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公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

「日本の木材活用リレー　～みんなで作る選手村ビレッジプラザ～」 事業協力者公募要項　質問・回答書（その２）

※寄せられた質問内容をもとに、組織委員会において質問タイトルをつけております。

※質問文及び質問該当箇所について一部再構成しております。そのため、質問箇所・ページ等が質問者の記載内容と異なっている場合があります。

※以下に関する質問については、質問・回答書（その１）としてすでに公表済みです。

　　ビレッジプラザの計画内容について、広報活動について、東京2020参画プログラムについて、応募資格について、公募種別について、提供木材に付す表示について

　　応募申請について、選定及び決定方法について、協定・契約について、予算確保について、その他

質問タイトル 質問箇所 ページ 質問 回答

プロジェクト実施期間

について

参考様式３　木材提供に関する協定書

（案）
25

３ページ「５ 事業スケジュール」では、平成32

年10月から12月までが「ビレッジプラザの解体」

と記載されています。

第４条では本プロジェクトの実施期間は、「大会

後にビレッジプラザを解体し、乙の提供する木材

を甲が返却する平成32年12月末日まで」とあり、

また、第５条では「乙は、甲が解体した本木材を

甲が別途定める期限までにすべて持ち帰り」と記

載されています。

運搬及び後利用を確実なものとするため、事業協

力者が提供した木材を引き取る期間についても１

か月程度を確保した事業スケジュールにできない

のでしょうか。

現在、ビレッジプラザの解体・撤去の詳細な時期

については未定のため、本プロジェクト実施期間

を平成32年12月（予定）としています。ビレッジ

プラザの解体後、一定の保管期間を設けることを

検討中です。

提供木材の納入につい

て

【第１章　総則】

５　事業スケジュール
3

木材の調達時期が平成31年度(2019年)6月ごろま

でとなっているが、納入時期はいつ頃から開始予

定であるか？

提供木材の納入につい

て

【第１章　総則】

５　事業スケジュール
3

事業スケジュールに木材の調達時期は2019年6月

頃までと記載があるが調達はいつから始まるの

か。

提供木材の納入につい

て

【第１章　総則】

５　事業スケジュール
3

木材の調達期間が2019年6月頃までと漠然と示さ

れているが、具体的な期間を明示されたい。

※平成30年度（2018年4月～2019年3月）から平

成31年度（2019年4月～6月）と木材の納入期限

によって、予算化する年度が異なる。よって、本

県では２ヶ年にまたがる予算は組めないため、こ

れらを明示していただきたい。

提供木材の納入につい

て

【第１章　総則】

５　事業スケジュール
3

木材の運搬は、ストックヤード等に長期間に渡り

納品する形となりますか。また、長期間に渡る場

合、現段階で想定している納品期間があれば、お

教えいただきたいです。

提供木材の納入につい

て

【第１章　総則】

５　事業スケジュール
3

「2019年６月頃までに木材を調達」とあり、ま

た組織委員会が「提供木材の保管」を行うが、例

えば2018年度中に提供しても保管してもらえるの

か。

提供木材の納入につい

て

【第３章　公募内容】

１　応募資格
6

納入期日が2019年６月頃とあるが、2019年３月

まで（平成30年度中）に納材することは可能か。

提供木材の納入につい

て

【第３章　公募内容】

１　応募資格
6

「組織委員会が決定する詳細な仕様・品質の提供

木材を、指定の期日までに、組織委員会に納入で

きる地方公共団体」とあるが、納入に当たっては

どのような手順（部材別の場合は一括納入、棟別

の場合は組織委員会からその都度指定される品目

や数量等を納入など）を想定しているのか、具体

的にご教示いただきたい。

今後、組織委員会と事業協力者で締結する契約に

おいて、納入について規定する予定です。（公募

要項12ページ【第４章 選定及び決定方法】「４

協定・契約の締結」参照）。

また、組織委員会、事業協力者及び施工業者の３

者の協議により、現場における施工順序等を踏ま

えた納入の順序や時期等を最終的に決定します。

提供木材の返却につい

て

【第２章　事業スキーム】

２　組織委員会の役割
4

提供木材の返却時は、運搬車両への積み込みまで

組織委員会で対応してもらえるのか。

納入時の積み下ろし、返却時の積み込みは各事業

協力者に行っていただく予定です。

現場における施工順序等を踏まえて納入時期を決

定するため、現時点では調達時期の詳細は未定で

す。2019年６月以前の納入については、要望と

して承り、対応について検討いたします。
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質問タイトル 質問箇所 ページ 質問 回答

