
「awaもくよんプロジェクト設計競技」に関する質問回答　令和２年３月13日（金）

No. 資料名 項目 ページ 質問 回答

1 実施要領書 1 1
事業主旨において、徳島県外設計事務所との協同
が謳われています。
県外事務所との協同は採点上優位となりますか？

応募条件を満たしている限り、本プロジェクトは設計競技方式であるため、提案
主体の実態は問いません。ただし、本プロジェクトの狙いのひとつとして、徳島
県の建築分野において高度な技術を導入・活用できる環境を整える観点から、県
内の建築士と県外の建築士の交流を促すことを目的としておりますので、協同し
ていただくことを推奨します。公益社団法人徳島県建築士会のホームページに事
務所のマッチングのためのリストがありますので、登録・活用ください。
URL（http://toku-sikai.com/contact/mokuyon_index.html）

2 実施要領書 3 2
応募登録書類の締め切りが３/19から４/２に延長
されているがその後の日程に変更はありますか？

応募登録書類の受付期日の延期は、新型コロナウイルスの影響であり、今後の日
程に変更の予定はありません。

3 実施要領書 5-1-(1)-エ 2
協力事務所は法人化している必要があるでしょう
か。また、建築士事務所に限るのでしょうか。

個人事業主も、協力事務所となることができます。
なお、協力事務所は建築士事務所に限りません。
※実施要領書の記載を変更しましたので、ご確認ください。
なお、（様式２）協力者通知書の代表者は、法人の場合は法人名、代表者役職、
氏名を記入し、代表者印を押印してください。個人の場合は、氏名を記入し、個
人印を押印してください。

4 実施要領書 5-1-(1)-ウ 2
総括・意匠・構造・設備の担当者は、協力事務所
から配置することは可能でしょうか？

協力事務所からの、総括・意匠・構造・設備の担当者配置は認めておりません。

5 実施要領書 5-1 2
協力事務所が、他の応募者の協力事務所となる
（重複する）ことは可能か？

可能です。

6 実施要領書 5-1 2

共同企業体での参加を希望しておりますが、構成
員に建築士事務所登録を現在申請中（４月末登録
予定）の会社(Ａ社)があり、一次審査の類提出ま
でには登録がおりる予定です。この場合、協力事
務所として登録をすべきでしょうか。例えばＡ社
を、応募登録時には協力事務所として申請し、一
次審査提出時に、建築士事務所として応募書類の
修正をさせて頂くことは可能でしょうか？

応募登録書類提出時には、建築士事務所の登録番号欄に「申請中」と記入し、一
次審査書類の提出時に登録番号を記載した書類および建築士事務所登録証明書を
提出してください。

7 実施要領書 5-1-(2) 3
徳島県の行政委員（地方自治法第百八十条の五）
に応募参加資格はありますか。

応募者の参加資格要件に抵触しません。

8 実施要領書 6-1-(1)-エ 5
会社概要書は、共同企業体の場合または協力事務
所を置く場合、全ての事業者において提出する必
要はありますか？

会社概要書は、全ての事業者ごとに提出する必要があります。
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No. 資料名 項目 ページ 質問 回答

9 実施要領書 6-2 5
建築士事務所登録証明書は、有効期間内のもので
あれば、問題ないでしょうか？

建築士事務所登録証明書は、有効期間内のものを提出してください。

10 実施要領書 7-3-(2)-ウ 7
二次審査のプレゼンテーション参加者３名以外
に、パソコン操作者を加えてよいでしょうか？

詳細等は一次審査の通過者に通知します。No.12の回答も参照ください。

11 実施要領書 7-3-(2) 7
二次審査のプレゼンテーションでは、模型を用い
て説明してもよいでしょうか？

模型の持ち込みは不可ですが、模型写真の利用は可能です。

12 実施要領書 7-3-(2)-カ 7
一次通過者は、プレゼン方法などについて事前に
質疑が可能でしょうか？

可能です。

13 実施要領書 8-2 9
徳島県が定める予定額は、国交省告示98号、設
計・工事監理に係る業務報酬基準に基づいている
のでしょうか？

設計・工事監理に係る業務報酬基準に基づいたものです。

14 実施要領書 8-3 9
アドバイザリー契約の委託料は、基本・実施設計
業務委託費には含まれてないと考えて良いでしょ
うか？

含まれていません。

15 実施要領書 8-3 9

実施設計後はアドバイザリー等業務とあります
が、整備手法についてＰＦＩなど想定されている
もの、可能性があるものがあればご教示くださ
い。

実施設計後の整備手法については、ＰＦＩ事業とし、地域の実情を把握している
県内事業者が主体的に関わることを予定しています。

16 設計条件書 1-(1)-ア 1

界壁などを設け、その界壁を主要構造部とする場
合は、木造あらわしの仕様は全面が対象になりま
すか？部分的に木造あらわし仕上げとしないこと
は可能ですか？

17 設計条件書 1-(1)-ア 1
純粋な木造でなくても、一部ＲＣなどでも良いで
しょうか？

18 設計条件書 1-(1)-ア 1
津波対策として１階を基礎部分の立上げと位置付
けコンクリート造、２～４階を木造のように計画
しても良いですか？

19 設計条件書 1-(1)-ア 1
設計条件書1-(1)に「木造あらわしによる準耐火
構造とすること」と書かれているが、耐火構造や
耐火性能検証法を用いた計画は認められますか？

