
「awa臨港プロジェクト」設計競技に関する質問回答　令和２年１０月２日（金）

資料名 ページ 項目 質問内容 回答

1 全体
参考資料12_既存建築物の外観・内観写真（一覧）のような形で解体
後の写真はいただけますでしょうか。

徳島新聞社で施工中の解体工事は12月末完了予定と聞いております
が、随時、状況をSNSを通じて公開してまいります。

2 実施要領書 2 2
今回の提案で敷地周辺の提案をすることは可能ですか？例えば敷地北
側に産廃処理施設がありますが、この施設のマリンピア沖洲内での移
転を提案することは可能ですか？

当該敷地以外の提案に関しては、審査対象外となります。

3 実施要領書 4 6-1 (1) 構成員は、登録を受けている建築士事務所である必要があるか。 そのとおりです。

4 実施要領書 4 6-1 (1)
徳島県外の一級建築士事務所が、徳島県内の建築士事務所と共同企業
体を組む場合、徳島県内の建築士事務所は二級建築士事務所でも可能
か。

可能です。

5 実施要領書 4 6-1 (1) 構成員は、徳島県の入札参加資格を持っていなくても参加可能か。

本設計競技には、徳島県の入札参加資格を持っていなくても参加可能
です。
ただし、基本・実施設計業務委託の契約においては必要となる場合が
ありますので、10月9日（金）までに改めて回答いたします。

6 実施要領書 4 6-1 (1)
総括・意匠・構造・設備の担当者は、協力事務所から設置することは
可能か。

協力事務所からの、総括・意匠・構造・設備の担当者設置は認めてお
りません。

8 実施要領書 4 6-1 (1)
協力事務所は異なる二社以上の応募者の支援をしても
差し支えがないか。

差し支えありません。

9 実施要領書 4 6-1(1)エ 協力事務所において、大学教員の参加は可能か。
可能です。
※実施要領書の修正を行いました。

10 実施要領書 8 7-3
設計提案書のA3用紙レイアウトは縦横の指定はありますでしょうか。
審査会の掲示時は、A3二枚縦並びでしょうか、横並びでしょうか。

レイアウトの指定はございません。
審査会の展示は、レイアウトに関わらず、２枚を上下縦並びで展示予
定です。

12 実施要領書 11 9-3
「アドバイザリー等業務」はリノベーション工事を行う事業者から委
託の申し出があった場合にのみ、発注されるのでしょうか。

当該業務の必要（発注）の可否は、実施設計後に徳島県が判断いたし
ます。
※実施要領書の表現を修正いたしました。

13 設計条件書 1 1.(1)ニ 工事及び運営について、どのような事業形態を想定されていますか？
民間事業者が管理運営する可能性も含め、具体的な契約方法について
は、ご提案いただいた用途、運用方針等も踏まえ、検討してまいりま
す。

14 設計条件書 １ 1.(1)ニ
運営方針について、a.県営/b.県の委託を受けた民間運営者/c.営利目
的の民間事業者…のようにいくつか候補を準備することは可能です
か？

可能です。

「アドバイザリー等業務」とは、国土交通省告示第98号に定める「工
事監理」とは異なる業務となりますでしょうか。

構造・設備の担当者は、構造設計一級建築士や設備設計一級建築士
等、何らかの資格が必要か。

担当の設置を求めている理由は、各業務をとりまとめ遂行する責任者
を応募者において定めていただくことを意図したものです。
従って、本設計競技における構造や設備の担当者について、構造設計
一級建築士、設備設計一級建築士、設備設計士等の資格を要件とはし
ておりません。
なお、実施設計にあたっては、設備設計一級建築士の関与が求められ
ます。

「工事監理」業務とは異なるものです。
設計者が、設計意図を正確に伝えるため、質疑応答、説明、工事材
料、設備機器等の選定に関する検討、助言等を行う業務です。
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資料名 ページ 項目 質問内容 回答

15 設計条件書 1 1.(1)ニ
災害時/平時、共に官公庁/民間事業者による管理運営の分担などの提
案は自由と考えてよろしいでしょうか。若しくは、最低限官公庁が担
当する必要がある部分などあればご教示願います。

災害時は「広域物資輸送拠点」として、県が管理運営する予定です。

16 設計条件書 1 1.(1)ニ
事業者がチームの一員として参加し、事業として非常に実現性の高い
提案がなされても、あくまで設計コンペとして審査されると考えてよ
ろしいでしょうか？

