
１．基本設計業務委託について

番号 質問事項（原文のまま） 回　答

1-1
4.プロポーザル説明書3頁、2(1)②業務内容に新美術館に係
る基本計画、基本設計とありますが、基本計画終了までの期
間はいつごろまで想定されておりますでしょうか。

委託契約の日から半年程度を見込んでおります。

1-2
実施設計業務と工事管理業務は本プロポーザル選定者が受注
する予定はありますでしょうか。

八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書p3
Ⅰ２(1)⑤にあるとおりです。

２．参加資格等について

番号 質問事項（原文のまま） 回　答

2-1
プロポーザル説明書５参加資格③(1)エの下記の資格、実務
要件を満たしていることとありますが実務要件に関しては制
限がないと考えてよいでしょうか？

宜しいです。

2-2
プロポーザル説明書Ⅰ、５参加資格(1)②アについて：
構成員とは個人事務所も含むか。

含みます。

2-3
共同体の構成員に関して：個人事業を置くことは可能か。他
都市（水戸）のプロポの場合は可能のようです。

可能です。

2-4
管理技術者および意匠担当主任技術者以外の主任担当技術者
は必ずしも一級建築士である必要はないと考えてよいので
しょうか。

宜しいです。

2-5
管理技術者が意匠担当主任技術者を兼任することは可能で
しょうか？

可能です。

2-6
説明書P7③ウに関して、電気設備担当主任技術者と機械担当
主任技術者の兼任は可能でしょうか。

可能です。

2-7
「プロポーザル説明書 P7 5(1)参加資格 ③技術者の資格条
件」において管理技術者が意匠担当主任技術者を兼ねること
は可能でしょうか。

可能です。

2-8
電気設備担当主任技術者と機械設備担当主任技術者について
兼任はできませんでしょうか。

可能です。

2-9
プロポーザル説明書P7③ウ・P8③エにあります管理技術者・
意匠担当主任技術者は、兼任することはできますでしょう
か。その他、兼任しても良い立場はございますか。

可能です。その他については、番号2-5～2-8までの回答を参
照してください。

2-10

「八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書」
p13⑤　ウ-ｃに記載されている、「総括責任者」について、
意匠主任担当技術者を総括責任者とすることはできますで
しょうか。

可能です。

2-11
協力事務所は他の応募者と重複して良いのか？（構造・設備
事務所など）

宜しいです。

2-12
協力事務所について、他の応募者との重複は問題ないでしょ
うか？

問題ありません。



2-13
協力事務所は他の設計企業体構成メンバーでなければ、重複
は可と考えてよろしいですか？

参加者（単体企業、設計共同体構成員）でなければ可能で
す。

2-14
「プロポーザル説明書 P8 5(2)参加に関する制限②」におい
て協力事務所が、他社と重複することは可能でしょうか。

可能です。

2-15
プロポーザル説明書p.8(2)「参加に関する制限」について、
他の提出者と協力事務所が重複して良いと解釈してよろしい
でしょうか。

宜しいです。

2-16

プロポーザル説明書P.8.５（２）参加に関する制限②より
「協力事務所を加えることは可」とありますが、他の提出者
の協力事務所として重複することは可能でしょうか？また、
担当者の重複も可能でしょうか。

可能です。

2-17 他の参加者との協力事務所の重複は可でしょうか。 可能です。

2-18
プロポーザル説明書p8.5.(2)②につきまして協力事務所の重
複は可能でしょうか。

可能です。

2-19
他の代表企業応募者の協力者となったっものが、重複して協
力者として参加することはできますでしょうか。

可能です。

2-20
参加資格および参加に関する制限について。
本プロポーザルに参加する単体企業が、他の参加者の協力事
務所として名を連ねることは認められますか。

認められません。

３．参加表明書の提出について

番号 質問事項（原文のまま） 回　答

3-1

説明書Ⅰ６(4)⑤ウについて
同種・類似業務の「平成１３年４月１日以降に携わった」と
は、平成１３年４月１日～参加表明提出日までに完了した業
務との理解でよろしいでしょうか。

契約日に関係なく、平成13年4月1日以降に携わった（現に携
わっている）業務が対象となります。

3-2
様式２，５に記載する業務とは、「平成13年4月1日以降に携
わった業務」とは「平成13年4月1日以降に契約した」「同種
業務・類似業務」という理解で宜しいでしょうか。

契約日に関係なく、平成13年4月1日以降に携わった（現に携
わっている）業務が対象となります。

3-3

２．プロポーザル説明書１０頁に「ウ　同種・類似業務とは
平成13年4月1日以降に携わった新増築～」と記載がありま
す。「同種・類似」に属さないプロジェクトを実績・経歴と
して記載する場合、平成13年以前のプロジェクトは記載可能
ですか。

契約日に関係なく、平成13年4月1日以降に携わった（現に携
わっている）業務が対象となります。

3-4
様式７過去の受賞歴が特に無い場合は、なしと記載すれば宜
しいでしょうか。

宜しいです。

3-5
様式７過去の受賞歴について、協力事務所としての受賞歴を
記載してもよろしいでしょうか。またそれを明記する必要は
ありますでしょうか。

宜しいです。その際には受賞当時の立場に「協力」と記載し
てください。

3-6
プロポーザル説明書Ⅰ、６手続等(4)③提出書類及び部数に
ある、番号１～１３のうち、２（様式２）について：事務所
とは設計共同体を含むか。

含みますが、その際には、構成員や設計した施設の概要、提
出者の立場等がわかる設計共同体協定書等の書類の写しを1
部添付してください。



3-7

プロポーザル説明書Ⅰ、６手続等(4)③提出書類及び部数に
ある、番号１～１３のうち、４（様式４）について：提案者
事務所とは設計共同体を含むか。あるいは設計共同体の構成
員各々がそれぞれの実績／技術者数を別個に作成する必要が
あるか。

構成員各々が提出してください。また、様式１４を追加した
ので、設計共同体の取り組み体制を記入の上、一緒に提出し
てください。

3-8
様式２に関して、図書館と集会場の用途を持つ複合施設の場
合は、同種業務・類似業務の両方に該当するとして１つの欄
に記入しても良いでしょうか。

かまいません。

3-9
様式２事務所の設計実績一覧表の記載について、同種及び類
似業務の実績が無い場合は、なしと記載すれば宜しいでしょ
うか。

宜しいです。

3-10

1.同種・類似業務とは、平成13年4月1日以降に携わった下記
業務・・・とありますが、設計業務完了が平成13年4月1日以
降であれば、契約がそれ以前の業務でも実績として宜しいで
しょうか

宜しいです。

3-11

様式５について
同種業務5件以上、類似業務が1件以上ある場合、5件とも同
種業務記入でよろしいでしょうか。（様式２の注意書きに準
ずる必要はないと考えてよろしいか）

宜しいです。

3-12
説明書P11　Ⅰ6（2）⑤ウ「同種・類似業務について」
進行中の設計業務も対象となるのでしょうか？

対象となります。

3-13

説明書Ⅰ６(4)⑤ウについて
同種・類似業務の「新増築（改築含む）に係る基本設計及び
実施設計業務」とは基本設計業務もしくは実施設計業務のど
ちらか片方の実績でもよろしいでしょうか。また、この場
合、同じ業務で基本設計と実施設計（契約は別々）の実績は
2件の実績とみなすことはできるでしょうか。

どちらか片方の実績しかない場合は、基本設計・実施設計の
別を備考欄に記載してください。
同一施設の基本設計と実施設計の実績は、合わせて1件の実
績として記載してください。

3-14

説明書Ⅰ６（４）⑤オについて
様式５に記載する事業実績は、同種・類似業務の実績を同種
業務を優先して５件以内を記載するとの理解でよろしいで
しょうか。

宜しいです。

3-15

Ⅰ　一般事項
６　手続等のうち(4)⑤ウにおいて、「同種・類似業務と
は、平成13年4月1日以降に携わった下記業務の新増築（改築
含む）に係る基本設計及び実施設計業務」とありますが、改
修設計も含まれると考えてよろしいでしょうか。

含まれません。

3-16
参加表明所の様式２事務所の設計実績一覧表にあります同
種・類似業務において、建物の規模による制限はございます
か。（○○m2以上のもの、など）

ありません

3-17
1．【事務所の実績（様式２）】【技術者の経歴（様式
５）】について、実績・経歴には「同種・類似」に属さない
プロジェクトも記載可能でしょうか。

可能です。

3-18

３．【事務所の実績（様式２）】【技術者の経歴（様式
５）】について、博覧会にて建設した「博覧会場（仮設パビ
リオン）」は「同種」または「類似」のいずれかに該当する
でしょうか。

「類似」に該当するものとします。

3-19
事務所の設計実績一覧表（様式２）について：
同種業務、類似業務以外の業務実績は記載しない方が良い
か。

記載してかまいません。

3-20

担当チームの経歴等（様式５）について：
・同種業務、類似業務以外の業務実績は記載しない方が良い
か。
・電気設備担当者と機械設備担当者は同一でも良いか。

記載してかまいません。
電気設備担当主任技術者と機械設備担当主任技術者は兼任し
てかまいません。



3-21
様式２の事務所の設計実績一覧表、および、様式５の担当
チームの経歴等の業務実績欄には、同種・類似業務に当ては
まらない業務についても記載するのでしょうか。

