

1,185,400,000円には、外構整備費、既設解体費、書棚・遊具

等の壁面及び床面に据え付けの什器備品費を含まないと理解

してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

151 特記仕様書 2 I. 5. (3) 事業費
特記仕様書P2、I. 5.(3)「事業費」に関しまして、本体建築工

事費1,185,400,000円は税込みでしょうか。
税込みとなります。

152 特記仕様書 1, 2
I. 5. (2)a,

I. 5. (3)
事業費

昨今の物価上昇に伴い建築工事費も高騰しており、工事費重

視の計画とすれば面積削減も必要になるかと思いますが、面

積の削減は可能でしょうか。

特記仕様書に定めた延べ床面積及び想定事業費は提案の条件

となります。
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153 実施要領 4
II. 5. (1)

カ
事業費

工事概算金額見積書に関して、現在想定されている本見積書

に含めない備品等がありましたらご提示願います。

移動可能な閲覧机、閲覧席、事務スペースの什器等備品を想

定しています。

154 特記仕様書 2 I. 5. (3) 事業費

想定事業費に書棚・遊具等の壁面及び床面に据付の什器備品

は含むとありますが、その他のラウンジテーブル、ソファ、

閲覧用机・椅子・ロッカー等は含まないという解釈でよろし

いでしょうか。また、ブラインドもしくは電動ブラインド等

は本工事に含むと考えて良いでしょうか。

お見込みのとおりです。

155 実施要領 4
II. 5. (1)

オ
実施設計

実施設計概算金額見積書の中に、ＺＥＢ認証申請業務及び同

申請料、各種行政手続きの申請料は別途と考えてよろしいで

しょうか。

実施設計概算金額見積書の中に、ZEB関連認証申請業務

及び同申請料は含むものとします。

156 実施要領 4
II. 5. (1)

オ
実施設計

敷地測量及び地質調査の程度はどの程度で見込めば良いで

しょうか。箇所数、深度、試験の種類等指定はありますか。

敷地測量については当該複合施設の建築行為及び建築確

認申請図書等に必要な敷地形状の測量とし、レベルは敷

地周囲内外、敷地内20ｍメッシュ程度、及び複合施設周

囲等とします。

地質調査については、試験の種類はボーリング調査（サ

ンプル採取含む）とし、基本設計業務にて建築地の盛土

状況の調査をし、成田公民館の地質調査状況、計画する

建物の形状・規模・構造・基礎・配置等により、箇所

数、深度を検討していただきます。

157 実施要領 4
II. 5. (1)

オ
実施設計

敷地測量および地質調査費用算出について、専門業者に見積

もりを依頼する必要があります。

本プロポーザルで受領している資料を専門業者に提供しても

よろしいでしょうか。

提供しても構いません。

158 実施要領 4
II. 5. (1)

オ
実施設計 実施設計業務にかかわる特記仕様書をお示しください。

基本設計業務を的確に実施して頂き、実施設計業務ではそれ

に伴う積算を行うものとしますので、現在提供できる特記仕

様書はありません。

159 実施要領 4
II. 5. (1)

オ
実施設計 実施設計業務の予算をお示しください。

160 実施要領 4
II. 5. (1)

オ
実施設計

実施設計概算金額見積書について、委託上限額に指定があれ

ばご教示いただけますでしょうか。

実施設計業務に基づく金額の算出については基本設計業務で

行うものとします。
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161 実施要領 4 II. 5. (1) 技術提案書

業務実施方針(様式 1 5) 、 技術提案説明書(様式 16)は提案事

務所や個人が特定できるような記述や図版 を使用してもよろ

しいでしょうか。

162 実施要領 4 II. 5. (1) 技術提案書
エ～カの見積書（任意様式）において、会社名の記載有無が

示されていないのですが、ご指示願います。

163 実施要領 4 II. 5. (1) 技術提案書

技術提案書に提案者の名称等を記載してよいですか。

また、取組体制等に予定担当者の個人名等を記載してよいで

すか。

164 実施要領 4 II. 5. (1) 技術提案書
技術提案書内に、会社名など提案者の所属が特定できるよう

な記載をしてもよろしいでしょうか。

165 実施要領 4
II. 5. (1)

イ, ウ
技術提案書

業務実施方針(様式 15) 、 技術提案説明書(様式 16)は 図枠 等

が掲示されていませんが、指定がありましたらpdfデータなど

でいただけませんでしょうか 。

技術提案書（様式第15号・様式第16号）に図枠等の指定はあ

りません。

技術提案にかかる提出書類ア～カにおいて、いずれの書類に

も提案する会社名及び個人名を記載することができます。
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166 実施要領 4 II. 5. (1) 技術提案書