そのとおりです。

17 設計条件書 1 1.(1)ニ

県の公共プロジェクトですので、特定の施設運営コンテンツを前提と
する運営提案や、特定の運営事業者や運営コンテンツを提案書の中に
明示または暗示することは不可であると認識しておいてよろしいで
しょうか。

一次審査については、匿名での審査のため、特定の運営事業者や運営
コンテンツ等、提案書に応募者の特定につながる情報は含めないでく
ださい。

18 設計条件書 1 1.(1)ニ
民間による運営を想定する場合、具体的な運営業者の候補を上げる必
要はありますか。

業種・業態やスキームのご提案を求めるものであり、具体的な運営業
者の提示は不要です。

21 設計条件書 1 1.(1)ホ 事業収支に関するシミュレーション等は必要でしょうか？ シミュレーションは不要です。

22 設計条件書 1 1.(2)イ
「広域物資輸送拠点」の用途以外の広域防災拠点に求められる機能
（ベースキャンプ機能、災害医療支援機能、備蓄機能等など）は不要
と考えてよろしいでしょうか。また、提案は可能でしょうか。

発災直後の津波避難ビル（一時避難場所）としての利用と、道路啓開
完了後から「広域物資輸送拠点」としての利用を想定しており、その
他の機能は要件としておりませんが、新たな機能の提案は可能です。

23 設計条件書 1 1.(2)イ 防災関係の備蓄は必要か。
災害時に「広域物資輸送拠点」機能が担保されれば、備蓄機能等につ
いては要件としておりませんが、提案は可能です。

24 設計条件書 1 1.(2)イ 災害時に持ち込まれる物資の量はどれくらいか。

災害規模や被災状況等にもよりますので、支援物資の種類・量を特定
することは困難ですが、
発災後は、国をはじめ多くの団体から、様々な支援物資が届くことが
想定されます。

25 設計条件書 1 1.(2)イ 津波時の陸路での搬送はどのように考えているか。
道路啓開完了後、緊急輸送路を中心に搬送することを想定しておりま
す。

28 設計条件書 2 1.(4)イ 長期修繕計画は存在するか。 ございません。

30 設計条件書 2 1.(5)ロ 建設費の概算に、設計も含めるべきか。
設計業務に関する報酬は、概算工事費を参考に別途、徳島県において
算出いたします。
ご提示いただく建設費用の概算には含めないでください。

建設費用・管理運営費用の回収期間の想定はありますでしょうか。な
い場合は運営方針と合わせて期間の想定をこちらから提案することに
なりますでしょうか。

10～20年を目安に、運営方針と合わせて、想定される回収期間をご提
示ください。

敷地の用途地域は工業地域であるが、用途規制の例外許可を見据え、
例えばホテル・旅館等、特定行政庁が工業の利便性または公益上必要
と認める可能性を考慮した用途を提案してよいか。

建設費用については、支援物資の輸送の中継地点とするために必要な
建設費以外を、収益で回収することができるような用途の提案として
ください。

許可手続きや許可の可否の検討を要することを考慮したうえで、建築
基準法第48条第12項に定める「ただし書き」による許可の可能性を想
定した提案は可能です。

建設費の上限等の条件・想定があればご教示ください。
ご提案いただく用途、規模、運用方針、工事内容に応じて経済的かつ
合理的な費用を見込んでください。

そのとおりです。
なお、想定浸水深は、2012年10月31日に公表した徳島県津波浸水想定
を基にしております。
（参考）https://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2012121000010/

敷地内の高低差は無いものとして想定浸水深は「参考資料4」の断面
図に記載がある GL± 0 から 1〜2m 程度として計画してよいでしょ
うか。

費用の回収範囲は、全ての建設費用か、あるいは部分的な建設費用で
いいのでしょうか。
中継地点として改修するヘリポート、防潮シャッター、
人荷用エレベーター、空調、弱電もなど費用も回収する計画とする必
要がありますでしょうか。

設計条件書 1 1.(1)ホ19

設計条件書 1 1.(1)ホ20

設計条件書 1 1.(2)ロ26

設計条件書 2 1.(5)ロ29

設計条件書 1 1.(3)イ27



資料名 ページ 項目 質問内容 回答

31 設計条件書 2 1.(5)ロ
建築本体の解体（仕上げ、雑壁、スチールパーティション撤去等）は
改修の計画と合わせて当該工事の中で行う想定でしょうか。その際は
工事費概算の中で解体工事費用も見込む必要がありますでしょうか。