記載してかまいません。

3-22

■様式５の記載について
プロポーザル説明書P11-⑤-オに、「・・・6件以上の実績を
有する場合には、同種・類似業務を優先してください。」と
ございますが、同種・類似業務以外でも記載可能であると解
釈してよろしいでしょうか。

宜しいです。

3-23
公告 P5③※7 に関して、様式５に記載する業務実績も様式
７と同様に前籍の事務所等での実績を加えても良いでしょう
か。

宜しいです。

3-24
様式２の事務所の設計実績一覧表、および、様式５の担当
チームの経歴等の業務実績欄について、前籍の事務所等での
実績も含めて構いませんでしょうか。

様式２は不可、様式５は可とします。様式５については、前
籍での実績であることがわかるように記入してください。

3-25
八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書(4)
⑤ウ　平成13年４月１日以降に関わった同種・類似業務に前
所属事務所での経歴を含んで良いでしょうか。

様式２は不可、様式５は可とします。様式５については、前
籍での実績であることがわかるように記入してください。

3-26
受賞歴に関して：受賞当時の立場の項目があるが、前職にお
ける「意匠担当責任者」の場合、記載は可能か

可能ですが、前籍での実績であることがわかるように記入し
てください。

3-27
（様式５）について、前籍の事務所での実績を含めてもよろ
しいでしょうか。

可能ですが、前籍での実績であることがわかるように記入し
てください。

3-28
参加表明書の提出後の協力事務所の変更及び追加は、可能で
しょうか。

可能です。

3-29
様式３について
協力事務所が３社以上ある場合は、様式３をコピーして追加
作成すると考えてよろしいでしょうか。

宜しいです。

3-30

様式４について
意匠分野以外はすべて協力事務所とする予定ですが、協力事
務所の人数表記は（　）書き内数表示でよろしいでしょう
か。非正規社員の人数表示が同じく（　）内数表示のため、
他の表示方法とする場合は教えてください。

協力事務所は含めません。
協力事務所の分担業務分野及び人数については、様式３によ
り提出してください。

3-31
様式３　協力事務所「事務所の業種について」
構造設計業務を主とする場合は、［構造設計］、とすれば宜
しいでしょうか。

宜しいです。

3-32
（様式３）協力事務所、に記載する業務実績は、提出者以外
の協力事務所としての実績も記載することも可能でしょう
か。

可能です。

3-33

様式４の人数については協力事務所を含めたものでしょう
か。また、その場合、記載するのは協力事務所を含めた人数
であり、あくまで非正規雇用者に限定して（）内に記入とい
う認識でよろしいでしょうか。

協力事務所は含めません。
協力事務所の分担業務分野及び人数については、様式３によ
り提出してください。

3-34
様式３、協力事務所について、積算、ランドスケープなども
記載してよろしいでしょうか。

宜しいです。

3-35
様式３、協力事務所について、複数枚提出してもよろしいで
しょうか。

宜しいです。



3-36
様式４の技術職員数・資格一覧表は、本プロポーザルに参加
する事務所の技術職員数を記すものであり、協力事務所の技
術職員数は含めないという理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
協力事務所の分担業務分野及び人数については、様式３によ
り提出してください。

3-37
様式４の記載に関しまして、協力事務所の人数も含めること
ができますでしょうか？

協力事務所は含めません。
協力事務所の分担業務分野及び人数については、様式３によ
り提出してください。

3-38
電気・機械設備担当主任技術者は、必ず記入しなければなら
ないのでしょうか。また、協力事務所から参加する形として
よいのでしょうか。

様式５については、必ず記入してください。協力事務所から
の参加については宜しいです。

3-39
様式６の手持ち業務状況の契約金額欄について、ＪＶや協力
事務所として受注している場合も発注先との契約金額を一律
記載すると捉えてよろしいですか。

宜しいです。

3-40
３）様式４　技術職員数・資格一覧表について、単体企業で
の応募の場合、表に記載する人数は、協力事務所を含めた設
計チームの人数で良いか？

協力事務所は含めません。
協力事務所の分担業務分野及び人数については、様式３によ
り提出してください。

3-41
参加表明書の提出体裁に関して、番号1～11を閉じたものを1
部、番号1～5、7～8、10～11を閉じたものを2部、番号12は
別冊で1部、番号13を1部として良いでしょうか。

宜しいです。

3-42
様式５に関して、計画完了年月とは設計完了年月か工事完了
年月（予定含む）かどちらでしょうか。ご教示下さい。

設計完了年月です。様式５を修正し、ホームページに掲載し
ましたので、そちらを使用してください。

3-43
2.様式５　計画完了年月の欄は、設計完了日を記載すれば宜
しいでしょうか

設計完了年月です。様式５を修正し、ホームページに掲載し
ましたので、そちらを使用してください。

3-44
様式５　担当チーム「主任技術者の追加について」
記載のある分野以外の分野について、主任技術者欄を追加す
ることは可能でしょうか？（積算、外構等）

可能です。

3-45
2.様式４について
構造設計一級建築士の人数と電気設備の設備設計一級建築士
の人数の記入欄を教えて下さい。

構造設計一級建築士は、建築分野の一級建築士の欄に、電気
設備の設備設計一級建築士は建築設備士・技術士・一級建築
士の欄に、それぞれ記載してください。

3-46
様式２：事務所の設計実績一覧表に記載する実績は、契約を
締結しており、現在履行中のものも記載してよろしいでしょ
うか。

宜しいです。

3-47
様式５，６，７共通で積算、ランドスケープ等も追記してよ
ろしいでしょうか。

宜しいです。

3-48
様式４の人数について、資格を有しない職員はどのように記
載すればよろしいでしょうか。

その他に記載してください。

3-49
様式４について、資格を証明する書類を添付する必要はあり
ますでしょうか。

必要ありません。

3-50
様式５の資格について、構造担当主任技術者は構造一級建築
士でなければならないということでしょうか。（電気設備、
機械設備についても同上）。）

構造担当主任技術者は構造一級建築士でなくてもかまいませ
ん。（電気設備、機械設備も同様）



3-51
様式５の設計業務（計画）完了年月には、監理業務は含まれ
ておりますでしょうか。また、従事しているとは、いつの時
点でのことかご教示願います。

監理業務は含まれません。「従事している」とは、平成28年
12月１日現在となります。様式５を修正し、ホームページに
掲載しましたので、そちらをお使いください。

3-52
様式６について、12/1時点で契約完了、もしくは入札完了し
たものに限って記載することでよろしいでしょうか。また、
契約書および入札完了書の添付は必要でしょうか。

12月1日時点で、契約金額が500万円以上の業務を担当してい
る場合、その内容について記載してください。契約書、入札
完了書は必要ありません。

3-53 各種証明書の発行日について要件はありますでしょうか。

様式５については、資格証明書は有効期限内のものであれ
ば、要件はありません。
参加資格審査に関するものは、八戸市新美術館建設工事設計
者選定プロポーザル参加資格申請説明書をご覧ください。

3-54
提出書類の部数が複数の場合はコピーでもよろしいでしょう
か。

宜しいです。

3-55
「八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書」
p10③※１の資格証明書の写し等（1部）については3部では
なく1部という理解でよろしいでしょうか。

宜しいです。

3-56

プロポーザル説明書Ⅲ２(1)に関して：
プロポーザル公募以前より、年始～年度始めに事務所名を変
更する予定でいたのですが、参加表明書の提出後、構成員で
ある個人事務所の名称及び設計共同体の名称のみを変更する
事は可能か。不可な場合、いつであれば可能になるか。

可能です。

3-57
参加表明書（様式１）、審査関係書類（様式９）について：
提出者名は設計共同体の場合、設計共同体の名称になるか

設計共同体の名称で提出してください。また、様式14を追加
しましたので、一緒に提出してください。

3-58

参加資格審査申請書（第一号様式～第五号様式）はA4サイズ
のファイルに綴り込みの上提出とありましたが、プロポーザ
ル参加表明書の提出方法に関する記述は見当たりませんでし
た。プロポーザル参加表明書も同様の提出方法でよいので
しょうか。

番号3-41の質疑回答をご参照ください。

3-59

八戸市の入札参加資格を持っていない場合、様式１と参加資
格審査申請書類の提出が12月19日、それ以外の様式２～８と
資格の証明書・受賞実績の写しの提出は1月27日と考えてよ
ろしいでしょうか。その場合、上記提出書類一式をまとめた
DVDはどのように提出すればよろしいでしょうか。

12月19日までに提出する書類は、プロポーザル説明書p10の
表に、1月27日までに提出する書類は同p12の表にあるもので
す。

3-60
様式５について、業務実績の計画完了年月とは設計業務終了
時点の日付と考えてよろしいでしょうか。

設計完了年月となります。様式５を修正し、ホームページに
掲載しましたので、そちらをお使いください。

４．参加資格審査申請書の提出について

番号 質問事項（原文のまま） 回　答

4-1

八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル参加資格審
査申請書説明書３　提出書類　設計共同企業体で申請の場合
(3)～(9)の書類は、各社ごとについての記入でしょうか。あ
るいは合算しての記入でしょうか。あるいは代表者のみの記
入でしょうか。

各社ごとに提出してください。

4-2
プロポーザル説明書Ⅰ、６手続等(4)③提出書類及び部数に
ある、番号１～１３のうち、１２参加資格審査申請書につい
て：設計共同体の場合、各構成員分を提出するのか。

