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参加表明以外 質問回答 

 

No. 質問 回答 

１ 現地説明について、現時点では県境を越え

ての移動自粛期間なので（東京都の事務所

です）行きにくいため、とりあえず敷地周

辺や現況の写真データをご提供いただけな

いでしょうか。 

近日中にホームページにて提供します。 

２ 資料２（里エリア）の方位と地図検索サイ

ト上での方位が違うように見受けられま

す。正しい方位を教えてください。 

地図検索サイト上の方位が正ですので、資

料２（里エリア・木曽町三岳）の左側が北と

なります。 

近日中に修正した配置図をホームページ上

で提供します。 

3 敷地の CAD データの配布の予定はあるの

でしょうか。 

CAD 化された図面がないため、配布の予定

はありません。 

4 ２つのエリアの正確な図面（方位及び縮尺、

棒尺付き）を、できるだけ早く、できれば

Cad 図でいただけますか？ 

現時点での正確な図面はありません。（今

後、測量業務を別途発注予定です。） 

5 様式７の２枚目に「図表スケッチ可・写真

可・着色不可」とありますが、これは「図表、

スケッチ、写真はカラーでも良いが、その

他の部分の着色は不可」という意味でしょ

うか？ 

それとも「図表、スケッチ、写真を用いても

良いが、白黒で」という意味でしょうか。 

「図表、スケッチ、写真はカラーでも良い

が、その他の部分の着色は不可」という意

味です。 

6 様式７と様式８の枠内の注意書きは削除し

ても構いませんか？ 

様式７、８の枠内の注意書きは削除しても

構いません。 

７ 様式７、様式８、設計提案書の枠は無くて

も構いませんか？ 

様式７、８の枠は無くてもよいですが、余

白幅については、各様式と同じにしてくだ

さい。 

8 一次審査の審査方法についてですが提案書

の審査基準や配点はあるのでしょうか。 

あらかじめ定めた審査基準や配点はありま

せん。 

様式５~８及び提案書の内容を総合的に評

価します。 
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No. 質問 回答 

９ 様式７について、管理技術者の代表作品と

ありますが、これは管理技術者が元請とな

った業務に限りますでしょうか。前職もし

くは協力事務所で担当した業務でも構わな

いでしょうか。 

前職や協力事務所で担当した業務でも構い

ません。 

10 採点基準や採点表などを公開される予定は

ございますでしょうか。 

あらかじめ定めた採点基準や採点表はあり

ません。 

様式５~８及び提案書の内容を総合的に評

価します。 

11 ビジターセンターという用途について、

「建築基準法施行規則別記様式」における

「建築物の主要用途一覧」には明記されて

おらず、民間の確認申請機関に問い合わせ

たところ、どの建築物の主要用途になる

か、特定行政庁によって個別に判断される

とのことです。長野県としては、どのよう

な判断となるでしょうか。可能な範囲でご

教示頂けますと幸いです。 

展示場、休憩所、飲食店、物品販売店の複合

用途に該当すると考えられますが、現時点

ではそれぞれの面積も確定していないた

め、どの建築物の主要用途になるかは、設

計を進める中で、特定行政庁と協議により

判断することになります。 

12 様式６の主要な業務実績欄に記載する「同

種」「類似」業務はそれぞれ何を根拠に

「同種」「類似」を判断すればよいか。 

展示系・休憩系の施設等が想定されますが、

ビジターセンターの用途から管理技術者の

判断により記載して下さい。 

13 管理技術者の設計実績（様式７）につい

て、現在所属する事務所における該当する

作品がない場合は従前所属していた事務所

における作品とすること、とあります（別

-17）。この場合、（３）設計実績を証する

資料（別-17）には、建築専門誌における

担当者名記載頁等も含まれると考えてよい

でしょうか。 

貴見のとおりです。 

14 「様式６：配置技術者」への名前の明記が

無い場合、役場との打ち合わせへの同行や

一部の業務内容を別の個人事業主等に委託

することは不可でしょうか。 

様式６への名前の明記が無くても、役場と

の打ち合わせへの同行や一部の業務内容を

別の個人事業主等へ再委託することは可能

ですが、県及び町との契約後に、業務委託

承諾願及び担当技術者の経歴等を提出いた

だきます。 
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No. 質問 回答 

15 様式6-8に関して、展開されているフォー

マット形式で、各15枚の資料を作成す

る、という認識で間違いないですか。（白

紙のA4に自由に記載して、15枚の1部とし

て含むことは不可能という認識で正しい

か） 

様式 6-8 に関して、掲載している形式で、

１枚ずつ作成し、各 15 部提出してくださ

い。 

16 周辺整備想定エリアについて。建設想定エ

リアと合わせて、周辺整備エリアも、今回

の提案範囲に含まれると考えて良いでしょ

うか。 

貴見のとおりです。 

17 様式６「管理技術者・配置技術者」主要な業

務実績 欄について、管理技術者および建

築（意匠）主任担当技術者の業務実績は、参

加者の組織における実績に限らず、同種・

類似業務実績を優先して、より適したもの

を記載してよいですか。 

貴見のとおりです。 

18 様式６「管理技術者・配置技術者」主要な業

務実績 欄について、管理技術者が建築（意

匠）主任担当技術者を兼任する場合、業務

実績はあわせて３件以内を記載すればよい

でしょうか。またはそれぞれについて３件

（計６件以内）を記載してよいのでしょう

か。 

兼任の場合の業務実績は、同じ実績あるい

は別の実績を記載いただいても構いませ

ん。 

（それぞれの技術者欄に同じ実績（３件以

内）を記載いただいても良いですし、別の

実績（計６件以内）を記載いただいても構

いません。） 

19 様式６の主要な業務実績の中の同種、類似

の具体的な違いはなんでしょうか。どうい

うものが同種で、どういうものが類似でし

ょうか。 

同種・類似の明確な分けはありません。展

示系・休憩系の施設等が想定されますが、

ビジターセンターの用途から管理技術者の

判断により記載して下さい。 

20 様式７の経験が本設計に活かせると思う管

理技術者の代表作品ですが、ランドスケー

プ主任担当技術者との協働作品を選んでも

よろしいですか。契約上はランドスケープ

事務所が元請で、協働して建築（意匠）主任

担当技術者として設計したものです。 

可能です。 

21 両敷地または近隣の地盤調査データがあり

ましたらご提示ください。 

地盤調査データはありません。（地盤調査に

ついては、山エリアは設計委託業務で実施

し、また里エリアは今後発注予定です。） 
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No. 質問 回答 

