
質問回答書                Ｈ３０年３月８日現在 

北広島町まちづくり拠点施設基本計画・基本設計・実施設計業務公募型プロポーザル 

 

質問事項について、次のとおり回答します。（質問数：２１）                                           

番号 回答日 分類 質問事項 回答 

１ 2月 27日 実 施 要 領

P5（3）技

術提案を求

めるテーマ 

「模型（模

型写真）・パ

ース等」 

技術提案の内容を補完するための模型（模型写真）・パース

等の使用は問題ないと考えて宜しいでしょうか。 

ご教授ください。 

貴見のとおりです。 

２ 2月 27日 実 施 要 領

P7（3）技

術提案を求

めるテーマ 

「多目的ホ

ール（定員

200 人 程

度）を設置」 

多目的ホールは必要諸室である現行公民館の大会議室を兼

用するものと考えて宜しいでしょうか。 

ご教授ください。 

貴見のとおりです。 

３ 2月 27日 実 施 要 領

P7（3）技

術提案を求

めるテーマ 

「多目的ホ

ール（定員

200 人 程

度）を設置」 

多目的ホールはステージ、移動観覧席等が必要でしょうか。 

ご教授ください。 

ステージは必要ですが、常設か可動式かの特定はしてお

りません。移動観覧席は必要ありません。 

４ 2月 27日 実 施 要 領

P7（4）計

画にあたっ

ての留意事

項 

「コアゾー

ン（緑の日

広場）」 

コアゾーンは野球やサッカー等の球技の練習や試合での利

用はないと考えて宜しいでしょうか。 

ご教授ください。 

貴見のとおりです。 

５ 2月 27日 実 施 要 領

P7（4）計

画にあたっ

ての留意事

項 

「地域交流

ゾーンは商

業施設との

アクセスを

考慮」 

「地域交流ゾーンは商業施設とのアクセスを考慮するこ

と」とありますが、車のアクセスはないと考えて宜しいで

しょうか。 

ご教授ください。 

貴見のとおりです。 



６ 2月 27日 現行公民館

の跡地利用 

 駐車場を整備する想定でしょうか。 

ご教授ください。 

貴見のとおりです。 

７ 2月 27日 現行公民館

の利用状況 

 現在の利用状況についてご教授ください。 

（グループ・人数等） 

定期的な利用者は別紙「平成２９年度千代田中央公民館

サークル一覧表」のとおりです。他にも不定期ですが料理

教室なども実施されています。 

また、講座・会議等も多数行われ、年間の利用者数は約

26,000人です 

８ 3月 2日 実 施 要 領

P6（3）技

術提案を求

めるテーマ 

 【テーマ２】「生涯学習業務を行う部署の事務所を整備し」

とありますが、人数や規模など分かる範囲でお示しくださ

い。 

詳細は未定ですが、10人程度で提案してください。 

９ 3月 2日 実 施 要 領

P6（3）技

術提案を求

めるテーマ 

 【テーマ５】「社会福祉協議会千代田支所（事務所・倉庫 100

㎡程度）を設置」とありますが、当施設管理事務室とは別

に、設置するととらえてよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

10 3月 2日 実 施 要 領

P7（4）計

画に当たっ

ての留意事

項 イ 

 「コアゾーン（緑の広場）」とありますが、コアゾーンへの

提案はおこなってもよろしいでしょうか。現在の年間使用

状況が分かる資料をご提示願います。 

まちづくり施設とコアゾーンの繋がりに関連するもので

あれば、ご提案ください。 

コアゾーンは、北広島町まちづくり拠点整備基本計画Ｐ

７及び８に基づいて必要な整備を行いますので、現況の利

用形態とは異なります。 

11 3月 2日 実 施 要 領

P7（4）計

画に当たっ

ての留意事

項 エ 

 「商業施設ゾーンとのアクセスを考慮」とありますが、現

在計画地西側には商業施設用の駐車場およびバックヤード

が配置されています。 

 将来的に、商業ゾーン側のアクセス整備を前提として捉

えてよろしいでしょうか。 

商業ゾーン側のアクセス整備は未定ですが、実施要領Ｐ

７の【テーマ５】に基づいたまちづくり施設の提案を求め

ます。 

 

 

12 3月 2日 様式 10 の

業務実施方

針 

 現在枠が記載されていますが、余白や書き方等はこちらで

変更してもよろしいでしょうか。 

貴見のとおりですが、各項目については、この内容でお

願いします。 



13 3月 2日 本計画地に

ついて 

 本計画地の敷地境界線、現況レベルが分かる資料をご提示

いただけますでしょうか。 

提案における敷地境界線及び現況レベルについては、参

考資料 1を参考にしてください。 

また、地域交流ゾーンとコアゾーンの境界についての考

え方については、実施要領Ｐ７の【テーマ５】を参考にし

てください。 

14 3月 2日 現行公民館

について 

 現在公民館に配置されております礼法室では、どのような

活動が行われているのでしょうか。 

習字・囲碁のサークルなどが行われています。 

15 3月 2日 道路からの

乗り入れ部

分について 

 前面道路からの乗り入れ位置と個所数は任意に設定しても

よろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

16 3月 2日 敷地の範囲

について 

 A4 版の書類の建設地周辺図において赤いラインの地域交

流ゾーンの中に、現状は南東側の道路沿いの一部が庁舎及

びきたひろネットセンターの敷地（絵では灰色の部分）と

なっております。赤いラインが今回の敷地ではなく、灰色

を除く部分が敷地と考えてよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

17 3月 2日 地域交流ゾ

ーンとコア

ゾーンの境

界について 

 実施要領の技術提案を求められるテーマ５の文面で「地域

交流ゾーンとコアゾーンの境界は明確に決定したものでは

ない。」という意味は、両ゾーンの境界は任意的に設定して

もよく、敷地面積約 4000㎡と記載されているものの、多少

増減してもよいと解釈してよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

18 3月 6日 職員の人数

について 

 公民館、社会福祉協議会千代田支所それぞれの開館時間、

閉館日、職員の人数を教えてください。 

千代田中央公民館の現況は次のとおりです。 

開館時間 8：30～22：00（日曜日 8：30～17：00） 

閉館日 12月 29日～1月 3日のみ 

職員  ５名（非常勤含む）  

  

社会福祉協議会千代田支所に関しては、実施要領 7 ページ

のとおりでお願いします。 

 



19 3月 6日 提案書につ

いて 

 本計画のVR（バーチャルリアリティー）モデリングをWEB

上で見ることができる QR コードを提案書内に記載しても

よろしいでしょうか。 

ＱＲコードの記載は認めません。 

20 3月 6日 ヒアリング

について 

 ヒアリングの際に、提案書に掲載した模型写真の模型を持

ち込むことは可能でしょうか。 

模型の持ち込みは認めません。 

21 3月 8日 実 施 要 領 

参考資料 2

現行公民館

平面図 

焼き物釜室

について 

現行公民館に油焚きの窯があると思いますが、移設は難し

いと思われます。新施設ではどのようにお考えでしょうか。

電気釜等、熱源と大きさを決めていれば教えてください。 

電気釜を想定しています。大きさは未定です。 

 