提供木材の返却につい

て

【第２章　事業スキーム】

２　組織委員会の役割
4

提供の木材の返却時に、希望すれば副資材等の供

与はあるか。

提供木材の返却につい

て

【第２章　事業スキーム】

２　組織委員会の役割
4

接合部材等は、後利用に必要となることが予想さ

れるが、事業協力者に提供（無償等）する意向は

あるか。

提供木材の返却につい

て
別紙１　ビレッジプラザの建築条件 15

後利用時の建具等必要に応じて事業協力が用意す

ることになっているが、棟単位の木材を提供した

場合、建具等の提供を受けることはできないか。

また接合部材（ボルト・ナット等）を使用するの

であれば提供を受けることは可能か。

提供木材の返却につい

て

【第２章　事業スキーム】

２　組織委員会の役割
4

返却される木材には、組み立てに使用された接合

部材、その他の建設資材等、協力事業者の納品し

た木材以外は混入のないという認識でよいか。

提供木材の返却につい

て

【第２章　事業スキーム】

５　後利用について
5

返却される木材はすべて提供したものと同一か。

他地域産の木材が混入することはないか。

提供木材の返却につい

て

【第２章　事業スキーム】

５　後利用について
5

「木材の品質や性能等に変化…」とあるが、解体

を簡略化するために意図的に切断することなどは

あるか。

提供木材の返却につい

て

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(４) 留意事項

10

「使用したことによる割れ、狂い、汚れ等が生じ

る可能性…」とあるが、解体を簡略化するために

意図的に切断することなどはあるか。

提供木材の返却につい

て

参考様式３　木材提供に関する協定書

（案）
26

第７条第５項にある「通常の範囲の棄損」はどの

ような程度までの状態を指すのか。

部材として使用したことによる割れ、狂い、汚れ

が生じる可能性を指します。（公募要項10ページ

【第３章 公募内容】「４ 公募種別」(４)留意

事項 を参照）

後利用について
【第２章　事業スキーム】

５　後利用について
5

「組織委員会の返却する提供木材を活用し、大会

のレガシーとして後利用に努める」とされている

が、後利用する数量や割合について具体的な制限

（○割以上）をすることを想定しているのか、ご

教示いただきたい。

組織委員会として具体的な数値目標を設ける予定

はありませんが、すべての木材を後利用していた

だきたいと考えています。

後利用について
【第２章　事業スキーム】

５　後利用について
5

大会後に各地にレガシーを残すことを目的として

いるが、後利用について優良な事例等については

組織委員会で広報活動をおこなうなど、後利用の

PRに協力することを検討してもらえるか。

組織委員会は、大会終了後に解散する団体である

ため、大会後にも継続的に広報活動を行うことは

困難ですが、可能な範囲で協力します。

後利用について
【第２章　事業スキーム】

５　後利用について
5

後利用について、木材提供にあたり協力頂いたプ

レカット工場（森林組合）でも、レガシーとして

後利用することは可能ですか。

事業協力者である地方公共団体が、森林組合に譲

渡や売却をすることで、実現可能と考えられま

す。なお、譲渡先や売却先において商業目的に使

用されないようにご注意ください。

後利用について
【第２章　事業スキーム】

５　後利用について
5

「商業目的での使用を禁止…」とあるが、市が深

く関与する有料観光施設等に設置することは可能

か。

後利用について
【第２章　事業スキーム】

５　後利用について
5

後利用については、ベンチ等への活用を検討して

います。

県産材利用のＰＲは、多くの者が訪れる商業施設

等での展示も効果的と考えていますが、商業施設

等での展示も制限されるのでしょうか。

後利用について
【第２章　事業スキーム】

５　後利用について
5

後利用で作成される製品の商業利用は禁止とある

が、ふるさと納税などの返礼品として後利用製品

を提供することは可能か。

現状、ふるさと納税の返礼品が金銭的価値を持つ

場合が見受けられ、また返礼品の受領者が売却す

ることも考えられるため不可といたします。

後利用について
【第２章　事業スキーム】

５　後利用について
5

「後利用においては、（中略）商業目的での使用

はできない。」とされているが、譲渡や売却を行

う場合、どのような制限事項を設けることを想定

しているのか、具体的かつ網羅的にご教示いただ

きたい。

事業協力者の責任において、譲受人や購入者が商

業目的で使用することがないように、確認する必

要があります。その制限方法について、組織委員

会が具体的に定めることはしませんが、事業協力

者に対して後利用の計画内容を報告していただく

際に、譲渡や売却に関する対応策を確認する場合

があります。

後利用について
【第２章　事業スキーム】

５　後利用について
5

再利用の活用先として「公共的な施設」や後利用

において「商業目的での使用はできない」とあり

ますが、公共的な民間施設への売却等は認められ

ないのでしょうか？併せて「公共的な施設」の具

体的対象範囲を教えてください。

民間施設への売却は可能ですが、非営利的に使用

するなど、商業目的とならないように条件づける

ことが必要です。なお、商業施設については、広

く住民に利用されている場合であっても「公共的

な施設」にならないと考えますが、組織委員会か

ら後利用の計画内容について報告を求める際に、

具体の施設名・利用方法等をご相談ください。

組織委員会としては、持続可能性を実現する点か

ら、すべての資材を有効に再利用することを目指

しています。提供いただく木材以外の扱いについ

ては未定ですが、希望者への提供を含め、対応に

ついて検討を進めます。

組織委員会において提供いただく木材を適切に管

理し、解体後には提供いただいた木材のみ持ち

帰っていただきます。

原則として、すべての材をそのまま解体し、返却

します。意図的に切断することはありません。

オリンピック・パラリンピック大会で使われた木

材を使って製作される物を商業的に使用すること

が禁止されていますが、商業施設で使用すること

のすべてを排除するものではありません。地方公

共団体の所有する有料施設への設置や商業施設で

の展示については、非営利的に活用する場合には

問題ないものと考えます。具体的には、個別にご

相談ください。
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質問タイトル 質問箇所 ページ 質問 回答