22 敷地周辺を含めた CAD データをいただけ

ませんか。 

CAD データはありません。 

23 山エリアの敷地想定エリアと周辺整備想定

エリアの境界にある法面（擁壁）の形質を

変えることは可能ですか。 

関係法令等に適合する範囲での変更は可能

です。 

24 里エリアの周辺整備想定エリアは柵を超え

た傾斜地になるかと思われますがこの部分

も自由に提案可能という考えで合ってます

でしょうか。 

貴見のとおりです。 

なお、里エリアの周辺整備想定エリアへの

ビジターセンター本体の建物の建築は想定

しておりません。 

25 里エリアの既存のアートは撤去する予定な

のでしょうか。また別の場所へ移設するこ

とも可能か否かお知らせ下さい。 

タービンのアートは別敷地へ移設予定で

す。その他のアートは、周辺整備想定エリ

ア内での移設を想定しています。 

26 里エリアの既存のトイレは 24 時間稼働と

いう認識で合ってますでしょうか。 

貴見のとおりです。 

27 管理技術者の設計実績（様式７）について、

設計実績を証する資料（別-17）には、公的

書類（官公庁案件にて実施された監査等報

告書類における担当者名記載書類）も含ま

れると考えてよいでしょうか。 

公的機関から交付された書類で設計実績を

確認できれば可とします。 

28 里エリアの敷地内のモニュメント、樹木、

案内板、電柱等は移設可能というご理解で

よろしいでしょうか。移設不可であれば、

正確な位置を敷地図でご教示ください。 

また、モニュメントの個数と大体の大きさ

を教えて下さい。 

移設可能です。 

周辺整備想定エリア内で移設を想定してい

るモニュメント（アート）は、概ね 1.5m 角

の立方体２基です。 

なお、タービンのアートは別敷地へ移設予

定です。 

29 里エリアの王滝川沿いの周辺整備想定エリ

アは、現地説明会ガイダンス資料 P2 によ

ると、「フェンスの向こうは民間の敷地の

ため、立ち入らないでください」とありま

す。この部分に何らかの提案を求めている

のでしょうか。それとも単に緑を保全し、

楽しむ、ということなのでしょうか。 

フェンスから王滝川側の敷地は、民間の敷

地ですが、自由に提案可能なエリアとして

想定しています。 

なお、里エリアの周辺整備想定エリアへの

ビジターセンター本体の建物の建築は想定

しておりません。 
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No. 質問 回答 

30 山エリアの周辺整備想定エリア（現在は駐

車場）の北東部にある大小の２つの建物は

何ですか。移設は可能ですか。不可ですか。 

火山観測搬送器小屋と屋外型受変電設備で

あり、移設は不可です。 

31 様式７は、「写真又は平面図」と「設計コン

セプト」で A4 版１枚、「①設計に留意した

点、②創意工夫した点、③住民や関係者の

意見の反映方法」で A4 版１枚の合計 A4 版

２枚という理解でよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

32 No.９において、様式７は前職で担当した業

務でも構わないとのことですが、様式６に

記載する「主要な業務実績」についても同

様に前職の実績を含めてよろしいでしょう

か。 

貴見のとおりです。 

33 様式８ 魅力を感じる又は設計コンセプト

に共感する類似施設について、参加者が以

前勤務した設計事務所の作品で「参加者の

設計担当でないもの」を記載することは可

能でしょうか。 

可能です。 

34 周辺整備想定エリアは建築可能でしょう

か。 

山エリアについては、建築可能です。 

里エリアについては、ビジターセンター本

体の建物の建築は想定しておりません。 

35 山エリアの整備想定エリアへ越境して建築

を計画することは可能でしょうか。 

可能です。 

36 具体的な展示内容が決まっているなどあれ

ば教えて頂けますでしょうか。 

展示内容は、実施要領（別冊）別-3 に記載

の各基本計画及び別-5、６に記載している

ものから判断してください。 