お見込みのとおりです。

4-3
参加表明時の業者登録に関して：共同体を組んだ場合、謄
本、実績がないが、主構成員の業績でよいか

各構成員がそれぞれ申請してください。



4-4
参加資格申請書は協力事務所は提出しなくてもよいのでしょ
うか。また、設計共同体を設立する場合は、代表者の所属す
る事務所のものを提出すればよいのでしょうか。

協力事務所は必要ありません。
設計共同体の場合、八戸市の登録業者ではない代表者及び構
成員のそれぞれが提出してください。

4-5
プロポーザル参加資格審査申請説明書　４記載要領　(3)の
登録等の証明書は建築士事務所協会が発行の建築士事務所登
録証明書で良いか？

宜しいです。

4-6
プロポーザル参加資格審査申請説明書　４記載要領　(6)の
個人等である場合は身分証明書とあるが、市町村が発行の住
民票で良いか？

住民票ではなく、本籍地の市区町村が発行する「身分証明
書」という証明書が必要です。本籍地の自治体に発行を依頼
してください。

4-7

プロポーザル参加資格審査申請説明書2ページ目「２申請者
の要件(2)経営状態が著しく不健全であると認められる者」
について。
著しく不健全と判断する具体的な基準があれば教えてくださ
い。

具体的には、銀行取引の停止、主要取引先からの取引停止の
事実がある場合等です。

4-8

弊社は八戸市以外の複数の地方自治体において入札参加資格
が認められる経営状態ですが、プロポーザル参加資格審査申
請説明書2ページ目「２申請者の要件(2)経営状態が著しく不
健全であると認められる者」に該当しないと考えてよろしい
でしょうか。

問題ない可能性が高いのですが、書類で確認させてくださ
い。

4-9

「八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル参加資格
審査申請説明書」４（１）第１号様式その２　14測量等実績
高②、③の決算について、様式は年度ごとに2期間記載でき
るようになっていますが、1年度分を1つの欄にまとめて記載
することでよろしいでしょうか。

宜しいです。

4-10

「八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル参加資格
審査申請説明書」４（１）第１号様式その２　14測量等実績
高について、審査基準日直前の会計年度の2か年分というこ
とでよろしいでしょうか。例えば平成26年1月1日～12月31日
と平成27年1月1日～12月31日ということです。

宜しいです。

4-11

「プロポーザル参加資格審査申請説明書P2.2,申請者の要件
(7)」において、「直前2事業年度における建築関係建設コン
サルタント業務に係る年間平均実績が無い者」とあるが、年
間平均実績とは年間平均実績高の事でしょうか。そうでない
場合、年間平均実績とは具体的にどのようなことでしょう
か。

お見込みのとおり、年間平均実績高の事です。

4-12

参加資格審査申請説明書p2　申請者の要件　項目（７）につ
いて
直前２事業年度には前職における建築関係建設コンサルタン
ト業務の実績を含むことができるか。

前職の実績を含むことは出来ません。

4-13

・「プロポーザル参加資格審査申請説明書　P2　２．申請者
の要件（７）」に”審査基準日（平成28年10月1日）の直前2
事業年度における建築関係建設コンサルタント業務に係る年
間平均実績が無い者”とありますが、”建築関係コンサルタ
ント業務”は規模や用途は問わないと理解してよいでしょう
か？

お見込みのとおりです。

4-14
財務諸表について、法人の場合は貸借対象表の写しではな
く、原本を提出するということでよろしいでしょうか。

写しでかまいません。

4-15
実務として測量を行っていない場合でも、測量等実績調書の
提出は必要なのでしょうか。

測量等実績調書（第3号様式）の提出は必要です。
登録業種区分に、「建築関係コンサルタント」と記載し、建
築関係コンサルタントの実績を記載して提出してください。

4-16

現在個人事業主から法人化を進めており、ちょうど参加表明
書を提出するタイミングでは個人、提案書を提出するタイミ
ングでは法人ということになり、実質法人としての実績は提
出時には無いことになります。従って、応募参加にあたって
は個人での提出、また、競争入札参加資格審査に係る「５
申請者の条件（７）希望する～」の「年間平均実績高」につ
いて、また「６　提出書類」の「（７）財務諸表」と、
「（８）納税証明書」は、個人事業としてのものの提出でよ
ろしいでしょうか。

個人及び個人事業としての提出でかまいません。



4-17

「八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル参加資格
審査申請説明書」４（３）について、『営業に関し、法律上
必要とする登録等の証明書』とは、具体的にどのような書類
が相当しますか。法人個人で違いがあれば、あわせてご提示
ください。

建築士事務所登録証明書を提出してください。
法人個人での違いはありません。

５．審査関係書類の提出について

番号 質問事項（原文のまま） 回　答

5-1 様式１０において、枠線は必要でしょうか。 枠線は削除してもかまいません。

5-2
現在配布の資料で様式10・11に枠が記載されているが、紙面
を最大限活用したいので枠外の利用もしくは枠の消去は問題
ないか？（様式番号と整理番号は記載）

問題ありません。

5-3
A1の技術提案書に掲載するコンテンツ等に関する記述があり
ませんが、必須な図面情報等はありますでしょうか。

八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書p14
Ⅰ７(1)①～④について記載してください。

5-4
様式１１技術提案書に模型写真及びＣＧを用いることは、可
能でしょうか。

可能です。

5-5
説明書P12　Ⅰ6(5)④．　「審査関係書類の表現について」
表現方法について制限はございますか？

八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書p12
～p13のとおりです。

5-6
様式１０において、文章を補足する図表の使用はよろしいで
しょうか。

八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書p13
のとおりです。

5-7 様式１０において、文字の大きさについてご教示ください。
八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書p12
Ⅰ６(5)④ウｂ．のとおりです。

5-8
様式１２において、行・列幅を編集したり、文字色、図表を
挿入することは可能でしょうか。

かまいません。

5-9

プロポーザル説明書P.12、④ウｅ．の様式9、10、12の整理
番号の記載枠サイズは2.5cm×5cmとありますが、フォントサ
イズ24ポイントなので、半分の1.25×2.5cmと考えてよろし
いでしょうか。

宜しいです。

5-10
様式１２：設計動員数とは各業務区分に係る人工数を記載す
るという理解でよろしいでしょうか。

宜しいです。

5-11
審査関係書類の様式１０（業務の実施方針）・様式１２（基
本設計工程計画）において枚数の指定はございますか。

ありません。

６．公開プレゼンテーションについて

番号 質問事項（原文のまま） 回　答

6-1
11.公告資料のP13　ヒアリングの参加者は、3名の他にパソ
コンの操作者1名も参加可能でしょうか。

第2次審査（公開プレゼンテーション及びヒアリング）の実
施方法等については、第1次審査を通過した方に別途通知し
ます。



6-2
プロポーザル説明書　p.13 5(5)⑤ウ　ヒアリング説明者は
総括責任者含め3名とありますが、様式5に記載した技術者以
外の者でも構わないのでしょうか。

第2次審査（公開プレゼンテーション及びヒアリング）の実
施方法等については、第1次審査を通過した方に別途通知し
ます。

6-3
説明書P13　Ⅰ6(5)⑤ウｃ．「ヒアリング説明者について」
設計事務所の代表者の参加は可能でしょうか？

第2次審査（公開プレゼンテーション及びヒアリング）の実
施方法等については、第1次審査を通過した方に別途通知し
ます。

6-4

「八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書」
p13「第2次審査（ヒアリング等）」において、「説明者は、
総括責任者を含め3名以内とする」とありますが、プロジェ
クター操作は別として考えてもよろしいでしょうか。また、
説明者は各担当主任でなくてもよろしいでしょうか。

第2次審査（公開プレゼンテーション及びヒアリング）の実
施方法等については、第1次審査を通過した方に別途通知し
ます。

6-5
12.ヒアリングでは追加資料なしとのことですが、動画及び
模型の使用はなしということで宜しいでしょうか。

第2次審査（公開プレゼンテーション及びヒアリング）の実
施方法等については、第1次審査を通過した方に別途通知し
ます。

6-6

プロポーザル説明書p13　第二時審査（ヒアリング等）の項
目a.における記述について
提出済み書類に模型写真等を使用した場合、プレゼンテー
ションにおいて模型の使用は追加資料とはならないか。

第2次審査（公開プレゼンテーション及びヒアリング）の実
施方法等については、第1次審査を通過した方に別途通知し
ます。

6-7
説明書P13　Ⅰ6(5)⑤ウ　「模型について」
ヒアリングに模型の持ち込みは可能ですか？可能な場合、サ
イズに制限はございますか？

第2次審査（公開プレゼンテーション及びヒアリング）の実
施方法等については、第1次審査を通過した方に別途通知し
ます。

6-8
2次プレゼンテーションにおいて、模型の持ち込みは可能で
しょうか。また可能な場合、台の寸法などご教示願います。

第2次審査（公開プレゼンテーション及びヒアリング）の実
施方法等については、第1次審査を通過した方に別途通知し
ます。

6-9
2次審査でプロジェクター、PCの持ち込みは可能でしょう
か。

第2次審査（公開プレゼンテーション及びヒアリング）の実
施方法等については、第1次審査を通過した方に別途通知し
ます。

6-10
2次プレゼンテーションにおいて、提案書に記載の内容を再
構成してよいという理解で宜しいでしょうか。

第2次審査（公開プレゼンテーション及びヒアリング）の実
施方法等については、第1次審査を通過した方に別途通知し
ます。

７．選定基準について

番号 質問事項（原文のまま） 回　答

7-1
設計事務所の体制及び実績、受賞歴は、採点の対象となるの
でしょうか。なる場合に、技術提案の内容との配分は、どの
くらいでしょうか。

八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書p13
Ⅰ6(5)⑤アのとおりです。

7-2

説明書P14　Ⅰ6(5)⑤/公告P6　４．選考方法（２）「審査・
選定について」
様式１１以外の審査関係書類は、採点評価の対象にはならな
い、ということでしょうか？