後利用について
【第２章　事業スキーム】

５　後利用について
5

「後利用においては、国際オリンピック委員会の

規定により、商業目的での使用はできない。」と

ありますが、具体的な事例について可否をご教示

いただきたく思います。

例１：民間の事業者又は森林組合等が、木材加工

流通施設等（製材工場等）の整備を行う際に、提

供木材を自治体から購入して、建屋の建築資材と

して使用することは可能でしょうか？

例２：提供木材でコースターを製作して、販売す

るのは不可と考えますが、無償で配付することは

可能でしょうか。

例１については、可能と考えますが、大会で使わ

れた木材であることを集客に使用するなどの商業

目的化しないことが必要です。

例２については、無償配布であれば問題ないもの

と考えます。

いずれの例について、大会で使われた木材である

ことを示さずに使用する場合には問題ありませ

ん。なお、具体的な後利用計画については、必要

に応じて個別にご相談ください。

後利用について
【第２章　事業スキーム】

５　後利用について
5

「組織委員会は、（中略）後利用の計画内容に

ついて、報告を求める場合がある。」とされてい

る。

（１）どのような場合に報告を求めることを想定

しているのか、具体的にご教示いただきたい。

（２）報告を求める内容としてどのようなものを

想定されているのか、具体的かつ網羅的にご教示

いただきたい。

（１）提供木材が有効に後利用されることを目的

とし、本プロジェクトの進捗に伴い、段階を追っ

て計画状況を書面により伺う予定です。

（２）報告時点における計画をご報告いただきま

す。なお、後利用計画において、国際オリンピッ

ク委員会の規定違反等がないか、確認する場合が

あります。

後利用について
【第２章　事業スキーム】

５　後利用について
5

提供した木材の後利用について、「組織委員会

は、事業協力者の検討する後利用の計画内容につ

いて、報告を求める場合がある。」とあります

が、報告の方法については、どのように行う予定

ですか。また、当初計画に変更が生じた場合、支

障はありますか。

提供木材が有効に後利用されることを目的とし、

本プロジェクトの進捗に伴い、段階を追って計画

状況を書面により伺う予定です。

なお、計画に変更が生じることは問題ありませ

ん。

後利用について
【第２章　事業スキーム】

５　後利用について
5

後利用の計画と実施が異なった場合に問題はある

のか

後利用について
【第２章　事業スキーム】

５　後利用について
5

後利用については返却時の木材の状態に応じて納

品時の後利用計画から大幅な変更が生じても問題

ないか。

後利用について
【第２章　事業スキーム】

５　後利用について
5

「組織委員会は、提供木材をビレッジプラザの解

体後の形状や量のまま現状有姿にて事業協力者に

返却する。」とされているが、棟単位で木材を提

供した場合、後利用時にその建物を再現すること

は妨げられないと理解してよいか、ご教示いただ

きたい。

棟単位で提供いただく場合には、後利用において

そのまま再現できるように提供木材を返却する予

定です。なお、二次部材についてはビレッジプラ

ザでの使用状況等により、後利用に制約が生じる

可能性があります。

後利用の参考例につい

て

【第２章　事業スキーム】

５　後利用について
5

本プロジェクトで実際に使用した木材そのもので

はなく、それと同じ規格部材を新材で用意し、参

考例にある２Ｄ姿図の建物を建設することは妨げ

られないと理解して良いか、ご教示いただきた

い。

また、その際、応援マーク等によるPRは可能

か、ご教示いただきたい。

公募要項に示した事例については、木材の不足分

を補う目的で新材を追加していただくことは構い

ませんが、提供木材の後利用以外の目的での使用

はご遠慮ください。

なお、応援マークの使用は、「東京2020参画プロ

グラム」の認証を申請し、その認証が受けられた

場合に限られます。

後利用の参考例につい

て
別紙４　後利用の参考例 19

「なお、ここにあげた参考例を活用する場合に

は、組織委員会に知らせること」とある。

（１）参考例への部分的な一致（用途、サイズ、

２D姿等）であっても報告することとなるのか、

ご教示いただきたい。

（２）報告手法や様式について、具体的にご教示

いただきたい。

参考例をもとに後利用を検討する場合には、まず

はご一報ください（電話・メールで可）。具体的

な内容を伺ったうえで、対応します。

後利用の参考例につい

て
別紙４　後利用の参考例 19

後利用の参考例を活用する場合には、設計書の提

供を受けることができるか。また、棟単位の木材

を提供し、また後利用においてもその棟に近い形

で活用したい場合、設計書の提供を受けることは

可能か。

後利用に関して、組織委員会は可能な範囲での協

力を行いますが、参考例について具体的な設計を

行っていないため、原則として事業協力者におい

て設計業務を行ってください。参考例を活用され

る場合には、ご相談ください。

棟単位の設計書については、組織委員会及びビ

レッジプラザの設計業務受託者との協議のうえ

で、ビレッジプラザとしての設計図書を提供する

予定です。後利用時の建築物としての設計図書で

はありませんので、事業協力者において設計業務

を行ってください。詳細については、対象の事業

協力者と今後協議させていただきます。

計画に変更が生じることは問題ありません。
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質問タイトル 質問箇所 ページ 質問 回答