そのとおりです。

32 設計条件書 2 1.(5)ロ 外構計画を提案した場合、当該費用も建設費用に含めるべきか。 そのとおりです。

33 設計条件書 3 2.(2)ハ
地階はリノベーション対象外とのことですが、受水槽や氷蓄熱等の既
存設備は残置ということでしょうか。
地階を設備スペースとして利用することは可能でしょうか。

地階は原則、リノベーションの対象外としており、既存設備は残置予
定です。
リノベーション後に不要と判断される設備の撤去費用、浸水対策等を
考慮のうえ、利用をご提案いただくことは可能です。

35 設計条件書 4 2（2） 既存建築物は耐火建築物なのか。 現状、耐火建築物として取り扱ってください。

36 設計条件書 4 2.(3)ハ
給水の数について、参考資料8のP6,7を正として受水槽やりかえの検
討（見積り）をすることは可能か。

可能です。

37 設計条件書 4 2.(3)ニ
屋内設置の設備は2階電気室に設置された動力分の電気設備のみ再利
用、その他はすべて撤去、新しい計画の中で新設という認識で宜しい
でしょうか。

そのとおりです。

38 設計条件書 4 2.(3)ニ
「既存の電動シャッター」は現状設置されているものはすべて残置の
想定でしょうか。

そのとおりです。

39 設計条件書 4 2.(3)ホ
輪転機等の生産設備及び空調設備は撤去予定とあるが撤去しないこと
も可能か。

不可です（現在、徳島新聞社において撤去中です）。

40 設計条件書 4 3.(1)
設計条件に沿った上で、外構に関しても自由に提案してよろしいで
しょうか。

可能です。

41 設計条件書 4 3.(1)ロ
現状の計画は敷地面積の15%以上の緑地が確保されているものとして
提案をしてよいか。不足している場合は追加で何m2程度必要なのか教
えてください。

現状、確保されているものとしてご提案ください。

42 設計条件書 4 3.(2)ロ
ヘリポートの位置づけは「非公共用へリポート」になるのでしょう
か？

「場外離着陸場」を想定しております。

43 設計条件書 4 3.(2)ロ
R種類とH種類のヘリポートがありますが、本計画のヘリコプター離着
陸できるヘリポートは[H]種類のヘリポートで宜しいでしょうか。

「場外離着陸場」を想定しております。

44 設計条件書 4 3.(2)ロ ヘリポートの整備規模として類似例を提示して欲しい。
徳島県立三好病院を参考にしておりますが、規模は設計条件書に記載
のとおりです。

45 設計条件書 4 3.(2)ロ ヘリポートの設置について、位置指定はありますか。
指定はございませんが、人荷用エレベーターとの動線、既存建築物の
柱位置等を考慮のうえ、ご提案ください。

47 設計条件書 5 3.(2)ト
増築または減築を行っても差し支えないとのことですが、既存建物に
確認済証、検査済証はありますか。

確認済証、検査済証ともに発行を受けております。

48 設計条件書 5 3.(2)ト、チ
耐力壁の除去、開口新設および増築、減築を検討するにあたり、構造
計算書の開示・閲覧は可能でしょうか。

希望者にのみ、送付させていただきます。
参加表明書を記入（共同企業体の場合は代表事務所欄のみで可）、押
印のうえ、PDF形式にて「awa臨港プロジェクト実行委員会」事務局ま
でメールでお送りください。
メールの件名を「awa臨港プロジェクト・構造計算書希望」としてく
ださい。

既存建築物の申請上の建築面積を教えてください。 設計条件書に2．(2)ホとして追加いたしました。

車リフトの人荷用エレベーターへの改修は必須かどうか。台数は１台
か２台か。

台数の指定はございませんが、少なくとも１台は、設計条件書のとお
り人荷用エレベーターに改修することが条件です。

設計条件書 4 2.(2)34

設計条件書 4 3.(2)ホ46



資料名 ページ 項目 質問内容 回答

49 設計条件書 5 3．(2)チ
耐力壁の移動を検討する場合、提案の時点で構造計算等
の検討結果提出が求められますでしょうか。
設計時の検討項目とすることは可能でしょうか。