37 里エリア既存の排水処理施設をみたけグル

メ工房の敷地内に移設することは可能でし

ょうか。 

可能です。 

38 二次審査への模型の持ち込みは可能でしょ

うか。また、模型が持ち込み可の場合、一次

審査のシートに模型写真等が載っていない

と持ち込みは不可など条件がありますでし

ょうか。 

二次審査では、パネル類及びプレゼン用映

像資料（Microsoft Office PowerPoint2016

で実行可能なものに限る。）のみ使用可能で

す。 

なお、いずれも設計提案書（A3 版横、合計

３枚以内）を複写、拡大したものに限るこ

ととしています。 
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No. 質問 回答 

39 里エリアの周辺整備想定エリアはフェンス

から王滝川側の敷地との回答があります

が、川の護岸や斜面も含まれ、川際までが

提案範囲と考えれば良いでしょうか。 

貴見のとおりです。 

40 里エリアの既存建物とフェンスの間の平場

や既存駐車場は提案してもよいでしょう

か。 

提案は可能ですが、建物の建築は想定して

おりません。 

なお、既存駐車場は道路敷となるため、道

路法の適用を受けます。 

41 崖条例はありますか。ある場合、詳しい内

容のわかる HP などを教えていただけます

か。山エリアも条例範囲に含まれますか。 

長野県及び木曽町には「がけ条例」はあり

ません。 

王滝村には「王滝村がけ付近における建築

物等の規制に関する条例」があります。掲

載しますので参考としてください。なお、

山エリアの周辺整備想定エリア内の上段と

下段は同条例第３条に該当する敷地です。 

42 里エリアの川沿いの崖を周辺整備想定エリ

アと指定するに至った、現状の問題点や課

題は何でしょうか。 

里エリアの道の駅「三岳」は、県道開田三岳

福島線沿いにあるものの、国道 19 号方面

から向かってくると周辺整備想定エリアに

樹木が生繁っており、少しわかりにくい状

況にあります。また、建設想定エリアから

見た王滝川側も同様であり、現在は王滝川

の風景を活かせていません。 

フェンスから王滝川側は民地であるため、

ビジターセンター本体の建物の建築は想定

していませんが、土地所有者との交渉によ

るものの、工作物を含めた外構的な整備の

可能性はあると考えています。 

43 里エリアのフェンスの向こうは立ち入り禁

止とのことですが、崖に生育している、主

たる樹種をお知らせください。 

アカマツ、カエデ、サクラ、雑木類などで

す。 
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44 敷地は周辺整備想定エリアと建設想定エリ

アに分けられています。先日追加配布され

た「ガイダンス資料」２ページ目の写真に

よると、里エリアの周辺整備想定エリアが

民地のように見て取れます。この解釈が正

しければ、民地の範囲の整備提案には条件

があるのでしょうか。建設想定エリアは公

有地と考えて差し支えないでしょうか？ 

同じ観点から、山エリアの周辺整備想定エ

リアと建設想定エリアの所有等の権利関係

はどのようになっていますでしょうか。 

里エリアの周辺整備想定エリアのフェンス

から王滝川側の敷地は、民間の敷地です。

ビジターセンター本体の建物の建築は想定

していませんが、土地所有者との協議によ

るものの、工作物を含めた外構的な整備の

可能性はあると考えています。また、建設

想定エリアは公有地です。 

山エリアは全て公有地です。 

45 山エリアの周辺整備想定エリア内、北東の

火山観測搬送器小屋と屋外型受変電設備と

並んで擁壁上に設置されている設備は何で

しょうか。また、移設は可能でしょうか。 

移設できない場合、火山観測搬送器小屋を

含むこれらの設備からの離隔距離、および

計画建物の高さ等に制限があれば（陰にな

ってはいけないなど）教えてください。 

御嶽山地域雨量観測所であり、移設は不可

です。 

火山観測搬送器小屋を含むこれらの設備か

ら、計画する建物の高さの半分以上の離隔

距離を確保してください。 

 