森林認証制度について
【第３章　公募内容】

１　応募資格
6

森林認証（ＦＭ）認証は取得し証明はできる一

方、製材等の加工については、民間に依頼し製材

を行うこととなるが、製材を行う者が生産物加工

（ＣｏＣ）認証が必要か。

森林認証制度について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(４) 留意事項

10

「森林認証制度を満足する木材である場合には、

提供木材を納入する際に、その適合を確認できる

文書等を提示する」とされているが、必ずしも製

材工場におけるCoC認証の取得までを求めるもの

ではないと理解して良いか、ご教示いただきた

い。

（p.13「本プロジェクトに関するQ＆A」の最

終行において、「（製材工場が認証制度未取得で

あっても）森林認証制度を有する森林に由来する

ことが確認できれば、応募は可能」とされている

ことの再確認。）

森林認証制度について 【本プロジェクトに関するFAQ】 13

（問）森林認証制度を取得しているが、製材工場

が認証制度未取得である場合、応募申請できる

か。に対し、（答）森林認証制度を有する森林に

由来することが確認できれば、応募は可能であ

る。とあるが、CoC認証は必須ではないというこ

とか。

森林認証制度について 【本プロジェクトに関するFAQ】 13

応募申請について、「森林認証制度を有する森林

に由来することが確認できれば応募は可能」と

は、森林認証は、森林だけが取得していれば良

く、森林・製材工場・集成材工場・プレカット工

場それぞれが認証を取得する必要はないと解して

よいか。

森林認証制度について 【本プロジェクトに関するFAQ】 13

木材を提供する際に、森林認証を有する森林に由

来すること（FM認証）が確認できれば良いの

か。

また、森林・原木市場・製材工場等の各段階にお

ける森林認証制度の取得が必要な場合、所有権が

移らない原木市場による委託販売の場合について

も、森林認証制度の取得が必要か。

木材の調達基準につい

て

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(４) 留意事項

10

森林認証制度は必須か。また、CoC認証は必須で

はないという理解で良いか。

森林認証が必須でない場合、非認証材と認証材で

選定において優劣はあるか。

森林認証の取得は必須ではありませんが、組織委

員会の定める調達基準を満足していただく必要が

あります（公募要項６ページ【第３章 公募内

容】「１　応募資格」参照）。

なお、選定において認証の有無で優劣をつけるこ

とはありません。

木材の調達基準につい

て

【第３章　公募内容】

１　応募資格
6

事業協力者が提供する調達基準を満足する木材に

は、

① 認証材

② 調達基準別紙１に示す方法により証明した木

材

の２種類が混同しても差し支え無いか。

問題ありません。

木材の調達基準につい

て

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(４) 留意事項

6

組織委員会の定める調達基準（２の①～⑤）を満

足する木材を提供する場合に、その基準を満たし

ているかどうかについては、明確な証明方法が示

されていないが、県の基準で判断してよいのか。

木材の調達基準につい

て

【第３章　公募内容】

１　応募資格
6

組織委員会が定める「持続可能性に配慮した木材

の調達基準」（以下「調達基準」という。）につ

いて、調達基準４（認証材以外の木材）の木材を

組織委員会に提供する場合の、調達基準２の①か

ら⑤の組織委員会の定める調達コードの適合を確

認する書類の具体的な様式と記載例について、そ

れぞれ明示していただきたい。

木材の調達基準につい

て

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(４) 留意事項

10

製材（合板を含む）を認証材以外の証明で提供す

る場合、調達基準２の②～⑤の各項目に対する証

明方法（必要書類等）について具体的に示してい

ただきたい。

製材工場等もCoC認証を取得していることが望ま

しいですが、CoC認証がない場合でも、加工・流

通の各段階で適切な分別管理と入出荷記録の管理

等がなされ、森林認証を取得した森林に由来する

木材であることのトレーサビリティが確保されて

いれば、応募は可能です。

調達基準２①～⑤を満たすものとして、FSC,

PEFC, SGECの認証材、または、調達基準 別紙１

に示す方法により確認を実施した木材と定めてい

ます。

なお、別紙１に沿った確認のための様式例や記載

例については、組織委員会のウェブサイトをご参

照ください。

（ https://tokyo2020.jp/jp/games/sustainability

/sus-code/wcode-timber/）

4



質問タイトル 質問箇所 ページ 質問 回答

木材の調達基準につい

て

【第３章　公募内容】

１　応募資格
6

調達基準の「認証材以外の証明方法」として「様

式例１」が例示されていますが、これまでも本県

では、本県産材認証推進協議会が行う「県産材産

地証明書」により、合法性・持続可能性を確認し

ています。

この「県産材産地証明書」を、貴委員会が規定

する調達基準を証明するものとして取り扱うこと

としてよろしいでしょうか。

当該県の県産材認証制度については、調達基準２

①～⑤の要件を担保する仕組みとはなっていない