八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書p14
Ⅰ6(5)④選定基準のとおりです。

7-3

1.様式２について
類似業務が無く同種業務5件とした場合と、同種業務4件、類
似業務1件とした場合では、同種業務5件とした場合の方が高
採点になるのでしょうか。また、採点配分を教えて下さい。

八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書p14
Ⅰ6(5)④選定基準のとおりです。

7-4
新築銀行に関して新築銀行のデザインは評価対象外だが、配
置に関しては評価対象になると考えて宜しいでしょうか。

八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書p14
Ⅰ6(5)④選定基準及び7(1)のとおりです。

7-5
説明書P14　Ⅰ６④「選定基準について」
配点表を公表いただけないでしょうか？

八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書p14
Ⅰ6(5)④選定基準のとおりです。



８．中心街施設との連携について

番号 質問事項（原文のまま） 回　答

8-1
ロータリーの配置図、平面図をご教示ください。また、ロー
タリー内の樹木、記念碑、付帯構造物については保存すると
いう考え方でよろしいでしょうか。

ホームページ上で提供します。
ロータリー内の樹木等についてはお見込みのとおりです。

8-2
参考資料２、「敷地内イメージ２」にあるロータリー東側の
道路拡幅後の境界線が図示されておりますが、道路境界線な
らびに拡幅後の図面資料のご提供はありますでしょうか。

ホームページ上で図面を提供します。

8-3
ロータリーを含む敷地図面（高低差のわかるもの）をご提供
ください。CAD図もご提供いただけるようでしたらお願いい
たします。

ホームページ上で図面を提供します。

8-4
参考資料２、敷地内イメージ２、において、前面道路（ロー
タリー側）の拡幅を想定されていますが、その詳細な資料を
ご提供下さい。

ホームページ上で図面を提供します。

8-5
６）プロポーザル説明書14ページに、ロータリー内広場の活
用提案も可能と書かれているが、広場を整備する訳ではな
く、現状のままどう活用するかということと捉えてよいか。

宜しいです。

8-6

説明書P14　Ⅰ7(1)①補足、参考資料２　「ロータリー内レ
イアウトについて」
新たな植栽計画や既存施設の移設に関する提案は可能でしょ
うか？

現状を基本としてご提案をお願いします。

8-7
ロータリー内広場の活用に関して、現況維持すべきものがあ
ればご提示ください。

現状を基本としてご提案をお願いします。

8-8
ロータリー内の石碑や池、樹木の移設や撤去は可能でしょう
か？またロータリー内広場は道路扱いでしょうか、広場内に
建築することは可能でしょうか。

現状を基本としてご提案をお願いします。

8-9
現在建設中の中央駐車場との連携の方法について市ですでに
検討されている内容があれば御開示願います。

ございません。

8-10
ロータリー側道路の拡幅などに伴い、新美術館における大型
バス2台の発着と現在の市庁前のバス停留所において今後の
見通しなどございましたら、ご教示頂けますでしょうか。

予定はありません。

8-11
美術館の機能を補完する支援機能となりうる中心街・市内に
ある各施設について、建築規模や所在地、機能などがわかる
概略資料を公開していただくことは可能でしょうか。

提供は不可ですが、ホームページのリンク先などを参考とし
てください。

９．青森銀行八戸支店を含めた敷地内レイアウト、動線、駐車場の配置について

番号 質問事項（原文のまま） 回　答

9-1
参考資料２　「既存の青森銀行の建物情報」
既存建物の高さや大きさがわかる図面をご提供いただけない
でしょうか？

現店舗は、建築面積約1,100㎡延床面積約2,800㎡の3階建の
建物です。既存店舗の図面はセキュリティー上、公表できま
せん。

9-2
現美術館、現青森銀行八戸支店の図面（各階平面図・断面図
等）をご提供いただけますでしょうか。

現店舗は、建築面積約1,100㎡延床面積約2,800㎡の3階建の
建物です。既存店舗の図面はセキュリティー上、公表できま
せん。

9-3
参考資料２の敷地内イメージ２に関して、青森銀行の想定外
形寸法をご提示下さい。

新店舗の形状等については、今後の検討事項となっておりま
すので、現在は未定です。仮にご提案いただいても、その通
りにならない点はご了承ください。



9-4
青森銀行新店舗の建築面積は、約1,100m2とのことですが、
現状どのような形状（外形）が想定されていますでしょう
か。

新店舗の形状等については、今後の検討事項となっておりま
すので、現在は未定です。仮にご提案いただいても、その通
りにならない点はご了承ください。

9-5
新築銀行の平面形状は現状の面積と同じなら形状を変更して
もよろしいでしょうか。

新店舗の形状等については、今後の検討事項となっておりま
すので、現在は未定です。仮にご提案いただいても、その通
りにならない点はご了承ください。

9-6
説明書ｐ17/Ⅱ/(2)/⑤の「青森銀行敷地内」とは、参考資料
２/敷地内イメージ２の黄色エリア（青森銀行店舗の配置可
能エリア）を指すのでしょうか。

説明書P17の当該箇所を修正しました。
駐車場についての考え方は、P14～P15 7(1)②を参照してく
ださい。

9-7
プロポーザル説明書p15銀行用独立看板の設置とあります
が、大きさとデザインをお示し頂けますでしょうか。

位置、大きさ、デザインについては、今後の検討になりま
す。

9-8 青森銀行八戸支店の必要延床面積を教えてください。
新店舗の必要延床面積については、今後の検討事項となって
おりますが、現店舗と同程度の面積（約2,800㎡）、階数（3
階建）は必要と考えております。

9-9
青森銀行の配置も合わせて考える上で、予定の延床面積や階
数の概略情報を頂くことは可能でしょうか？

新店舗の必要延床面積については、今後の検討事項となって
おりますが、現店舗と同程度の面積（約2,800㎡）、階数（3
階建）は必要と考えております。

9-10
6.参考資料２の青森銀行の想定される建築面積は、1100m2と
記載ありますが、業務車車輌専用駐車場5台の車庫を含むと
考えて宜しいでしょうか。

別となります。

9-11
7.想定される新青森銀行の延床面積をご教示下さい。また、
既存の青森銀行の図面を頂けますでしょうか

新店舗の必要延床面積については、今後の検討事項となって
おりますが、現店舗と同程度の面積（約2,800㎡）、階数（3
階建）は必要と考えております。

9-12
既存の青森銀行八戸支店の建築概要（１，２，３階の諸室平
面、立面図）をご教示いただけませんでしょうか。

現店舗は、建築面積約1,100㎡延床面積約2,800㎡の3階建の
建物です。既存店舗の図面はセキュリティー上、公表できま
せん。

9-13
青森銀行の想定規模に関しまして。建築面積に関して記載は
ありますが、延床面積は何m2程度も想定していますでしょう
か。

新店舗の必要延床面積については、今後の検討事項となって
おりますが、現店舗と同程度の面積（約2,800㎡）、階数（3
階建）は必要と考えております。

9-14 青森銀行八戸支店の予定される建築面積をお教えください。
参考資料2敷地内イメージ2に記載のとおり（1100m2）です。
なお、今後の検討によっては、変更になることもありますの
でご了承ください。

9-15
資料「敷地内イメージ２」の緑塗りの部分は、申請上（机上
分筆上）は銀行・新美術館のどちらの敷地となりますでしょ
うか。

新美術館の敷地となります。なお、参考資料２の２ページ目
を修正しましたので、ご確認ください。

9-16
新美術館の駐車場の計画について、現青森銀行の建物の位置
への計画は、可能でしょうか。

自由に提案してください。

9-17

参考資料２「敷地内イメージ２」で広場整備想定のゾーンの
記載がありますが、広場は美術館並びに新築銀行以外の範囲
で自由に提案してよいということで宜しいでしょうか。（最
低限確保すべき面積があればご提示ください。）

自由に提案してください。なお、参考資料２の２ページ目を
修正しましたので、ご確認ください。

9-18
スケジュール上建物の配置不可の範囲に関して、建物の庇や
ベンチ等の工作物の設置は可能でしょうか。

工作物の設置は可能です。



9-19
参考資料敷地内イメージ２につきまして既存銀行の跡地を駐
車場としての利用は可能でしょうか。

自由に提案してください。なお、参考資料２の２ページ目を
修正しましたので、ご確認ください。

9-20
現在の青森銀行八戸支店は、新美術館建設後に取り壊しとい
うことですが、時期をずらして当該敷地に本計画施設を付加
して建てることはありうるのでしょうか。

建物の建設は不可とします。

9-21

現在の青森銀行八戸支店の土地は、スケジュール上建物の配
置不可とのことですが、この場所を駐車スペースの一部とし
て利用することは可能でしょうか。また、ランドスケープや
公園・緑地として何かしらの提案を本プロポーザルに含める
ことは可能でしょうか。