46 設計提案書の A3 サイズ３枚以下に関して、

３枚にまたがって（縦 3 枚もしくは横３枚）

レイアウトしても問題ないですか。それと

も 1 枚ずつに内容をまとめなければならな

いですか。 

３枚にまたがってレイアウトしても構いま

せん。ただし、審査委員の審査用資料は A3

ファイルに綴ったものとする予定です。 

また、二次審査時の説明資料として使用で

きるのは下記の通りです。 

(1)パネル類 

(2)プレゼン用映像資料 

※いずれも提出されている設計提案書を複

写、拡大したものに限る。 

47 建設想定エリアと周辺整備想定エリアを一

体として整備する、ということですが、周

辺整備想定エリアに建築物を建ててはいけ

ませんか。 

山エリアについては、建築可能です。 

里エリアについては、ビジターセンター本

体の建物の建築は想定しておりません。 
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No. 質問 回答 

48 展示予定の遺留品は具体的にどのようなも

のか、大きさ、数も含めて教えてください。 

登山道具やザック、カメラ、タオルなど噴

火災害の捜索時に見つかった持ち主不明の

遺留品100点あまりを警察署が保管してい

ます。その他遺族の方が保管しているもの

などがあります。それらから何を展示する

かは展示方針を踏まえ検討する予定です。 

49 里エリア付近の王滝川の年間平均水位、月

毎の水位、または最高水位、最低水位がわ

かれば教えてください。 

水位に関するデータはありません。なお、

里エリアより上流及び下流にダムがあるた

め、水位は基本的に一定です。 

50 田の原観光センターと田の原山荘の運営

者、運営状況、最近 10 年間の利用者人数を

分かる範囲で教えてください。 

下記 URL にて掲載しています。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shisets

u/20200609.html 

（各種データ 田の原観光センター・田の

原山荘の運営状況） 

51 みたけグルメ工房と直売所の運営者、運営

状況、最近 10 年間の利用者人数を分かる

範囲で教えてください。 

下記 URL にて掲載しています。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shisets

u/20200609.html 

（各種データ 直売所の運営状況） 

52 御岳県立公園御嶽山ビジターセンター（仮

称）と木曽町御嶽山ビジターセンター（仮

称）の運営形態（直営・外部委託等）を教え

てください。 

下記 URL にて掲載しています。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shisets

u/20200609.html 

（現地に関する補足事項） 

53 飲食、休憩スペースに、売店や厨房のある

カフェ機能などを設置する予定はあるか？

（山、里エリア共に） 

現時点で具体的な予定はありませんので、

自由に提案してください。 

54 現地説明会配布予定資料（04-haichizu-

sato.pdf）に記載されている下記の情報が

敷地現況と異なるように見受けられます。

本配置図を正としてよろしいですか。 

・王滝川側のフェンスの位置 

・既存直売所王滝川側から周辺整備想定エ

リア南側にかけて、のり面記号の低側に記

載されたレベル表記（これから想定される

平場の範囲） 

配置図のベースとしている図面が敷地造成

前のものであるため、敷地現況と異なる部

分があります。なお、敷地現況と配置図が

異なる場合は、敷地現況を正としてくださ

い。 

  

https://www.pref.nagano.lg.jp/shisetsu/20200609.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/shisetsu/20200609.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/shisetsu/20200609.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/shisetsu/20200609.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/shisetsu/20200609.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/shisetsu/20200609.html
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No. 質問 回答 