と考えられますので（例えば、労働安全に関する

確認の仕組みとはなっていないなど）、これを

もって組織委員会の調達基準を満たすものとして

取り扱うことはできません。

木材の調達基準につい

て

【第３章　公募内容】

１　応募資格
6

『組織委員会が定める「持続可能性に配慮した木

材の調達基準」を満足する木材を提供できる地方

公共団体。』とあるが、「持続可能性に配慮した

木材の調達基準」２の①『原木の生産された国又

は地域における森林に関する法令等』とは、森林

法及び市森林整備計画と解してよろしいか。森林

経営計画についてはどうか。

また、「持続可能性に配慮した木材の調達基

準」２の②『中長期的な計画又は方針』とは、市

森林整備計画と解してよろしいか、森林経営計画

についてはどうか。

認証材でない場合に必要な確認内容については、

調達基準 別紙１をご覧ください。

調達基準２①の法令等には、都道府県等で定める

条例などで伐採の制限に係るものも含まれます。

市町村森林整備計画や森林経営計画については、

法令等においてこうした計画に沿った伐採が義務

付けられているのであれば、それに従うことが必

要です。

調達基準２②については、森林経営計画の認定に

ついて確認してください。

木材の調達基準につい

て

【第３章　公募内容】

１　応募資格
6

公募要項第3章１応募資格に「調達基準を満たす

木材を提供できる者」であることが規定されてお

り、これを受ける調達基準には、認証材以外の証

明方法として、別紙１が規定され、別紙１の

（２）③において、「希少な動植物がいる場合に

はその保全を考慮した伐採作業」が必要とされて

いる。

この際必要となる、希少な動植物の存在確認方法

については、色々な方法が考えられるが、当該森

林所有者への聞き取りを持って確認根拠とするこ

とで十分か。

もし、生息情報について、客観的なデータも必要

であるということであれば、確認作業に活用でき

る、具体的なデータベースや文献名等について御

教示いただきたい。

調達基準 別紙１では、説明責任の観点から合理

的な方法によって確認を実施することとしていま

す。現地に詳しいものへの聞き取り等により必要

な情報を入手することで確認することも認められ

ますが、聞き取りで十分な情報が入手できない場

合は、地方公共団体で発行するレッドデータブッ

ク等を参照し、確認に活用することも考えられま

す。また、確認した内容や、その根拠について説

明できるよう記録することが必要です。

なお、確認のための様式例や記載例については、

組織委員会のウェブサイトをご参照ください。

（ https://tokyo2020.jp/jp/games/sustainability

/sus-code/wcode-timber/）

木材の調達基準につい

て

【第３章　公募内容】

１　応募資格
6

調達基準では、認証材（SGEC等）でない場合の

木材（森林経営計画に基づく合法木材）を提供す

る場合、①地域住民等への誠実な対応、②希少動

植物等の保全、③労働安全衛生について、現時点

で想定されている確認方法をご教示願います。

また、以下の例の場合は、適正と認められますで

しょうか。

【例】

① 地域住民等への対応：伐採（間伐等）前に、

施業計画の内容を地域住民（土地所有者等）に説

明していることを生産者に確認

② 希少動植物等の保全：間伐材の場合は不要

③ 労働安全性：作業員の使用機械の講習受講状

況、現場での安全装備の着用状況等の確認

認証材でない場合に必要な確認内容については、

調達基準別紙１をご覧ください。

また、確認のための様式例や記載例については、

組織委員会のウェブサイトをご参照ください。

（ https://tokyo2020.jp/jp/games/sustainability

/sus-code/wcode-timber/）

ご質問の例が適正かどうかは、当該森林の状況に

応じて個別に判断すべきものと考えます。ただ

し、②のように間伐材は希少動植物の保全につい

て確認が不要になるとはしていません。

木材の調達基準につい

て

【第３章　公募内容】

１　応募資格
6

「CLT等については、構成するすべての材が調達

基準を満足する必要がある。」とされているが、

この「等」とは何を想定されているのか、具体的

かつ網羅的にご教示いただきたい。

複数の材を集積して生産される木材（CLT、構造

用集成材、構造用合板等）を想定しています。

提供木材の加工につい

て

【第２章　事業スキーム】

３　事業協力者の役割
4 二次部材についての２次加工はあるか？ 二次部材についても２次加工をお願いします。

提供木材の加工につい

て

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(１) 全般事項

7

再利用する木材であることから、仕口加工、表面

加工その他については、必要最小限かつ極力簡易

な仕様とし、地方公共団体の負担軽減や再利用の

しやすさ等に十分配慮していただきたい。

組織委員会としては、後利用しやすい加工を計画

しており、任意加工機*を要しないプレカット工

場で行える仕口加工とするよう配慮します。ま

た、また、表面加工についても、必要最小限のも

のを予定しています。

*任意加工機については、フンデガー社やユニ

チーム社に代表される欧米製の複雑・大型なもの

にも対応できる、任意形状の加工が可能な機械を

指す。

5



質問タイトル 質問箇所 ページ 質問 回答