自由に提案してください。

9-22

現状青森銀行八戸支店が建っておりスケジュール上新規建物
が配置できないエリアは、既存建物解体後に広場や駐車場、
または簡易な工作物の設置などで整備することは可能でしょ
うか。また、そのエリアの具体的な面積や寸法の提供は可能
でしょうか。

工作物の設置は可能です。境界線は未確定のため、具体的な
面積や寸法は提供不可です。提供している資料から類推して
ください。
また、参考資料２の２ページ目を修正しましたので、ご確認
ください。

9-23
既存の青森銀行八戸支店の建物は、部分的に既存壁を残置す
るなど、解体を一部に留めて既存躯体を利用することは可能
でしょうか。

基本的には、全て解体撤去する想定としております。

9-24

説明書内Ⅰ．7　技術提案の課題(1)②イ「市の必要駐車台
数」に必要な駐車場は全て、参考資料２「敷地内イメージ
１」オレンジ部分の「民有地」内には設置ができないという
解釈で間違いないでしょうか。また上述駐車場及び駐車場に
至る動線は、緑色部分の「市有地」内であれば自由に計画し
てよいでしょうか。

参考資料２　敷地内イメージ２及び説明書P14～P15 7(1)②
を参照の上、自由に提案してください。また、参考資料２の
２ページ目を修正しましたので、ご確認ください。

9-25

２）プロポーザル説明書15ページに、青森銀行と美術館との
敷地境界線にはフェンス等を設けず、一体的に活用するとあ
るが、駐車場内の車路部分は、両敷地の境界線をまたいでも
良いか？

宜しいです。

9-26

説明書P15②アbの青森銀行来客用駐車場の項には青森銀行敷
地内に整備するとの特記はございませんが、同P17Ⅱ1(2)⑤
駐車場には青森銀行敷地内45台程度と記載がございます。青
森銀行敷地外での来客用駐車場の整備の可否をご教示願いま
す。

説明書P17の当該箇所を修正しました。
駐車場についての考え方は、P14～P15 7(1)②を参照してく
ださい。

9-27
青森銀行必要駐車場と美術館の必要駐車場は、それぞれ独立
した配置計画を想定しているものでしょうか。

説明書P17の当該箇所を修正しました。
駐車場についての考え方は、P14～P15 7(1)②を参照してく
ださい。

9-28

説明書p15/7/(1)/②/ア/b　の来客用駐車場40台程度はどの
敷地に含まれるのでしょうか。また、来客社用駐車場を参考
資料２/敷地内イメージ２での「青森銀行店舗の配置可能エ
リア」内ではなく「美術館の配置可能エリアに配置すること
は可能でしょうか。

自由に提案してください。なお、参考資料２の２ページ目を
修正しましたので、ご確認ください。

9-29
説明書ｐ15/7/(1)/②/ア/ａの青森銀行関係者用5台程度とｂ
の来客用40台程度は、銀行敷地内で分けて配置して良いで
しょうか。

自由に提案してください。

9-30

現在の美術館の駐車場は15台分あるのに対し、新美術館にお
ける要求台数は8台分となっています。もし駐車場が足りな
くなった場合、青森銀行の駐車場、もしくは敷地外の市営や
民間の駐車場を使用する計画として差し支えないでしょう
か。

自由に提案してください。

9-31

現在の八戸市美術館は１５台分の駐車スペースを有している
のに対し、本プロポーザルの要件では、来客用は2台分のみ
となりますが、基本的に一般客で車を利用する場合は、敷地
周辺の有料駐車場を利用すると考えてよいのでしょうか。

自由に提案してください。

9-32
説明書P20Eゾーンに関して、貸館利用者やアーティスト等の
関係者専用駐車場は同P15②イの市の必要駐車台数に含まれ
ていると考えて良いでしょうか。

同P15②アｂ．を想定しています。



9-33

プロポーザル説明書　p.20 Ⅱ2(1)Eゾーン
「貸館利用者やアーティスト等の関係者専用駐車場」とあり
ますが、これは要求駐車場台数8台には含まれるのでしょう
か。

同P15②アｂ．を想定しています。

9-34
大型バス２台について想定しているサイズがあれば教えてく
ださい。

一般的な大型バスを想定しています。

9-35
計画条件にある市敷地内に駐車予定の大型バス（2台程度）
のサイズをお教えください。

一般的な大型バスを想定しています。

9-36
8.公告資料のP15の市の駐車台数の大型バス2台は、P20の大
型バス発着スペースと考えて宜しいでしょうか。

宜しいです。

9-37
説明書p17/Ⅱ/(2)/⑤「大型バス2台程度」と、p20/(2)/①/E
ゾーンの大型バス発着場はそれぞれ設ける必要があるので
しょうか。

同一のものです。

9-38
市の必要駐車台数として大型バス2台程度とあるが、寄り付
き程度ではなく一時的に滞在ができる駐車場としての整備が
必要でしょうか。

お見込みのとおりです。

9-39
9.公告のP15に11t車とありますが、搬出入に想定される車両
の車種及び荷台高さをご教示下さい。

美術品専用輸送車11t車を想定しています。

9-40

「八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書」
p15において、「11t車が完全収納できる大きさを確保するこ
と」　　とありますが、一般的な　11tトラックは車長が
12m、高さ3.8m、巾3m、荷台長さが9m程度と考えらえます
が、それ以上の長さとなるトラックを利用することはありま
すでしょうか。

美術品専用輸送車11t車を想定しています。

9-41
搬入口は11t車が完全収納できる大きさを確保することとあ
るが、11t車は1台、または複数台の想定でしょうか。

1台の完全収納を想定しています。

9-42
青森銀行の前面道路側からの車両出入り口の設置意図をお聞
かせください。

銀行の利用顧客数を考慮し、来店顧客の利便性（車輛による
出入りの容易性・混雑解消）等を意図しております。

9-43
説明書15p/Ⅰ/7/(1)/②/ア/a　の青森銀行関係者用５台程度
は、敷地北側からのアクセスとしてよいでしょうか。

かまいません

9-44
新築銀行の条件で車輌出入り口をロータリー側から確保と記
載がありますが、美術館の車輌出入り口および新築銀行の車
輌出入り口を北側道路から確保することは可能でしょうか。

銀行利用顧客の利便性の確保のため、最低限２方向の出入口
が必要と考えております。そのため、ロータリー側とは別の
出入口の検討もお願いいたします。

9-45 4.青森銀行専用の業務車両（５台）の車種をご教示下さい。
現金輸送車等の停車を想定しておりますので、普通乗用車が
停車できる駐車スペースを想定しております。

9-46
10.公告のP16に美術館の搬入口とありますが、搬出入利用の
頻度を教えて下さい。

未定です。

9-47
新美術館敷地内へのバスの乗り入れ、もしくは敷地前面道路
でのバス停の設置の予定はありますか。

ございません。



9-48

3.美術館敷地は、参考資料2の2ページ目にならい、銀行敷地
を分けることを基本とし、銀行敷地の面積を合わせながら、
美術館と銀行敷地を多少変えることは可能でしょうか。ま
た、参考資料2の2ページ目は、美術館配置可能エリアが既存
銀行建物に被っていますが問題ないのでしょうか。

敷地の変更は不可です。また、参考資料２の２ページ目を修
正しましたのでご確認ください。

9-49
技術的課題②について、青森銀行八戸支店の配置を含めても
かまいませんとありますが、美術館、銀行それぞれの配置可
能エリアについて変更、提案することは可能でしょうか。

不可です。

9-50

3.新美術館と青森銀行の双方の敷地間にはフェンスで区切る
ことは無く一体的に活用する想定としておりますが、財産区
分はそれぞれ区分され、また計画通知上も敷地境界により区
分されると考えて宜しいでしょうか。
その場合、相互の境界線は参考資料２敷地内現況白図の境界
線の想定で宜しいでしょうか。

宜しいです。
境界線は未確定のため、参考資料２の２ページをご参照くだ
さい。なお、参考資料２の２ページ目を修正しましたので、
ご確認ください。

9-51
対象敷地が市有地と民有地とありますが、確認申請上敷地を
またいで配置は可能でしょうか。

不可です。

9-52
プロポーザル説明書p14.7②につきまして美術館と銀行の一
部を一体的に利用する事は可能でしょうか。

不可です。

9-53
参考資料　敷地イメージ
敷地に現存する旧消防庁舎及び旧安協は今回の整備に伴い本
敷地内には新設されないものと考えてよろしいでしょうか。

宜しいです。

9-54
敷地内の旧消防庁舎、旧安協は「八戸市新美術館整備基本構
想」に解体予定とありますが、これらは敷地内に移設が必要
でしょうか。

必要ありません。

9-55
敷地レイアウトは旧安供、旧消防庁舎の既存建物を活かす方
針と捉えてよろしいでしょうか。また、既存建築物の図面の
公開は可能でしょうか。

既存建物は全て解体予定です。図面の提供は不可です。

9-56
資料「敷地内イメージ２」の紫塗り部分の道路との設地面の
長さ（幅）を教えていただけますでしょうか。

確定測量を行っておりませんので、正確な位置は確定してお
りません。確定測量は平成29年度に行う予定です。また、参
考資料２の２ページ目を修正しましたので、ご確認くださ
い。