55 ２つの対象敷地、または 2 つの対象敷地周

辺のボーリングデータがございましたら、

ご提供頂くことは可能でしょうか。 

地盤調査データはありません。（地盤調査に

ついては、山エリアは設計委託業務で実施

し、里エリアは今後発注予定です。） 

56 資料２（現況敷地図）の CAD データがござ

いましたらご提供いただくことは可能でし

ょうか。 

CAD 化された図面はありません。 

57 二次審査での模型の持ち込みは可能でしょ

うか。 

二次審査では、パネル類及びプレゼン用映

像資料（Microsoft Office PowerPoint2016

で実行可能なものに限る。）のみ使用可能で

す。 

なお、いずれも設計提案書（A3 版横、合計

３枚以内）を複写、拡大したものに限るこ

ととしています。 

58 実施要領（別冊）の本事業のスケジュール

（案）を拝見しますと、御岳県立公園御嶽

山 VC（仮称）の建設期間が外構込で約５ヶ

月となっております。竣工月を変更せずに、

基本設計・実施設計期間を短縮して、建設

期間を延長することは可能でしょうか。ま

た、建設期間は周辺整備想定エリアの工事

も含んだ期間と考えてよろしいでしょう

か。 

山エリアへのアクセス道路が 11 月～５月

まで冬期閉鎖するため、建設期間は令和３

年６月～10 月となります。 

周辺整備想定エリアの工事も含めこの期間

に工事を行うことを想定しています。 

59 ２つの対象敷地において建設想定エリアを

周辺整備想定エリア内に拡張することは可

能でしょうか。また、資料２（現況敷地図）

で「エリア内の配置、周辺整備は関係者と

の協議を踏まえ、設計において調整する」

と記載がありますが、具体的な周辺整備の

内容も提案書に記載してもよろしいでしょ

うか。 

山エリアについては、周辺整備想定エリア

内に建築しても構いません。 

里エリアについては、周辺整備想定エリア

内にビジターセンター本体の建物を建築す

ることは想定しておりません。 

また、周辺整備については自由に提案して

ください。 

60 木曽町御嶽山 VC（仮称）の周辺整備想定エ

リアに、現況でバス停があるように見受け

られますが、バス停を建設工事に併せて、

周辺整備想定エリア内に移動することは可

能でしょうか。 

移動する想定で提案いただいても構いませ

ん。ただし、実際の移動可否については関

係者との協議によります。 
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No. 質問 回答 

61 御岳県立公園御嶽山 VC（仮称）の建設想定

エリア内の公衆便所近傍に、電気盤と倉庫

があるように見受けられますが、建設工事

に併せて、建設想定エリア内もしくは周辺

整備想定エリア内に移動することは可能で

しょうか。 

可能です。 

62 木曽町御嶽山ビジターセンターの敷地内に

フェンスがありますが、既存のフェンスは

撤去して新しいものを提案してもよいでし

ょうか。 

構いません。 

63 木曽町御嶽山ビジターセンターの敷地横に

は改修された WC があります。ビジターセ

ンター内の WC は営業時間のみ使用できる

と考えてよいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

64 御岳県立公園御嶽山ビジターセンターの敷

地周辺（特に公園側、北、東側）の高低差が

わかる資料があれば提示お願いします。 

HP にて掲載しているもの以外に高低差に

関する資料はありません。 

掲載先 URL 

https://www.pref.nagano.lg.jp/shisets

u/20200604.html 

（配置図） 

65 

 

複合用途となるようですが展示場、休憩所、

飲食店及び物品販売店についてそれぞれの

用途の床面積として区分して考えてよい

か。 

設計を進める中で、特定行政庁との協議に

より判断することになります。 

66 複合用途となるようですが用途と関わる消

防設備についてどのように考えればよい

か。 

設計を進める中で、消防機関との協議によ

り判断することになります。 

67 みたけグルメ工房の配置等が現況敷地図、

ガイダンス資料の配置図、ガイダンス資料

の活性化施設排水処理施設設置工事の図面

上でそれぞれ異なるように見受けられま

す。どの図面を正と考えれば良いか。 

ガイダンス資料の配置図を正としてくださ

い。ただし、ガイダンス資料の配置図と現

況が異なる場合は現況を正としてくださ

い。 

68 周辺整備想定エリアである民間の敷地につ

いて質疑 29 にて自由に提案可能とありま

すが、提案建物に付随する東屋については

提案可能か。 

提案いただいても構いません。 

  

https://www.pref.nagano.lg.jp/shisetsu/20200604.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/shisetsu/20200604.html
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No. 質問 回答 