提供木材の加工につい

て

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(１) 全般事項

7

仕口加工について、現時点で、どのような仕様を

想定しているのか、明示していただきたい。

※在来工法で通常使用する程度の仕口加工であれ

ば、本県のプレカット工場でも対応できるが、加

工が複雑な仕口や特殊な金物を使用して加工が難

しい仕様であれば県外の工場に搬送する必要があ

り、かかり増し経費が発生するため。

提供木材の加工につい

て

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(１) 全般事項

7

仕口加工については、切削・削孔を伴う接手、接

合部加工を施すものとするとあるが、一般のプレ

カット工場で行える仕口加工か？それとも場合に

よっては組織委員会が指定するプレカット工場

（プレカット機械のメーカー）か？

提供木材の加工につい

て

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(１) 全般事項

7

「全般事項」において、仕口加工、塗装加工等記

載がありますが、現段階で、具体的な加工内容

（金物設置に伴う穴あけ等）の使用が決定してい

るようであれば、ご教授願います。

提供木材の加工につい

て

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(１) 全般事項

7

仕口加工の詳細を事前に示していただきたい。

回答が困難な場合、一般的な加工を想定している

のか、特殊な加工を要するのか等について示して

いただきたい。

提供木材の加工につい

て

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(１) 全般事項

7

「表面加工については、いずれの材種もカンナ仕

上げとし、浸透型保護塗料（環境配慮仕様）の塗

装とする。」とあるが、表面加工も事業協力者の

役割にある「仕口加工等の2次加工」に該当する

という解釈で良いか、ご教示いただきたい。

その通りです。

提供木材の加工につい

て

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(１) 全般事項

7

浸透型保護塗装剤の塗装とあるが、柱・梁材と二

次部材の全量を塗装するのか？また塗装料の種類

と塗装方法は？塗装は２次加工後に行うのか？

提供木材の加工につい

て

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(１) 全般事項

7
浸透型保護塗料はすべての木材に塗るのか。ま

た、どのよな仕様なのか。

提供木材の加工につい

て

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(１) 全般事項

7

・ 仕口加工に関する協議は、いつごろ実施する

か。

・ 仕口加工や塗装の詳細は、いつごろ決定する

か。

今後の実施設計において仕口加工や塗装等の詳細

を決定します。設計完了時の2018(H30)年９月頃

までに最終協議を行う予定です。

提供木材の加工につい

て

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(２) 棟単位

8

表１『各棟の概要』に記載してある材種や数量で

は、不明確な部分等(木材寸法・プレカット加工

等)があり、予算の算定に苦慮しています。そこ

で東京都が実施予定のＤ１棟の建築規模、その木

材予算等を提示していただけると検討しやすくな

りますのでご教授いただきたい。

木材の寸法については別紙２をご覧ください（公

募要項16ページ）。

加工については、任意加工機*を要しない工法に

するよう配慮し、以下の加工を想定しています。

・柱：柱頭部、柱脚部にスリットまたはホゾの加

工、あるいはボルト・金物用の削孔加工を想定。

・梁：柱・梁仕口部にスリットまたはホゾの加

工、あるいはボルト・金物用の削孔加工を想定す

るとともに、材長に対し概ね600mmピッチでボ

ルト穴の削孔を想定。

いずれも、今後の設計の深度化により変更が生じ

る場合があります。

なお、本公募は組織委員会が行っているものであ

り、木材提供に係る東京都の予算内容については

承知しておりません。

*任意加工機については、フンデガー社やユニ

チーム社に代表される欧米製の複雑・大型なもの

にも対応できる、任意形状の加工が可能な機械を

指す。

提供木材の加工につい

て

参考様式３　木材提供に関する協定書

（案）
26

「必要な範囲で加工等を施し…」とあるが、組織

委員会が行う加工とはどのようなものを想定して

いるか。

組織委員会では提供いただいた木材に金物の取付

等を行います。現時点では、組織委員会がその他

加工を施す予定はありません。

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(１) 全般事項

7

「～樹種及び強度をそれぞれ指定すること」とあ

るが、強度を提示する上で、参考となる資料があ

ればいただきたい。

「木材の基準強度Fc, Ft, Fb及びFsを定める件

（ 平 成 12 年 建 設 省 告 示 第 1452 号 ） 」

（ http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/pdf/201703/0