技術提案書（紙媒体）は様式15、様式16 を折らずに、様式14

～16 と見積書（3 種類）を全てホチキス綴じしますか。ある

いは様式15、様式16 のみホチキス綴じしますか。

167 実施要領 4 II. 5. (1) 技術提案書

提出する紙媒体について、下記の捉え方でよいでしょうか。

・提出書類ア～ウをまとめてホチキス留めしたものを3部。

・提出書類エ、オ、カを各書類でホチキス留め。

　エ1部とウ1部とオ1部をまとめ、封筒に収めたものを1セッ

ト。

168 実施要領 4 II. 5. (1) 技術提案書
技術提案書はA4、A3 サイズにかかわらず様式順にまとめて左

2 箇所をホッチキス留めすると考えてよろしいでしょうか。

169 実施要領 6 II. 7. (5) 第2次審査

第2次審査の際、 ppt は使用できますでしょうか。またできる

場合に提案書に記載されたデータの切り取り等の加工をして

もよろしいでしょうか。

第2次審査のプレゼンテーションはパワーポイントの使用を想

定しています。プレゼンテーションの内容は技術提案書に基

づくものとします。

170 実施要領 6 II. 7. (5) 第2次審査

第2 次審査の際に、追加の提出物（パワーポイントなどプレ

ゼン用のデータ等）を提出する予定はありますか。その場

合、PC や投影機器の貸し出しは可能でしょうか。また、第2

次審査を行う予定の会場のおおよその広さをご教示いただけ

ますでしょうか。

プレゼンテーションを行うPCやプロジェクターは市で用意す

る予定ですが、会場を含め第2次審査の詳細については後日通

知します。

171 実施要領 6 II. 7. (5) 第2次審査
第2次審査の際、追加資料や模型などの使用は可能でしょう

か。

172 実施要領 6 II. 7. (5) 第2次審査

第2 次審査の際に提案に基づく模型を持ち込むことは可能で

しょうか。個数やサイズの指定があれば併せてご教示いただ

けますか。

173 実施要領 6 II. 7. (5) 第2次審査
第2次審査へは何名参加できます でしょうか 。また出席しな

くてはならない立場は規定されています でしょうか。

174 実施要領 6 II. 7. (5) 第2次審査
第2 次審査への参加可能者及び参加可能人数をご教示いただ

けますでしょうか。

参加する者の規定等第2次審査の詳細については後日通知しま

すが、会場の都合上、参加人数は制限いたします。

技術提案提出書（様式第14号）はホチキス綴じせず1部、技術

提案書（様式第15号・様式第16号）はホチキス綴じし3部、見

積書（エ～カ）はホチキス綴じし1部、提出してください。

第2次審査の詳細については後日通知しますが、追加資料や模

型は使用できないものとします。
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175 実施要領 6 II. 7. (5) 第2次審査

第２次審査（プレゼンテーション審査）にて、プレゼンテー

ション及びヒアリングは、公開の場で行うこととなっていま

すが、開催方法をご教示ください。

（会場での公開かweb公開か、発表者も聴衆になれるかどう

か、など。）

傍聴の制限を含め、第2次審査の詳細については後日通知しま

す。

176 実施要領 6 II. 7. (5) 第2次審査

第二次審査(プレゼンテーション審査)の日程が「8 月中旬～下

旬」とのことですが、決まり次第ご教示願いたく存じます。

また、概ねの決定時期を教えていただけますでしょうか。

日時を含め、第2次審査の詳細については後日通知します。

177 実施要領 6 II. 7. (5) 第2次審査
審査委員会の「技監」の方々の審査上の役割を教えて頂けま

すでしょうか。

技監は職名であり、審査委員は同等の役割で審査に参加しま

す。

178 評価要領 3 － 第2次審査

評価要領　第２次審査評価基準で評価の視点にある、３.〈複

合施設内の各施設についての評価〉と４．業務実施方針につ

いては、第1次審査では評価されないものと考えてよろしいで

しょうか。

お見込みのとおりです。

179 － － － その他
実施設計および工事監理に関しては最優秀者と随意契約にて

締結予定と考えてよいでしょうか。

実施設計業務及び監理業務の発注及び受託者選定方法につい

ては決定されていません。

180 － － － その他

本施設は図書館用途のため避難所には適さないと考えられま

すが、成田公民館は避難所となっています。災害時の利用に

ついて想定があればご教示ください。

複合施設を指定避難所とすることは想定されていません。

181 － － － その他
各機能（市民図書館 ・児童屋内遊戯施設・スイーツステー

ション）の建築基準法上の用途は何でしょうか。

市民図書館については図書館とし、児童屋内遊戯施設・

スイーツステーションについては今後決めていくことと

します。

182
複合施設整

備基本方針
67 11 その他

基本設計終了後、 竣工時期 までのスケジュールを教えてくだ

さい 。

「複合施設整備基本方針」「11　整備スケジュール」の「従

来方式」が現在想定しているスケジュールとなりますので、

参照してください。

183
複合施設整

備基本方針
67 11 その他

整備基本方針P67にある事業手法についてはまだ決まっていな

いと考えて宜しいでしょうか。

令和4年3月に、整備手法を従来方式とすることを決定しまし

た。
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