9-57
参考資料２「敷地内イメージ２」において、「美術館の敷
地」とされている幅員についてご教示願います。

確定測量を行っておりませんので、正確な位置は確定してお
りません。確定測量は平成29年度に行う予定です。また、参
考資料２の２ページ目を修正しましたので、ご確認くださ
い。

9-58
７）参考資料２敷地内イメージ2について、現青森銀行の外
壁線が、美術館の配置可能エリアに重なっているように見受
けられる。参考資料を正としてよいか。

参考資料２の２ページ目を修正しましたのでご確認くださ
い。

9-59

参考資料2、3　敷地図
敷地西部、青森銀行新店舗配置可能エリアと広場想定エリア
の境界当たりの敷地境界線のクランク箇所が、参考資料２の
敷地内イメージと参考資料3の現状敷地図で形状が異なりま
すが、どちらを正とすればよろしいでしょうか。

参考資料２の２ページ目を修正しましたのでご確認くださ
い。

9-60

参考資料２「敷地内イメージ２」で「美術館の配置可能エリ
ア」に現況の銀行建物が干渉しているように見受けられま
す。また、さらに銀行建物の東側の外構に埋設配管などがあ
る場合、銀行の営業に支障がでる可能性も考えられますが、
ご提示された範囲での提案で宜しいでしょうか。

参考資料２の２ページ目を修正しましたのでご確認いただ
き、自由に提案してください。

9-61
前面旧銀行跡敷地の広場確保エリアについて、美術館配置可
能エリアまでの正確な距離（寸法）をご教示頂けますでしょ
うか。

確定測量を行っておりませんので、正確な位置は確定してお
りません。確定測量は平成29年度に行う予定です。また、参
考資料２の２ページ目を修正しましたので、ご確認くださ
い。



9-62

敷地内イメージ２において、美術館の配置可能エリアが一
部、青森銀行の既存建物範囲に重なっているが、新美術館は
青森銀行の既存建物範囲を除いて配置すべきと考えて良い
か。

宜しいです。なお、参考資料２の２ページ目を修正しました
ので、ご確認ください。

9-63

参考資料２に記載されている、紫色で示されている「美術館
の敷地」には、銀行を配置する提案は不可能でしょうか。ま
た赤色の「美術館の配置可能エリア」と緑色の「スケジュー
ル上建物の配置不可エリア」を分ける境界はどこになります
でしょうか。

紫のエリアへの銀行配置は不可です。また、赤エリアと緑エ
リアの境界線は、参考資料２の２ページ目を修正しましたの
で、ご確認ください。

9-64

美術館の建築敷地は、参考資料２「敷地内イメージ２」での
赤色「美術館の配置可能エリア」、紫色「美術館の敷地」、
緑色「スケジュール上建物の配置不可」の範囲で宜しいで
しょうか。

宜しいです。なお、参考資料２の２ページ目を修正しました
ので、ご確認ください。

9-65
参考資料２、敷地内イメージ２について「青森銀行店舗の配
置可能エリア」に、約1100m2確保した場合、余剰の敷地は美
術館敷地として考えてよろしいでしょうか。

青森銀行店舗の配置可能エリアが青森銀行の敷地となり、余
剰分は美術館の敷地ではありません。なお、参考資料２の２
ページ目を修正しましたので、ご確認ください。

9-66

参考資料２「敷地内イメージ２」紫色部分に「美術館の敷
地」と記載されているが、この範囲内に美術館用の車道、歩
道、または緑化やパーゴラ等の工作物を設けることは可能
か。また具体的な面積や寸法の提供は可能でしょうか。

関係法令等を遵守していれば、敷地内に道路や工作物を設け
ることは可能です。
敷地内の具体的な寸法は未確定であり、提供は不可です。
なお、参考資料２の２ページ目を修正しましたので、ご確認
ください。

9-67
参考資料２敷地内イメージ２の紫色のエリア（美術館の敷
地）は何に使用するイメージでしょうか。使い方も含めて提
案と考えてよろしいでしょうか。

宜しいです。なお、参考資料２の２ページ目を修正しました
ので、ご確認ください。

9-68
参考資料２「敷地内イメージ２」において「美術館の配置可
能エリア」（赤）と「美術館の敷地」（紫）との違いについ
てご教示願います。

どちらも市有地ですが、美術館の配置は難しいことと、敷地
が堀端町線に接続していることを示すために、色の区別をし
ております。なお、参考資料２の２ページ目を修正しました
ので、ご確認ください。

9-69
参考資料２の敷地内イメージ２に関して、整備後の市有地と
民有地の詳細な境界と各敷地面積をご提示下さい。

確定測量を行っておりませんので、正確な位置は確定してお
りません。確定測量は平成29年度に行う予定です。また、参
考資料２の２ページ目を修正しましたので、ご確認くださ
い。

9-70
参考資料２の敷地内イメージ２に関して、配置可能エリア、
道路拡幅後の境界線の詳細な寸法等をご提示下さい。

確定測量を行っておりませんので、正確な位置は確定してお
りません。確定測量は平成29年度に行う予定です。また、参
考資料２の２ページ目を修正しましたので、ご確認くださ
い。

9-71

参考資料２、「敷地内イメージ２」のゾーニングについて敷
地境界線および寸法を明記した敷地図面を提供していただけ
ますでしょうか。またそのことを踏まえた敷地測量CADデー
タを提供していただけますでしょうか。

確定測量を行っておりませんので、正確な位置は確定してお
りません。確定測量は平成29年度に行う予定です。また、参
考資料２の２ページ目を修正しましたので、ご確認くださ
い。

9-72
参考資料２/敷地内イメージ２の色の分けされたラインの正
確なCADデータ（ｄｘｆ）はありますか。

確定測量を行っておりませんので、正確な位置は確定してお
りません。確定測量は平成29年度に行う予定です。また、参
考資料２の２ページ目を修正しましたので、ご確認くださ
い。

１０．「ワイガヤゾーン」と「シーンゾーン」のゾーニングについて

番号 質問事項（原文のまま） 回　答

10-1
プロポーザル説明書Ｐ.15の③のＤゾーンの面積記載がある
が、その他の諸室に関して基本的な条件があるか？

現時点ではありません。

10-2
アートセンター機能・エデュケーションセンター機能の必要
面積の想定はあるか？

現時点ではありません。

10-3
Ｄゾーン「展示室」の面積500㎡・「収蔵庫」700㎡は、一室
（ワンルーム）で確保する必要がありますでしょうか。

自由に提案してください。



10-4 本計画の各機能毎の面積表をいただくことはできますか？ 面積表はありませんので、自由に提案してください。

10-5
Ｄゾーンの展示室に関して、展示室数及び一室の面積につい
てお考えがあればご提示ください。

自由に提案してください。

10-6
想定される諸室面積に関して、Dゾーン展示室500m2程度、収
蔵庫700m2以上の他は延床面積4,500m2の範囲内で適宜設定が
可能と考えて良いでしょうか。

宜しいです。

10-7

諸室面積に関して、基本構想資料に「諸機能の整備イメー
ジ」の記載がありますが「説明書」７技術提案の課題（１）
②③を担保していれば諸室面積等は自由に提案してよいとい
う事でよろしいでしょうか。

宜しいです。

10-8

説明書P15　Ⅰ7(1)③「ワイガヤゾーン」と「シーンゾー
ン」のゾーニングについて
展示室は複数ではなく、500m2で一室と考えてよいでしょう
か。

自由に提案してください。

10-9
1.延べ床面積が最大4,500m2まで、展示室500m2程度、収蔵庫
700m2以上としてありますが、各ゾーンの面積・規模等の想
定資料がございましたらご提供いただけますでしょうか。

想定資料はありませんので、自由に提案してください。

10-10 ９．常設展と企画展の規模の比率はどの程度でしょうか。 未定です。

10-11
現美術館の常設展示・企画展示それぞれの面積をご教示くだ
さい。

現美術館の展示室は、常設・企画の区別はありません。
1F：展示室約130m2、
2F：展示室約165m2、
3F：展示室約165m2、
です。

10-12
新美術館の展示室の面積は500m2程度とありますが、常設展
示・企画展示それぞれの面積の想定がありましたらご教示く
ださい。

特にありません。

10-13

Dゾーンの「展示室」について、部屋数に想定はございます
か？
500m2の展示室1部屋。もしくは展示室１：200m2、展示室
２：300m2などに分割することも提案の範囲内という認識で
よろしいでしょうか？

自由に提案してください。

10-14
Bゾーンの最低必要面積の想定はありますか。また、他ゾー
ンそれぞれの面積比率の想定があれば合わせてお教えくださ
い。

想定面積はありませんので、自由に提案してください。

10-15

要項の中で、展示室は500m2程度とありますが、常設展示室
と企画展示室で面積の割合等の条件はありますでしょうか。
また、最終的にこの２つを明確に区分できるようにしなけれ
ばならないのでしょうか。

面積の割合等の条件は特にありませんので、自由に提案して
ください。

10-16

説明書P19Dゾーンに関して、「現在保有する全ての作品に加
え、今後新たに収集する作品を収蔵可能な規模の収蔵庫」と
は同P16ウa記載の収蔵庫（700m2以上）を指すと考えて良い
でしょうか。

宜しいです。

10-17
８）プロポーザル説明書16ページに、収蔵庫の規模は700m2
以上と書かれているが、天井高さについてはどうか？また、
中二階式収納棚を利用は想定し得るか？