「木造あらわしによる準耐火構造」としてください。

20 設計条件書 1-(1) 1

木材あらわしによる準耐火構造とありますが、こ
の木材は県産材ということでしょうか？
あるいは製材品が県産と理解すればよいでしょう
か？
徳島の木材の扱い条件はあるのでしょうか？

県産材に限定するものではありませんが、可能な範囲で県産材の利用に配慮して
ください。

文字通り「主要構造部の全て」を厳密に木材とすることを求めるものではありま
せん。部分的に木材以外を用いることは可能です。あくまでも本設計競技の趣旨
は実施要領書「２ 趣旨」にあるように、「木造化」がなされた先進的なモデル
となる提案を選定するものです。
改正建築基準法（平成30年法律第67号）の内容を用いる提案としてください。
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No. 資料名 項目 ページ 質問 回答

21 設計条件書 (1) 1
分棟型にした場合、全てが４階建てでなければい
けないのでしょうか？

分棟型にした場合、全てを４階建てにする必要はありません。ただし、設計条件
書「1-(1)-イ」にあるように、「４階建ての木造共同住宅の全国モデル」を考慮
した提案としてください。

22 設計条件書 1-(7)-イ 2
建設費の概算を行うこととありますが、提出はど
の程度の内容のものが必要かご教示ください。

詳細は不要ですが、具体性・実現性を考慮した提案としてください。

23 設計条件書 1-(7) 2
建設費の縮減・工期の管理の中で、建設予定時期
は書かれていますが、基本・実施設計の工期の予
定期間は、いつからいつまででしょうか？

基本・実施設計業務の期間は、令和２年６月～令和３年３月を予定しています。

24 設計条件書 1-(8) 2

旧10,11,12号及び、津田乾開団地の空地利用に関
して、既存建物を改修して再利用することは可能
でしょうか？
また、この公営住宅の耐震基準は満たされていま
すか？

既存建物を利用することは可能です。ただし、津田乾開のスターハウスについて
は、耐震基準を満たしていません。その他の住棟については、耐震基準を満たし
ています。

25 設計条件書 1-(8) 2
空地利用については、民間事業者の活用を想定し
たものとして良いでしょうか？

空地において県営住宅以外の施設を整備する事業（以下「施設整備事業」とい
う。）は、ＰＦＩ事業により、地域の実情を把握している県内事業者が主体的に
関わることを予定しています。

26 設計条件書 3-(5) 5
周辺空地の活用提案とは、各空地に①②③の機能
を有する“具体的”な要途と、“具体的”な規模
を提案すればよろしいでしょうか？

土地利用の方針を明確にする提案としてください。なお、規模についてはボ
リューム感が分かる程度としてください。

27 設計条件書 3-(5) 5
周辺空地の活用について予算規模・時期の情報は
あるますか？

住棟の建設と施設整備事業はＰＦＩ事業を予定しており、予算規模は事業者の提
案内容によります。また、施設整備事業の着工は令和４年４月の予定です。

28 設計条件書 2-(3) 2
旧10・11・12号棟の住人は新設住棟に引越という
ことでよろしいでしょうか。その場合、何室必要
になりますか。

旧10・11・12号棟には計20世帯が現住しておりますが、新設住棟へ引越をするか
は今後の希望に応じていくため、変動していきます。

29 設計条件書 2-(1) 3
浸水高さは敷地図に記載のあるＢＭからの高さか
らですか？

ＢＭからの高さではありません。建築予定の地盤面からの高さです。徳島県総合
地図提供システムを参照ください。
URL（https://maps.pref.tokushima.lg.jp/bousai/）

30 設計条件書 3-(1) 4
民地の接道とあるがこの接道から延長して敷地内
通路としてよろしいか。

可能ですが、地域住民の生活に支障がないよう配慮してください。
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31 設計条件書 3-(1) 4

東側市道と西側市道を結ぶ、歩行者・二輪車用
(避難用)の敷地内通路を１箇所以上設けることと
書かれていますが、幅員はどの程度必要でしょう
か？また、敷地内の既存通路の位置を変更してよ
ろしいか？

常時は地域住民の生活の利便性のため、災害時には、避難路とするために設ける
ものです。幅員の条件はありません。配置計画により設定してください。なお、
敷地内の既存通路の位置は変更しても結構です。

32 設計条件書 3-(2)-エ 4
車椅子対応住戸の戸数は何住戸設置すべきでしょ
うか？

戸数の定めはありません。

33 設計条件書 3-(2) 4 津波浸水高さに住戸を配置してよいでしょうか？
住戸を配置することに問題はありません。施設整備事業等により、住民が円滑に
避難できるよう配慮してください。