本設計競技の審査書類として構造計算等の検討結果の提出までは求め
ませんが、構造的見地からの実現性の検討は行ってください。

50 設計条件書 5 3.(2)ト、チ
増改築や用途変更の検討を行うにあたり既存状態の法的な扱いの詳細
の確認が必要になります。確認申請時の図面（防火区画、扉、建具の
仕様が明記されたもの）の閲覧は可能でしょうか。

10月9日（金）までに改めて回答いたします。

52 設計条件書 5 3.(2)ヌ "一時的な避難場所”はどのくらいの期間を想定しているか。

一時避難施設の使用期間は、強い地震を感じたとき、弱い地震であっ
ても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき、津波警報が発表され
てから津波警報の解除等により津波のおそれがなくなったときまで、
とされております。

53 設計条件書 5 3.(3)イ 駐車場の必要台数の想定があるのか。
駐車場については、用途に応じて敷地外にも別途確保する予定ですの
で、必要台数の想定はありませんが、台数の提案をいただいて結構で
す。

56 設計条件書 5 3.(3)イ
駐車場は敷地内に全て確保しなくても良いとのことですが、徳島市の
浄化センター空地等の近隣敷地を駐車場として利用する計画は可能で
しょうか。

当該敷地以外の提案に関しては、審査対象外となります。

57 設計条件書 5 3.(3)イ 敷地外の駐車場整備費用は本工事に含まれるのでしょうか？ 含みません。

58 設計条件書 5 3.(3)ロ
「駐輪場は、敷地内に確保すること」とありますが、何台程度を予定
しているのか、ご教示ください。

最低限、既存の敷地内南西部の自転車置き場（参考資料３：「配置図
兼1階平面図」参照）と同様の規模を確保してください。当該自転車
置き場の活用も可能です。

59 設計条件書 5 3.(4)
空調、弱電設備の改修費用（既存撤去を含む5万円／㎡程度）とは建
物全体として考えればよろしいでしょうか？それとも支援物資の輸送
の中継地点（1Ｆ及びＰＨ階）の範囲でしょうか？

建物全体の空調、弱電設備の改修費用の一般的な単価として捉えてく
ださい。

61 設計条件書 5 3.(4)
建設費用の見積もりにあたり、過去大規模修繕をした箇所があるかど
うか、あれば内容をご提示願います。

公開している新築時の図面が現状と考えて、建設費用の見積もりをお
願いいたします。

62 参考資料
CADで復元された図面と手書きの図面に食い違いがある場合、手書き
を正としても良いですか？
(例えば2階のＣ通・3～12間の壁の柱への取り付き方)

手書き図面を正としてください。

64 参考資料１ 周辺地図
敷地の道路を挟んで東側にある緑地（徳島市浄化センターの北側の緑
地）等、敷地外の土地や建物も提案に含めることは可能でしょうか？

当該敷地以外の提案に関しては、審査対象外となります。

一時的な避難場所として確保すべき合計約4000m2のスペースは「支援
物資の一時保管、仕分け作業を行うエリア」とは別に設ける、つまり
2階以上に設けるという認識で宜しいでしょうか。また階段、廊下や
屋上といったスペースを算入することは可能か。

現在、徳島市から津波避難ビルとして指定を受けており、津波発生時
の一時避難施設としての使用を想定しております。
想定浸水深以上の位置にある階段、廊下、屋上（ヘリポート設置範囲
を除く）は避難床として算入可能です。