自由に提案してください。

10-18

「八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書」
内のⅡ．計画条件等として、新美術館に現在保有するおよそ
2,800点すべての作品を収蔵でき、今後新たに収蔵する作品
を収蔵可能な規模とありますが、新たに収蔵する予定数を教
えて頂けますでしょうか

未定です。



10-19 地階を設ける提案は可能でしょうか。 自由に提案してください。

10-20 ７．地下階を設けることは可能でしょうか。 自由に提案してください。

10-21 収蔵庫を地下に設けることは可能でしょうか。 自由に提案してください。

10-22 地下階の計画は可能でしょうか。 自由に提案してください。

10-23
展示室やその他の機能を地下へ提案することは可能でしょう
か。

自由に提案してください。

10-24

「八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書」
において、「Ｄゾーン」については、資料の温湿度管理等の
観点から自然光が展示室内に入ることは望ましくない様に見
受けられますが、「A-Cゾーン」については、ある程度自然
光等を取り入れた環境の中で開かれてあるものと考えて宜し
いでしょうか。

宜しいです。

10-25
Dゾーン展示室の照明については、人口照明と自然採光のど
ちらの想定でしょうか。

人工照明を想定しています。

10-26
自然光での展示は可能でしょうか。不可の場合、一部可能な
作品（彫刻など）があればお示し頂けますでしょうか。

Dゾーンでは不可とし、他のゾーンは可とします。

10-27 有料、無料のエリア分けはどのようにお考えでしょうか。
「ワイガヤエリア」は無料、「シーンエリア」は有料と想定
していますが、それにとらわれない自由な提案も可としま
す。

10-28

計画施設の概要の中で、「A」ゾーンは基本的に無料で利用
できるゾーンとありますが、「B」「C」「D」ゾーンや諸機
能を無料・有料ゾーンU配置するかどうかは提案者側で想定
してよいのでしょうか。もし、どちらかに必ず配置しなけれ
ばならない機能やゾーン等ございましたらお教えいただけま
すでしょうか。

「ワイガヤエリア」は無料、「シーンエリア」は有料と想定
していますが、それにとらわれない自由な提案も可としま
す。

10-29

「八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書」
p15において、展示室の項で「広さは500m2程度　とする」と
ありますが、展示室の利用は企画展、特別展のみを想定して
いますでしょうか。

フレキシブルな利用を想定しています。自由に提案してくだ
さい。

10-30
説明書P15の③ア展示室の与条件はDゾーンのみに適応される
のでしょうか。また、広さ500m2にBゾーンの展示室は含まな
いと考えて良いでしょうか。

お見込みのとおりです。

10-31
「八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書」
p16、収蔵庫において、700m2全体を同一条件（20℃、55％±
5％）にするということでしょうか。

宜しいです。

10-32
文化財展示の対象となるのは　Ｄゾーンにおける展示室、収
蔵庫にあたる部分のみと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

10-33
Bゾーンのライブラリーで配架される専門書の収蔵数は何冊
程度を見込んでいればよろしいでしょうか。また、本の貸出
は行われますか。

専門書の収蔵数、貸出は未定です。



10-34

上記不可の場合は、プロポーザル説明書p2に美術館機能、エ
デュケーション機能、アート機能とありますが、確認申請時
は美術館、学校、ホールなど違った用途を分棟で建てること
も考慮してよろしいでしょうか。

全て美術館相当施設として検討してください。

１１．ランニングコストの低減について

番号 質問事項（原文のまま） 回　答

11-1
説明書P17　Ⅱ1(1)⑧「地下水について」
地下水（利用）の利用は可能でしょうか？

地下水の有無について当市では把握しておりません。

11-2
地下水などの利用可能な自然エネルギーはあるのでしょう
か。

地下水の有無について当市では把握しておりません。

11-3
維持コスト検討書の作成において提案の参考にしたい為、既
存美術館の年間エネルギー使用量を教えて頂けますでしょう
か

現美術館のH27年度の年間エネルギー使用量のデータをホー
ムページ上で提供します。（収蔵庫機能はありません）

１２．計画条件等について

番号 質問事項（原文のまま） 回　答

12-1
参考資料３に関する敷地図があるが、数字が判別し易い解像
度の高い資料はあるか？もしくはＣＡＤデータなどがあれば
頂けると助かります。

ホームページ上で提供します。

12-2
敷地図のＣＡＤデータをご提供いただくことは可能ですか。
また敷地内のレベルがわかる資料はありますか？

ホームページ上で提供します。

12-3 敷地図の cad データを配布頂くことは可能でしょうか？ ホームページ上で提供します。

12-4

１）参考資料 2-3 について、敷地形状、周辺道路幅、青森
銀行との敷地境界線位置などが記載されているCAD図を頂く
ことは可能か。特に参考資料2敷地内イメージ2における「道
路拡張後の境界線」について、ある程度正確な位置を知りた
い。

ホームページ上で提供します。

12-5
参考資料３の現況白地図に関して、CADデータまたはより解
像度の高いデータがございましたらご提示下さい。

ホームページ上で提供します。

12-6
13.参考資料３の敷地図の測量の座標データを頂けますで
しょうか。

設計業務開始時に依頼をいただいた場合に提供します。

12-7
敷地内、敷地周辺の高低差のわかる資料をご提供頂けないで
しょうか。

ホームページ上で提供します。

12-8
参考資料３の一部文字が潰れています。求積図、CADデータ
などをご提供頂けないでしょうか。

ホームページ上で提供します。

12-9

参考資料２　「敷地図データについて」
敷地図のCADデータをご提供いただけないでしょうか？また
は、スケールと方位、地盤レベルの記載がある敷地図をPDF
でご提供いただけないでしょうか？

ホームページ上で提供します。



12-10
敷地及び敷地周辺のCADデータを配布頂くことはできますで
しょうか。

ホームページ上で提供します。

12-11
４．敷地図のCADデータ（DWG）を頂戴することはできますで
しょうか。また、八戸市街のCADデータも可能であれば頂戴
出来れば幸いです。

確定測量を行っておりませんので、正確な位置は決定してお
りません。また、八戸市街のＣＡＤデータの提供は不可で
す。

12-12
５．敷地の高低差（数値）がわかる敷地図を頂戴できますで
しょうか。

ホームページ上で提供します。

12-13
敷地白地図のCADデータ、現況敷地CADデータの提供は可能
か。

ホームページ上で提供します。

12-14
周辺を含めた白地図、またはcadデータはいただけますで
しょうか。

ホームページ上で提供します。

12-15 敷地のCADデータ（ｄｘｆ）は頂けますでしょうか。 ホームページ上で提供します。

12-16

敷地形状の情報について。参考資料３の白地図では、数値が
読み取りにくく、縮尺も定かではありません。白地図の詳細
情報を改めてご提示いただくか、CADデータ・地積図等の追
加資料を配布いただけませんでしょうか。

ホームページ上で提供します。

12-17
敷地図のCADデータと、ボーリングデータをいただくことは
できますか。

敷地図のＣＡＤデータ及び近隣のボーリングデータをホーム
ページ上で提供します。

12-18
参考資料３の現況白地図のCADデータをいただくことは可能
でしょうか。

ホームページ上で提供します。

12-19 敷地のCADデータの提供は可能でしょうか。 ホームページ上で提供します。

12-20 敷地周辺の平面図・配置図の提供をお願い申し上げます。 ホームページ上で提供します。

12-21
敷地測量図及び周辺道路図（CADデータもしくは縮尺が入っ
た紙ベース）の提供をお願い申し上げます。また、敷地内と
周辺道路のレベル記載があるものでお願いします。

ホームページ上で提供します。

12-22
敷地内のボーリング調査資料、もしくは敷地周辺の地質がわ
かる資料があればご提示ください。

近隣のボーリングデータをホームページ上で提供します。

12-23
５）当該敷地あるいは隣設地での地盤ボーリングデータを開
示して頂けないか？

近隣のボーリングデータをホームページ上で提供します。

12-24
説明書P17Ⅱ1(1)⑧に関して、現況提示できる地質調査資料
等がありましたらご提示下さい。

近隣のボーリングデータをホームページ上で提供します。



12-25
14.敷地及び近隣のボーリングデータを頂けますでしょう
か。

近隣のボーリングデータをホームページ上で提供します。

12-26
その他：地盤調査を行っていれば、情報を公開していただけ
ないでしょうか。

近隣のボーリングデータをホームページ上で提供します。

12-27
2.本計画に当たっての地質調査は行なっておりますでしょう
か。まだの場合、計画敷地内の既存建物のボーリングデータ
についてご提供は可能でしょうか。

地質調査は改めて発注する予定です。
近隣のボーリングデータをホームページ上で提供します。

12-28
６．現地ボーリングデータ等地盤の強度の判断ができる資料
はありますでしょうか。

近隣のボーリングデータをホームページ上で提供します。

12-29
ボーリング柱状図など地盤状況が分かる資料がありましたら
頂けますでしょうか。

近隣のボーリングデータをホームページ上で提供します。

12-30
敷地のボーリングデータをご提供ください。
また、上下水・電力・ガス・電話の経路がわかる資料もご提
供ください。

近隣のボーリングデータをホームページ上で提供します。ま
た、上下水・電力・ガス・電話の経路に関する資料の提供は
不可です。

12-31 地盤データの提供は可能でしょうか 近隣のボーリングデータをホームページ上で提供します。

12-32
プロポーザル説明書ｐ１７　概算工事金額20億円は税込で
しょうか？

税込みです。

12-33
概算工事費20億円程度には、展示、外構、市敷地内駐車場及
び青森銀行敷地内駐車場の工事費も含まれるのでしょうか。

含まれません。

12-34
プロポーザル説明書p17.Ⅱ.(2)④につきまして概算工事費の
中に外構は含まれておりますでしょうか。

含まれません。

12-35
現青森銀行解体後の広場整備についても、概算工事費20億円
に含まれるのでしょうか。

含まれません。

12-36
概算工事費20億円程度には、展示、外構及び駐車場の工事費
も含まれるのでしょうか。

含まれません。

12-37
説明書ｐ１7/Ⅱ/1/(2)/④の概算工事費20億円程度には解
体、外構、備品等は含まれず、施設工事費のみで20億円程度
と考えてよろしいでしょうか。