0006531.pdf）に基づく強度の提示をお願いしま

す。

なお、ビレッジプラザの建築に使用する木材の仕

様・強度等は別紙２に記載のとおりです。

任意加工機*を要しないプレカット工場で行える

仕口加工を予定しています。組織委員会から提供

する加工図（CADデータ）をもとに、加工をお願

いします。

*任意加工機については、フンデガー社やユニ

チーム社に代表される欧米製の複雑・大型なもの

にも対応できる、任意形状の加工が可能な機械を

指す。

提供いただくすべての木材について、２次加工後

の塗装をお願いします。なお、塗装の種類、方法

等の詳細については事業協力者の決定後にお知ら

せします。

6



質問タイトル 質問箇所 ページ 質問 回答

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(２) 棟単位

7
「すべてを提供できる事業協力者を募集…」とあ

るが、CLTや構造用合板の提供も必要か。

床材については、「CLT」または構造用合板の使

用を想定した「床用二次部材（大引・根太・敷

床）」のいずれかの提供をお願いします。CLTを

提供いただける場合には、床用二次部材（大引・

根太・敷床）の提供が不要となります。なお、床

用二次部材（大引・根太・敷床）を提供いただけ

る場合には、構造用合板の提供を依頼させていた

だくことがあります。

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(２) 棟単位

7

「各棟を構成する柱・梁材、床材、その他の部材

のすべてを提供できる事業協力者を募集する。」

とされている一方で、「計画変更に伴い、木材の

使用量の増加が生ずる場合には、必要な木材の提

供を依頼することがある。」とされている。

（１）組織委員会からの必要な木材の提供依頼に

応ずることができない場合は、事業協力者から除

外されることがあり得るのか、ご教示いただきた

い。

（２）仮に除外されることとなった場合、追加抽

選等はなされるのか、その場合の手法等につい

て、具体的にご教示いただきたい。

（３）CLTの提供ができない場合でも、棟単位に

応募することはできるか、ご教示いただきたい。

（１）組織委員会から依頼させていただくもので

あり、これをもって事業協力者から除外する予定

はありません。

（２）除外する予定はないため、回答しかねま

す。

（３）床材については「CLT」または構造用合板

の使用を想定した「床用二次部材（大引・根太・

敷床）」のいずれかの提供をお願いします。

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(２) 棟単位

8

表１の「募集する材種・数量」の欄の次の内容に

ついて、ご教示いただきたい。

（１）「床材に構造用合板を使用する場合」とし

て床材（面積換算ｍ2）が示されているが、構造

用合板を使用しない場合は、同欄に示されている

合計数量が現時点での最大予定数量と理解してよ

いか、ご教示いただきたい。

（２）「構造用合板の提供については、今回の提

案には含めない」とあるが、CLTは含まれるとい

う解釈となるのか、ご教示いただきたい。

（３）CLTを含めた提案とすることが選定に影響

するのか、ご教示いただきたい。

（１）床材にCLTを提供いただける場合にのみ、

床用二次部材（大引・根太・敷床）の提供は不要

となります。

（２）床材については「CLT」または構造用合板

の使用を想定した「床用二次部材（大引・根太・

敷床）」のいずれかの提供をお願いします。CLT

を提供いただける場合には、床用二次部材（大

引・根太・敷床）の提供が不要となります。

（３）CLTの有無をもって選定することはありま

せん。

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(２) 棟単位

8
床材CLTについては、面積の一部のみの提供と

なっても差し支えないか。

棟単位で提供いただく場合には、原則として必要

なすべての部材を提供いただくことを条件としま

す。なお、床材については、CLTまたは床用二次

部材（大引・根太・敷床）のいずれかの提供をお

願いします。

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(２) 棟単位

8

表１の各棟の概要の中に（床材に構造用合板を提

供する場合）とあるが、今回はないが今後提供す

る可能性がある場合、という理解でよいか。

事業協力者との個別協議により、提供を依頼する

場合があります。

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(２) 棟単位

8

「構造用合板の提供については、今回の公募の提

案には含めない」とありますが、棟単位で提供す

る床材は、CLTに限るということでしょうか。

床用二次部材（大引・根太・敷床）またはCLTの

提供をお願いします。なお、床用二次部材を提供

いただける場合には、構造用合板の提供を依頼さ

せていただくことがあります。

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(２) 棟単位

8

合板の提供については、今後の協議と示されてい

るが、仮に提供を行う場合は、組織委員会の定め

る調達基準を満足する必要があるか。

構造用合板についても、調達基準を満足していた

だく必要があります。