修繕が必要な漏水は認められませんので、漏水補修、屋上防水改修に
対する見積もりは不要です。
詳細については実施設計時に再調査するものとします。

建設費用の見積もりにあたり、過去漏水が発生したことがあるか、あ
れば具体的な箇所をご提示願います。また、屋上防水はどの程度補修
を見込めばよろしいでしょうか。

「駐車場は、敷地内にすべて確保しなくてもよい」とありますが、敷
地内に確保すべき想定駐車台数はありますか。

「駐車場は、敷地内にすべて確保しなくてよい」とのことですが、想
定する敷地外駐車場の位置、台数及び面積をお示しください。

各種図面のcadデータを公開してください。
参考資料２及び４のＪＷＷデータを、「参考資料・追加１」として公
開しました。

必要台数のうち敷地内に確保できない台数分について、「マリンピア
沖洲」内で確保する予定です。

平時において、敷地内に最低10台程度の駐車スペースを確保してくだ
さい。

設計条件書 5 3.(2)ヌ51

設計条件書 5 3.(3)イ54

設計条件書 5 3.(3)イ55

設計条件書 5 3.(4)60

参考資料63



資料名 ページ 項目 質問内容 回答

65 参考資料２
既存建築物
1F平面図

支度室の右側の小部屋は何でしょうか？
この部屋は、参考資料11.支援物資の輸送の中継地点としてのイメー
ジ図では支援物資の一時保管、仕分け作業を行うエリアから除かれて
いますが、その理由は何でしょうか？

既存用途は倉庫及びEPS（参考資料３：「1階平面詳細図（10）」参
照）です。
耐力壁ではないため、壁を撤去すれば一体的に利用することは可能で
すが、現状ではEPSが含まれること、面積が限られること等から、仕
分け作業エリアから除いております。

66 参考資料２
電気室内は撤去可能でしょうか。撤去後同じような場所をどこかに設
けないといけないでしょうか。

設計条件書2.(3)ニのとおり、既存の電動シャッター、消防ポンプの
動力分に関しては、現電気室に設置された既存設備を利用予定であ
り、撤去不可です。
それ以外に必要な電気設備については、撤去・新設をご検討くださ
い。

67 参考資料２
空調機械室A、空調機械室B室内は撤去可能でしょうか。撤去後同じよ
うな場所をどこかに設けないといけないでしょうか。

室内の空調機器は撤去中であり、令和２年内に全撤去予定です。
リノベーション工事において、用途、規模等に応じて必要な空調機械
室の設置をご提案ください。

68
参考資料２
参考資料４

参考資料2
_3P

参考資料4
_3P

1F平面図のおいて、輪転機室の中央付近の凹みがＦＬ－1100とありま
す。
断面図でこれに該当するのは点線部分でしょうか。

そのとおりです。
※断面図を修正いたしました。

69 参考資料２
輪転機室のＦＬ－1100の部分は、躯体とは別で床面を更かしてあると
の理解で宜しいでしょうか。
またその場合、材質はモルタル仕上げでしょうか。

躯体とは別に輪転機機械基礎として、コンクリート打設されていま
す。（参考資料６：「No233」参照）

70 参考資料７ 2ー3 電気設備 防災用自家用発電設備、既存設備は問題なく使用できますか。
自家用発電設備は徳島新聞社において撤去予定です。
その他撤去予定の設備機器（参考資料１０参照）以外は、使用できる
ものとして取り扱ってください。

71 参考資料７ 電気設備
現状(もしくは、新聞社が使っていた)契約電力はいくらだった
でしょうか。

現状は125kWです。

72 参考資料１０
既存設備の
撤去範囲

1階の熱源機械室の設備は撤去されずに再使用されるのでしょうか？
また、熱源機械室を移動することは可能でしょうか？

熱源機械室にはビル空調用のボイラーやチラーがありますが、費用面
から撤去・移動の予定はございません。

73 参考資料１０ p.3 空調機械室
「既存設備の撤去範囲」に2F空調機械室が含まれていますが、リノ
ベーション後、空調設備がある部屋はどちらになりますか？

空調設備、空調機械室は新たに設けるよう、適宜ご提案ください。

74 参考資料１１ 1
使用イメージ図が提示されていますが機能を担保すれば
それ以外の使用提案は可能ですか。

「広域物資輸送拠点」として機能が担保されれば、それ以外の使用に
ついて提案は可能です。

75 参考資料１１

現「発送ステーション」（「トラック等により地域内物資輸送拠点へ
搬出」と記載の箇所）のトラックが停車する段差の一部をスロープ・
階段等へ改変することは可能でしょうか。搬出トラックが一度に並列
駐車を行う台数の想定があればご教示願います。

段差の一部を改変することは可能です。搬出トラックが一度に並列駐
車を行う台数の想定は現在のところございません。

76 様式４会社概要書 資本金
個人事業主の場合、「資本金」の項目は記載不要で
構いませんでしょうか。

空欄で結構です。

10月9日（金）までに改めて回答いたします。
断面詳細図、矩計図、仕上げ表、外構詳細図、車リフト部分の詳細図
等があればご提示願います。

図面77