宜しいです。

12-38
概算工事費に外構工事も含まれますか。また、青森銀行敷地
内の駐車場計画は提案内容に含まれていても工事費は別途と
の認識でよろしいでしょうか。

外構工事には含まれません。その他はお見込みのとおりで
す。

12-39
工事費概算書作成において現美術館解体費、旧消防庁舎及び
旧交通安全協会の解体費は含まれるでしょうか。

含まれません。



12-40 現況と拡幅後の前面道路幅員をご提示ください。 ホームページ上で提供します。

12-41
「八戸市新美術館建設工事設計者選定プロポーザル説明書」
Ⅱ１敷地条件について、前面道路幅員、それら道路ごとに車
両規制があればご提示下さい。

前面道路幅員はホームページ上で提供します。
車両規制については、３方面全ての道路において、大型貨物
や大型自動車等は通行禁止とされているため、着工時に県警
と協議の上、通行許可を取る必要があります。

12-42
前面道路(ロータリー側）の道路拡幅寸法が分かる図面をご
提供ください。

ホームページ上で提供します。

12-43
前面道路拡幅後の正確な道路境界線の位置データの提供は可
能でしょうか。

ホームページ上で提供します。

12-44
敷地接道について、道路幅員、車線詳細をお示し頂けますで
しょうか。

ホームページ上で提供します。

12-45 既存の八戸市美術館の図面をご提示下さい。 提供は不可です。

12-46
現状の美術館の図面（CADデータもしくは縮尺が入った紙
ベース）の提供をお願い申し上げます。

提供は不可です。

12-47
現八戸美術館、青森銀行、その他予定敷地に現存する建築物
で解体予定のもので、地下構造物の分かる図面はありますで
しょうか。

提供は不可です。

12-48
5.公告のP17に上水道、下水道、ガス、電力とありますが、
周辺のインフラの整備図をご提願います。

提供は不可です。

12-49
「八戸市新美術館整備基本構想」p13整備スケジュールに、
現美術館解体時期はH29年度の記載がありますが、具体的に
いつを予定しているかご教示ください。

平成29年下半期を予定しております。

12-50 旧消防庁舎と旧安協の解体予定時期をお教えください。 現時点では平成30年度以降を予定しています。

12-51
旧消防庁舎及び旧交通安全協会の解体時期をお教え頂けます
でしょうか。

現時点では平成30年度以降を予定しています

12-52
説明書P17　Ⅱ1(2)③「重要度係数について」
重要度係数について、ご指定はございますか？

重要度係数は1.25といたします。

12-53
免震構造は必要ですか。また地震に対して必要な設備や構造
等がありましたらご教授下さい。

免震構造については、自由に提案してください。

12-54 防災機能について考慮する事はありますか。
災害時における避難所機能などの防災機能に関しては不要で
す。



12-55
容積率600％、建蔽率80％は、参考資料２敷地内イメージ１
の事業エリア面積9023.74m2から算出してよいのでしょう
か。

美術館の最大延床面積は4,500㎡までとしておりますので、
それにあわせた建築面積として検討してください。

12-56
基本構想p5/3/2)/①整備予定地に記載されている容積率
600％、建蔽率80％にスケジュール上建物の配置不可とされ
る部分は含まれるのでしょうか。

将来的に市有地となるため、美術館の容積率、建蔽率の算出
に含めて宜しいです。

12-57 当該敷地の容積率をお教えください。 600％です。

12-58

説明書P17　Ⅱ1(2)⑥「工事期間中の施設利用の有無」
既存美術館と既存青森銀行は、工事期間中の利用を想定され
ていますか？また、想定されている場合はその期間をお示し
願います。

現美術館は平成29年度に解体するため、工事期間中は使用い
たしません。現青森銀行八戸支店は、平成32年度の解体予定
のため、それまでは通常営業いたします。

12-59
現青森銀行解体工事中に、新美術館を運営することは想定さ
れておりますでしょうか。

現時点では想定していません。

12-60
説明書P17　Ⅱ2(3)「からし期間について」
建物完成（平成32年3月）から開館までの「からし」の期間
はどれ程でしょうか？

展示室・収蔵庫はアルカリ性ガス等が、展示品や収蔵品に影
響を及ぼさない程度に低減するまでを想定しています。

12-61
その他：周辺の交通量調査を行っていれば、情報を公開して
いただけないでしょうか。

交通量調査は行っておりません。国土交通省が公表している
道路交通センサスの結果などをご参照ください。

12-62 ４）現在想定されている美術館の職員数と、その内訳は？ 未定です。

12-63
本施設における職員人数は何名程度をお考えでしょうか。ま
た、各職種の人数内訳の想定がございましたらご提示下さ
い。

未定です。

12-64
説明書P20　Ⅱ2(1)　Eゾーン「事務室について」
事務室を利用する職員数はどれ位でしょうか？

未定です。

12-65 職員の人数は何人と想定されていますでしょうか。 未定です。

12-66
１日あたりの最大来場数（休日）は何人ほどを見込まれてい
ますか。また、それぞれのゾーンで常駐が予想される従業員
の人数を教えていただけますか。

未定です。

12-67
新美術館に常駐するスタッフは何人程度を想定されておりま
すでしょうか。

未定です。

12-68
「八戸市新美術館整備基本構想」では「市の文化政策部門を
新しい美術館に移す」とありますが、文化政策部門の規模
（人数）をご教授下さい。

未定です。

12-69
各機能及びエリアごとに配置する予定職員数を教えて頂けま
すでしょうか。

未定です。



12-70 学芸員は何人の想定でしょうか。 未定です。

12-71 収蔵品のリストがありましたら、ご提示下さい。 美術館HPに掲載しましたので、ご確認ください。

12-72
現在の八戸市美術館が所蔵している作品関して、その最大サ
イズをご教授下さい。

美術館HPに掲載しましたので、ご確認ください。

12-73
現在の収蔵品のうち常設展示物と、バックヤードの詳細の内
訳と今後展示予定の美術品数の内訳をお示し頂けますでしょ
うか。

収蔵品リストを美術館HPに掲載しましたので、ご参照くださ
い。
バックヤードの詳細の内訳は提供は不可です。
今後展示予定の美術品数は未定です。

12-74
８．どのような展示品を主に展示予定でしょうか。（例．彫
刻など立体物が多い等）

基本構想　参考資料P24 (4)収蔵品について を参照してくだ
さい。

12-75
企画展は年間何回行われる予定でしょうか。また、そのうち
巡回展は何回でしょうか。

未定です。

12-76

説明書P19　Ⅱ2(1)　Cゾーン「カフェ・レストランについ
て」
どのような形態での運営をご想定でしょうか？（客席規模、
厨房、時間外営業など）

運営形態は委託を想定しています。

12-77

「カフェ＋ショップ」については、市あるいは美術館の管理
業者が管理する運営形態と考えて宜しいでしょうか。あるい
は、外部委託による運営を想定していますでしょうか。ま
た、営業時間についてもご教示願います。

運営形態は委託を想定しています。営業時間は未定です。

12-78
運営に関する八戸市新美術館管理運営基本計画の策定、運営
主体の選定方法などのスケジュールや方針は決まっているの
か？

「八戸市新美術館管理運営基本計画」は平成30年度中に取り
まとめる予定です。

12-79
計画地は敷地全体が建築基準法第53条3項に記載のある角地
と考えてよいのでしょうか。

用地図（想定）にある市有地境界線を確認し、該当する場合
は角地といたします。

12-80 運営者はどのように予定されていますでしょうか。
運営形態については、当面の間、市直営を想定して準備を進
めますが、最適な運営形態について、新美術館の整備と並行
して検討します。

12-81
現在の入館者数は平成27年度の総数は48,637人とあります
が、今後の年間希望者数はいくつになりますでしょうか。一
日の入館希望数と合わせてお示し頂けますでしょうか。

未定です。

１３．その他

番号 質問事項（原文のまま） 回　答

13-1
プロポーザル説明書・整備基本構想の図版について
一部、図版中の文字が黒塗りにされていて判別ができない
が、明瞭な資料をご呈示いただけないか。

最新のACROBAT READERでファイルを開いてください。

13-2 2次審査前に質疑はございますでしょうか。 予定はありません。



13-3
青森銀行及び美術館建設において、仮設足場の共用は可能で
しょうか。

現時点で想定していません。

13-4
現状の美術館の見学会は予定されていますでしょうか。その
際はバックヤードやスタッフルームの見学も可能でしょう
か。

予定はありません。