69 山エリア、里エリアともに地盤調査データ

があればご提供いただけないでしょうか。 

地盤調査データはありません。（地盤調査に

ついては、山エリアは設計委託業務で実施

し、里エリアは今後発注予定です。） 

70 設計委託費（予算額想定）をご教示頂けな

いでしょうか。また、別表 1-1 建築物の類

型において、建築物の類型（第一号～第十

二号）、建築物の用途等（第１類 or 第 2 類）

はそれぞれどれに当てはまるでしょうか。 

設計委託費についてはお答えできません。 

建築物の類型は第十二号第 2 類及び第四号

第 1 類として積算しています。 

71 木材供給の想定はあるのでしょうか。もし

あればその情報をいただけないでしょう

か。 

現時点では具体的な想定はありません。 

72 現時点での展示物の想定をお聞かせくださ

い。 

展示内容は、実施要領（別冊）別-3 に記載

の各基本計画及び別-5、６に記載している

ものから判断してください。 

73 山エリア・里エリアにおいて、資料２の現

況敷地図に建設想定エリアを示している赤

い点線の表記範囲が実施要領（別冊）３．敷

地条件の概要に記載されている敷地面積と

いう認識でしょうか。 

貴見のとおりです。 

74 山エリアにおいて、資料２の現況敷地図に

建設想定エリアを示している赤い点線の表

記範囲（約 2120 ㎡）が建蔽率や容積率を

算定する根拠となる敷地面積という認識で

よろしいでしょうか。 

山エリアにおいては、周辺整備想定エリア

に建物を建築することも可能なため、敷地

は計画に応じて設定することとなります。

なお、当該地は都市計画区域外のため、建

築基準法による建蔽率及び容積率の規定は

適用されません。 

75 里エリアにおいて、資料２の現況敷地図に

建設想定エリアを示している赤い点線の表

記範囲（約 830 ㎡）が建蔽率や容積率を算

定する根拠となる敷地面積という認識でよ

ろしいでしょうか。 

貴見の通りです。なお、当該地は都市計画

区域外のため、建築基準法による建蔽率及

び容積率の規定は適用されません。 

76 里エリアのガイダンス資料配置図中のフェ

ンス位置が現況と大きく異なるようです。

焦げ茶色のフェンスのことだとすると、橋

側の電柱２本、排水処理施設、みたけグル

メ工房との位置で照らし合わせると、もっ

と西側寄りかと思いますが正確な位置をご

教示ください。 

配置図のベースとしている図面が敷地造成

前のものであるため、敷地現況と異なる部

分があります。なお、敷地現況と配置図が

異なる場合は、敷地現況を正としてくださ

い。 
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No. 質問 回答 

77 里エリアの川側の周辺整備想定エリアは、

外構として人が立ち入ることを想定してい

るか。 

具体的な想定はしていませんので、自由に

提案してください。 

78 里エリアの営業時間外のトイレは使えない

想定でよいか。 

貴見のとおりです。 

79 里エリア敷地西側の駐車場およびバスルー

トについて、敷地のより良い有効利用およ

び動線上の課題を解決するために、バス停

及び駐車台数などの機能の維持向上を図っ

たうえで駐車場及びバスルートの再配置に

ついてもご提案させて頂いてよろしいでし

ょうか。 

自由に提案してください。ただし、実際の

再配置の可否については関係者との協議に

よります。 

80 里エリアの排水処理施設について、移設コ

ストの検討をするため、敷地見学ガイダン

ス資料のほかに詳細な図面・資料がありま

したらご提供をお願いいたします。 

ガイダンス資料で提供しているもの以外に

排水処理施設に関する資料はありません。 

81 山エリア・里エリア両方の建物について、

提示された予算・工期に配慮したうえで構

造や階数は自由に提案させていただいても

よろしいでしょうか。 

自由に提案してください。 

82 両エリアにおいて乗用車での利用者数、観

光バスでの利用者数などがわかる資料があ

りましたらご提示いただけないでしょう

か。 

ご質問のような統計資料はありません。 

83 山エリアについて、実施要領内に「眺望を

活かしたオープンスペース」との記載があ

りますが、この眺望とは具体的に想定され

ている方角がありますでしょうか。快晴日

の敷地北東側への眺望の写真がありました

らご提供いただけないでしょうか。 

眺望を活かす方角を特定する想定はありま

せん。快晴日の敷地北東側への眺望の写真

は別添のとおりです。 

84 山エリアについて、利用者の動線を考慮し、

周辺整備ゾーンから直接計画建物へのアク

セスを可能な計画をご提案しても差し支え

ないでしょうか。 

自由に提案してください。 
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No. 質問 回答 

85 要領では山エリアは什器指定とありますが、

展示の入れ替え等はなく、常設展示のみの想

定ということでよろしいでしょうか。また、

展示物の種類や大きさ、必要な設備等ですで

に決定しているものがあればお知らせくだ

さい。 

常設展示のみという想定はしていません。

またすでに決定している展示物はありま

せん。 

86 二次審査の参加人数について、できるだけ多

く参加できる枠組みとしていただけると助

かります。 

二次審査参加者は５者程度を想定してい

ますが、審査の状況によって変わりますの

で、ご意見につきましても審査委員会に報

告させていただきます。 

87 様式８に記載する施設は、参加者ではなく協

