
令和３年８月２日現在
No. 質問項目 内容 回答 回答日

1

７ 参加表明書及び技術
提案書の作成等
（３）提出書類の作成及
び記載上の留意事項
様式８～１０

「文章を補完するためのイメー
ジ図等は規定する範囲に限定し
て記載することを認めます」と
ありますが、模式図・概念図・
既存建築物（名称を記入）の写
真・グラフ・表等はイメージ図
等に該当しないと考えてよろし
いでしょうか。

「文章を補完するためのイメー
ジ図等」には、模式図・概念
図・既存建築物の写真・グラ
フ・表等を含みます。視覚的表
現については、文章を補完する
ために必要最小限の範囲におい
てのみ認めますので、規定する
範囲に限定して記載して下さ
い。

7月21日

2 敷地の場所

敷地の場所は「詳細位置は未
定」との事ですが、基本設計開
始時にご提示いただけるとの考
えで宜しいですか。

敷地の場所については、現時点
で、未定となっており、早期に
場所を決定できるよう、検討し
ています。

7月28日

3 敷地の状況

現在ご予定されている敷地のイ
ンフラ（電気・水道・ガスな
ど）の状況についてご教示くだ
さい。

詳細位置が未定のため、具体的
な状況は不明ですが、周辺地域
では、町営水道及び公共下水道
が整備されています。
ガスについては、個別供給方式
のＬＰガスが一般的です。
電気については、引込工事等が
必要になる可能性があります。

7月28日

4 提案書の評価
審査員のメンバーを開示いただ
けませんか。

審査員メンバーについては、非
公表とします。

7月28日

5

７参加表明書及び技術提
案書の作成等
（２）技術提案書提出書
類

「様式７から様式１０までに
は、各一部の裏面に提出者を記
載することとし、残りの提出部
数及び全ての表裏両面には提出
者を特定することができる内容
は記載しないでください。」と
あるが、様式２の表面について
は上記内容が記載されていても
よいという認識でよろしいで
しょうか。

様式２の表面については、提出
者を特定することができる内容
を記載されていても問題ありま
せん。

7月28日

技術提案書に関する質問及び回答
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6

７参加表明書及び技術提
案書の作成等
（３）提出書類の作成及
び記載上の留意事項

「様式８から様式１０までの作
成にあたっては、提案内容を具
体的に表現するためのスケッチ
等を規定する範囲（１５０平方
センチメートル以内の大きさで
位置は任意）に限定して記載す
ることを認めます。」とある
が、「具体的に表現するための
スケッチ等」は、各ページにお
いて１５０平方センチメートル
以内であれば、複数枚使用して
もよろしいでしょうか。

「具体的に表現するためのス
ケッチ等」は規定の範囲で複数
枚使用しても問題ありません
が、表現は文章によることを原
則とし、視覚的表現は文章を補
うためのものであることを認識
し、必要最小限としてくださ
い。

7月28日

7
３事業計画概要
（１）計画施設概要
 イ、ウ

左記項目および事業計画特記仕
様書では、敷地位置と面積は未
定という記載がありますが、本
プロポーザルにおいて想定敷地
図等は提示されるのでしょう
か。それとも敷地を設定せずに
提案するという考えでしょうか

敷地位置及び面積については未
定であるため、本プロポーザル
においては、敷地を設定せずに
提案をお願いします。 7月28日

8

７参加表明書及び技術提
案書の作成等
（３）提出書類の作成及
び記載上の留意事項

質疑No.6の「規定の範囲で複数
枚使用しても問題ありません」
とは、必要最低限であれば150
㎠の図表を複数枚使用も可能と
考えてよろしいでしょうか。

文章の補完に必要な具体的に表
現するためのスケッチ等は、規
定する範囲（150㎠以内）であ
れば、複数枚使用することは可
能です。

7月30日
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9 様式８～１０

技術提案書の中にSDGsを分か
りやすく表現できるようSDGs
のアイコンを使用したいと思い
ますが「文章を補完するための
イメージ図等」に該当しないと
考えてよろしいでしょうか。

SDGsのアイコンについても
「文章を補完するためのイメー
ジ図等」として取扱いますの
で、規定する範囲（150㎠以
内）での表現としてください。
ただし、枠での囲み及び「○○
cm×○○cm=○○㎠」の標記は
省略可能とします。
また、SDGsロゴ及びアイコン
等の使用にあたっては、国際連
合広報センターの定めるガイド
ラインに従って使用してくださ
い。

7月30日

10

要綱 ３ 事業計画概要
（２）施設設計の基本条
件
ア（イ）公民館

公民館の職員予定人数が分かれ
ばお知らせください。

現在の職員数は２名ですが、将
来的な公民館機能の拡充を考慮
して、３名程度の職員が従事可
能な職務環境を想定してくださ
い。

8月2日

11

要綱 ３ 事業計画概要
（２）施設設計の基本条
件
イ駐車場

児童の送迎とありますが、送迎
は園専用の送迎バス等の可能性
がありますか。
又、将来対応の可能性も確認さ
せてください。
可能性がある場合、何台を想定
されますか。

園児の送迎については、保護者
の自家用車での送迎としてお
り、送迎バスの利用は、将来的
にも想定していません。 8月2日

12

特記仕様書（案）
３設計与条件
（２）施設の条件
鳥取県認定こども園に関
する条例

食事の提供について、基本的に
園内調理を想定されていると考
えてよろしいでしょうか。

食事の提供については、調理師
による園内調理を予定していま
す。 8月2日

- 3/4 -



令和３年８月２日現在
No. 質問項目 内容 回答 回答日

技術提案書に関する質問及び回答

13
３事業計画概要
（２）ア（ア）児童の基
準定員

児童の基準定員について、
０歳児：15名、１歳児：15名、
２歳児：15名、３歳児：25名、
４歳児：25名、５歳児：25名と
ありますが、
３～５歳児の各25名について、
１号認定と２号認定の人数比率
をご教示頂けますでしょうか。

３～５歳児の１号認定と２号認
定の定員人数比率は、各クラス
ともに、
１号認定３人
２号認定２２人
としています。

8月2日

14
３事業計画概要
（２）イ駐車場

園児の送迎について、
 送迎には送迎バスの利用はあ
りますでしょうか。
 送迎バス利用の場合、バスの
大きさ及び台数をご教示頂けま
すでしょうか。

園児の送迎については、保護者
の自家用車での送迎としてお
り、送迎バスの利用は想定して
いません。

8月2日

15

技術提案書に関する質問
及び回答（７月30日現
在）
質疑回答No.8

質疑回答No.8の
 「文章の補完に必要な具体的
に表現するためのスケッチ等
は、規定する範囲（150㎠以
内）であれば、複数枚使用する
ことは可能です。」とあります
が、様式8～10それぞれにおい
て、各様式1枚につき150㎠以内
のスケッチ等を複数枚使用する
ことが可能と考えて宜しいで
しょうか。

ご質問にあるとおり、150㎠以
内のスケッチ等を複数枚使用す
ることは可能です。

8月2日

16 様式８～１０

質疑No.6、質疑No.8、質疑No.9
に関して再度確認をお願いしま
す。
文章を補完するためのスケッチ
等は規定する範囲（150㎠）に
ついてですが、一つの提案書に
ついてスケッチ等の合計の面積
が150㎠と考えていますがよろし
いですか。（一つの提案書で
150㎠以内のスケッチを複数枚
使用できる意味ではない）

一つの提案書で、150㎠以内の
スケッチ等を複数枚使用するこ
とは可能です。
一つの提案書について、スケッ
チ等の合計面積を150㎠以内と
する必要はありません。 8月2日
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