34 設計条件書 3-(2)-オ 4
津波の被害に対して、1階の部分の床レベルの設
定をＢＭ＋3000mm程度、あるいは２階部分をピロ
ティ形式とすることは可能ですか？

構造的な実現性や建設費等をご検討いただいたうえであれば可能です。また、
No.16～18の回答もあわせて参照ください。

35 設計条件書 3-(2)-オ 4
「1階床高さを既存1号棟と同程度にすること」と
あるが、どのような理由からでしょうか。

新浜町団地を含む新浜地区は豪雨によって浸水の被害を受けたことがあるためで
す。

36 設計条件書 3-(2)-オ 4
一号棟のレベルがわかる配置図、平面、断面等の
資料はありますか？

レベルが分かる配置図を（参考資料・追加１）として公開します。

37 設計条件書 3-(2)-キ 4
同施設を分棟化した場合、それぞれの棟にエレ
ベーターが必置なのか、1棟のみで良いのでしょ
うか。

それぞれの棟について高齢者等の鉛直移動が円滑となるように配慮してくださ
い。

38 設計条件書 3-(4) 4
「外構等は含まない」とありますが、提示されて
いる住戸以外（既存集会所の建替え等）を提案し
た場合、建設費は追加されるのでしょうか。

集会所の機能は施設整備事業にて整備予定であり、今回の競技においては、住棟
以外の提案を求めてはいません。従って、建設費の追加はありません。

39 設計条件書 3-(3)-ア 4
居住者用や来客用の駐車場の駐車台数に目安はあ
りますか？

居住者用の駐車場については、１・５・６号棟の既存駐車場を利用する予定で
す。また、来客者用の駐車場は、施設整備事業と合わせて提案してください。

40 設計条件書 3-(4) 4
「(4)建設費に関する条件」で示される建設費の
上限の金額に、敷地の造成費は含むのでしょう
か。

設計条件書に記載している建設費に、嵩上や造成等にともなう費用は含まれませ
ん。

41 設計条件書 3-(4) 4 建設費には地盤改良費を含むのか？ 含みます。
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42 参加表明書 - -
県外の事務所と共同企業体として参加する場合、
必ずしも代表事務所が徳島県知事の登録を受けて
いる事務所である必要はありますか？

代表事務所が必ずしも徳島県知事登録を受けている事務所である必要はありませ
ん。

43 会社概要書 - -
個人事業主の場合、資本金の欄は、空欄で問題無
いでしょうか？

空欄で結構です。

44 参考資料4 - -
既存杭に関して撤去が基本条件でしょうか。ま
た、既存杭の処置は工事予算に含まれているか。

既存杭は支持杭ではなく、全て撤去すると、地盤が緩むことが懸念されるため、
配置計画により支障となる場合に限り撤去してください。その場合の撤去費用は
含みます。それ以外の既存杭を撤去する費用は含んでいません。

45 参考資料6 - - 敷地図のCADデータはいただけないのですか。
JWWの敷地データを、（参考資料・追加２）としてＺＩＰファイルで公開しま
す。

46 参考資料6 - -
東側市道沿いに整備する路側帯は、敷地内になる
のか道路内になるのか？また図中の赤いハッチ内
に配置するものと考えてよいか？

路側帯は敷地内です。歩行者用通路として計画してください。

47 参考資料7 - -
地積測量図にて、2号棟南側の計画地の境界線を
ご指示ください。

JWWの敷地データ（参考資料・追加２）を活用してください。

48 現場見学会 - -
現状の敷地は隣接する道路より地盤が低いと思わ
れます。１号棟のように盛土等を行い地盤を嵩上
する必要はありますか？

新浜町団地を含む新浜地区は豪雨によって浸水の被害を受けたことがあるため、
敷地内の排水を配慮し、かつ、周辺への浸水の影響も考慮し、提案してくださ
い。

49 現場見学会 - -

現場見学会に参加したのですが、敷地北部の西側
道路近くにある、既存コンクリート構造物はなん
でしょうか？計画では無視できるものでしょう
か？

ご指摘の、水門が設置されている排水桝は撤去予定です。

50 - - -
新浜町団地の他の住棟の間取りは公開していただ
けますでしょうか？

新浜町団地１・５・６号棟の間取り図を（参考資料・追加３）として公開しま
す。

51 - - -
ダイニング・リビング・寝室・バルコニーといっ
た各室の面積や仕上げなど、県営住宅の標準的な
仕様はありますでしょうか？

標準的な仕様はありませんが、耐久性のある材料の使用など、ライフサイクルコ
ストの縮減に配慮してください。

52 - - -
災害時の拠点としての機能(集会所や備蓄倉庫)は
必要でしょうか？

施設整備事業で提案してください。またNo.38の回答もあわせて参照ください。

53 - - -
旧10・11・12号棟および津田乾開はいつ解体され
るのでしょうか？

現在、解体工事の時期は未定です。
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