力事務所が関わっているものであれば使用

可能か。またその際に説明を補足する資料と

して図面（モノクロ）やイメージパース（カ

ラー）を使用することは可能か。 

様式８に記載する施設については貴見の

とおりです。 

また補足資料として図面（モノクロ）やイ

メージパース（カラー）を使用しても構い

ません。 

88 山エリアの田の原観光センターと田の原山

荘に関しては、取り壊して撤去することを前

提に、その跡地を外構に含んで提案をするこ

とは可能か。 

可能です。 

89 現状の山エリアへのアクセシビリティが課

題と思われるが、今後の具体的な公共交通整

備について具体的な計画などあれば教えて

いただきたい。 

今後の公共交通整備について具体的な計

画はありません。 

90 資料４に山エリアの VC に関しては「シェル

ター」としての機能が記載されているが、実

施要領（６）の機能・規模には特にこの記載

はない。具体的な構造形式やプログラムなど

の考え方などがあれば、どういうものを想定

されているのか教えていただきたい。 

構造形式やプログラムなど具体的な想定

はありませんが、下記の手引きを参考にし

たいと考えています。 

http://www.bousai.go.jp/kazan/shiry

o/ 

「活火山における退避壕等の充実に向け

た手引き」 

91 質問回答書の中で、山エリアに関しては周辺

整備想定エリア内の建築は可能とあるが、そ

うだとすると、「建設想定エリア」と「周辺

整備想定エリア」の違いは何か。 

事務局としては建設想定エリア内に建物

が建築されることを想定し、左記のような

文言の使い分けをしました。一方で、なる

べく制約を課さず自由な提案を求めたい

という趣旨から、山エリアについては周辺

整備想定エリアへの建築も可能とお答え

しています。 

http://www.bousai.go.jp/kazan/shiryo/
http://www.bousai.go.jp/kazan/shiryo/
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No. 質問 回答 

92 災害時の噴石に対する配慮の度合いをご教

示ください。 

直径 10 ㎝の噴石を防ぐ程度の耐力を考え

ています。 

93 実施要領（別冊）－５「トイレのみの利用者

や閉館後の利用者への配慮」とありますが、

トイレは夜間利用、外部からの利用を考慮す

る必要がありますか。 

夜間利用、外部からの利用も考慮してくだ

さい。 

94 ２階建ての場合、エレベーターは必要か。 障がい者や高齢者等の利用に配慮した計

画とする必要があります。 

95 階数・構造に指定はあるか。 指定はありません。 

96 里エリアのグリーストラップを移設する場

合、移設先は敷地内に限られるか。 

道の駅駐車場地盤面下への移設も可能で

す。 

97 里エリアのモニュメントは敷地で移設する

必要はありますか。 

周辺整備想定エリア内での移設を想定し

ています。 

98 山エリアの施設のバリアフリー基準で必須

条件はあるか。 

長野県福祉のまちづくり条例基準への適

合は必要です。 

99 里エリアのフェンス入りを移動させてより

水面に近づく提案は可能ですか。 

自由に提案してください。 

100 王滝川の水位の変動範囲を示すデータがあ

ればお教えください。 

水位に関するデータはありません。なお、

里エリアより上流及び下流にダムがある

ため、水位は基本的に一定です。 

101 ロープウェイサテライトも提案内容に含ま

れるか。 

必須ではありませんが、自由に提案してく

ださい。 

102 利用できる地元木材の種別等をお教えくだ

さい。 

ヒノキやサワラなどです。 

103 山エリア・里エリアの気象条件（最大積雪量・

凍結震度・降水量・風向）をお教えください。 

気象条件に関するデータはありません。 

104 

 

様式７の注意事項に｢設計実績を証するもの

を添付すること｣とあります。また、様式７

は 15 部提出とあります。｢設計実績を証す

るもの｣も 15 部提出する必要はありますか。 

「設計実績を証するもの」は 15 部提出す

る必要はありません。１部提出してくださ

い。 

 



 15 / 18 

 

No. 質問 回答 

105 山、里エリアの両ビジターセンターにおけ

る展示スペースについて、展示のやり方等

も含めた展示デザインの提案は今回の提案

書の中に含む必要はあるか。実施要領（別

冊）５事業計画において、山エリアでは、展

示コンテンツ作成業務は別途発注、里エリ

アでは展示設計業務は別途発注と記載があ

ります。展示内容がわからない、また受注

できるかどうかわからない業務についてど

こまで提案をしていいものかがわからな

い。 

山エリアについては展示スペースのしつら

えや展示の見せ方等を含む展示デザインを

提案に含めてください。なお、里エリアに

おいては展示デザインの提案は必須ではあ

りませんが、本施設の建築計画と展示計画

は関連性がありますので、山エリアと同様

に自由に提案いただいても構いません。 

106 展示で想定している頂上祈祷所の壁のサイ

ズを教えてください。 

高さ：約 420cm、幅：約 460cm です。（４

分割して保存中） 

なお、壁の一部分のみの展示も可能です。 

107 山エリアの駐車場は噴火時の災害救助活動

の際、どのように使用されたのか。 

例）ヘリコプターの着地、救急車の駐車、救

助テントの設置など 

捜索関係車両（警察・消防・自衛隊）の駐車

スペース及び DMAT のテント設営地として

使用されました。 

 

108 里エリア敷地内の八木マリヨ氏のアート作

品は設置から日が浅いと推察されます。作

家や当時の町の方々との議論や、作品の趣

旨に配慮する必要はないのでしょうか。 

作者様や地域住民の方との議論は必要だと

考えております。 

設計の方向性が決まった段階で議論を進め

る予定です。 
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No. 質問 回答 

109 山エリア、里エリアそれぞれにおける積雪

量、除雪頻度、また一般的な除雪方法（溜め

る or 落とす）をご教示ください。 

（里エリア） 

積雪量について、実測データはありません。 

除雪については、積雪が 10cm に達した際

に道の駅「三岳」周辺道路と併せてホイー

ルローダー等で端に寄せる形で行われてい

ます。 

（山エリア） 

積雪量について、実測データはありません

が、吹き溜まりで約 2.5ｍ～3ｍ、その他は

1ｍ程度となります。 

除雪については、冬季はスキー場ゲレンデ

の迂回コースとなるため、除雪しません。

夏山前の除雪はロータリー車を使用しま

す。 

【参考】 

道の駅「三岳」の標高 742m における積雪

荷重を算出するための垂直積雪量は 69cm

です。同様に、田の原の標高 2190m にお

ける積雪荷重を算出するための垂直積雪量

は 234cm です（平 12 建告第 1455 号及び

建築基準法施行細則第 9 条の定めにより算

出※）。 

※長野県ホームページ参照 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchik

u/infra/kensetsu/kakunin/kijunchi.html 

110 山エリアにおける登山客、下山客のおおよ

その割合をご教示ください。 

王滝口から登り、王滝口に降りてくる方が

ほぼ 100％です。なお、王滝口（山エリア）

から入山し黒沢口、飛騨口に下山する又は

その逆のルートを採る登山者の方は非常に

稀です。 

111 里エリアの周辺整備想定エリアにウッドデ

ッキ等を敷設する提案は可能ですか。また、

その場合、整備費用は工事費に含まれます

か。 

周辺整備想定エリアの整備費用は工事費に

含まれていませんが、自由に提案してくだ

さい。工事費については設計において協議

とします。 
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No. 質問 回答 

112 御岳県立公園御嶽山 VC（仮称）で想定され

る避難収容人数等ございましたら、ご教示

ください。 

建物の一部にシェルター機能を持たせる計

画としていますが、収容人数等については、

今後、関係機関との調整により決定する 

予定です。 

113 提案建物の排水を既存浄化槽への接続は可

能か。また既存浄化槽の容量及び埋設され

ている浄化槽のサイズを教えてほしい。 

既存浄化槽への接続は不可です。また、建

設想定エリア外に設置された既存合併浄化

槽の容量は 254 人槽、地下埋設部のサイズ

は(W)10.25m×(D)6.5m×(H)3.65ｍで

す。 

114 県立公園に関する資料「国定公園及び県立

自然公園に係る公園事業取扱方針」（2）外

部意匠・色彩・材料等に 

「イ 屋根の形状は、切妻、寄棟等の勾配屋

根とし、屋根勾配は 2/10 以上とする。た

だし、宿舎事業以外の事業の車庫、倉庫等

の小規模な建築物及びその他特殊な 用途

の建築物並びに駐車場事業についてはこの

限りではない。」とありますが、今回のビジ

ターセンターはこの規定に当てはまるでし

ょうか？ 

今回の施設整備は公園事業として実施しま

すので「国定公園及び県立自然公園に係る

公園事業取扱方針」は適用されませんが、

県が県立公園内に整備する事業であること

から、同取扱方針に沿うことを原則と考え

ています。 

115 御岳県立公園御嶽山ビジターセンターにつ

いて、建設想定エリアと周辺整備想定リア

を跨いでの土地の造成は可能でしょうか。 

可能ですが、土地の形状変更は必要最小限

の規模にしたいと考えています。 

116 山エリアにおいて、石積みの擁壁（がけ）事

態に影響を及ぼさなければ当該擁壁（がけ）

を跨いで建築することは可能でしょうか。 

可能ですが、土地の形状変更は必要最小限

の規模にしたいと考えています。 

117 山エリアのビジターセンターの規模につい

て、実施要領内で各機能の面積の目安が示

されていますが、エントランス・受付等に

ついては面積が示されておりません。さら

に機能に表示されていない廊下や、外構の

休憩スペースに屋根をかけることなどを想

定した場合、想定されている延べ面積の

500 ㎡を超過する計画となると思われます

が、問題ありませんでしょうか。また想定

されている超過の限度がありましたらご教

示ください。 

実施要領内で示した各機能別の面積は、基

本計画時の想定面積ですので、記載の面積

を目安として、延べ面積約 500 ㎡の範囲内

で各機能を満たせるよう提案してくださ

い。 

また、約 500 ㎡の「超過の限度」の範囲に

ついては具体的な想定はありません。 
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118 実施要領の中で「建設想定エリアの外構整

備にかかる費用は予定工事費に含む」と記

載があり、一方で質問回答書の中では「周

辺整備想定エリアも提案範囲に含まれる」

と記載がある。周辺整備想定エリアに具体

的な外構を提案する場合は、その部分に関

しても予定工事費に含まれるのか。 

周辺整備想定エリアの整備費用は予定工事

費には含まれていません。 

 

 
 