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(２) 棟単位

8

表下の構造用合板の提供について、「事業協力者

との個別協議により提供を依頼する場合があ

る。」とあるが、協議の時期はいつごろか。ま

た、提供を断ることはできるか。

構造用合板の提供については、事業協力者の決定

後、速やかに協議させていただきます。なお、依

頼させていただくものであり、提供は必須ではあ

りません。

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(２) 棟単位

8

構造用製材（柱・梁材）について、材積換算でし

か数量が示されていないことから、柱と梁の各々

の数量について、棟毎におおよその数量を示して

欲しい。

事業協力者の決定後に、個別に協議のうえ、具体

的な柱・梁材等の仕様・数量を決定します。（公

募要項12ページ【第４章 選定及び決定方法】

「４　協定・契約の締結」参照）

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(３) 部材単位

9

数量が確定するのは、実施設計が終了する平成30

年９月となるのでしょうか。

予算要求の都合上、数量が確定する時期を明確に

していただきたい。

2017(H29)年10月上旬の事業協力者の決定におい

て、提供いただく部材の口数を決定します。その

後、2018(H30)年９月頃までに提供いただく木材

の数量を確定します。実施設計の深度化により、

木材の仕様・数量に変更が生じる際には、個別に

協議のうえ、可能な範囲内で変更へのご協力をお

願いします。

7



質問タイトル 質問箇所 ページ 質問 回答

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(２) 棟単位

8
募集する材種・数量の記載があるが、寸法毎の数

量はいつごろ決定するか。

2018(H30)年９月頃までには実施設計を深度化

し、提供木材の詳細な仕様・数量を確定させま

す。

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(３) 部材単位

9

構造用製材では、JAS規格（機械等級区分構造用

製材）について「標準とする」と定められている

が、事業協力者決定後、木材を搬入するまでに、

各部材についてJAS規格をすべてクリアしなけれ

ば、事業協力者の決定の取り消しとなるのか。

すべての提供木材はJAS規格品であることを必須

条件といたします（公募要項10ページ【第３章

公募内容】「４ 公募内容」(４)留意事項 を参

照）。なお、目視等級区分構造用製材の扱いにつ

いては、公募要項に記載のとおりです。

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(３) 部材単位

9

目視等級区分構造用製材の含水率については、人

工乾燥構造用製材のJAS認定を取得している必要

があるか？人工乾燥構造用製材のJAS認定がない

場合、含水率については、地方公共団体において

含水率を計測して含水率を示すことは可能か？

公募要項に記載のとおり、JAS規格に定める含水

率を満足するようお願いします。

JAS規格に定める含水率を満足できない場合に

は、二次部材として使用させていただきます。

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(３) 部材単位

9

目視等級区分のJAS規格の場合、グレーディング

マシンによる全数検査が必要との理解で良いか。

また、選定に際し、機械等級区分と目視等級区分

で優劣はあるか。

全数調査をお願いします。なお、選定において優

劣をつけることはありません。

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(３) 部材単位

9

表２の「仕様・強度等」の欄に示されている材を

提供する場合、樹種は混在することも可能との理

解でよいか、ご教示いただきたい。

混在させることは可能ですが、その場合には組織

委員会と事業協力者で行う協議の場で、それぞれ

の樹種・強度ごとの数量を決めさせていただきま

す（公募要項12ページ【第４章 選定及び決定方

法】「４　協定・契約の締結」参照）。

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(３) 部材単位

9

構造用製材について、10ｍ３で一口として、提供

可能な樹種と強度を記載する様式となっている

が、一口＝１樹種となるのか？

また、自治体によっては、財政的な都合により、

複数樹種を混在させて、一口として（例：スギ４

ｍ３、アカマツ３ｍ３、カラマツ３ｍ３、合計10

ｍ３）応募を希望しているところもあるが、その

ような応募方法が可能か？

応募申請書（様式２）には応募口数（樹種を問わ

ない）及び提供可能な樹種名と強度の一覧を記載

してください。事業協力者の決定後、応募口数に

含まれる樹種について協議させていただきます。

そのため、応募時点では、１口に樹種が混在して

いても構いません。（公募要項７ページ【第３章

公募内容】「４ 公募種別」(１)全般事項、及び

【第４章 選定及び決定方法】「４ 協定・契約

の締結」参照）

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(３) 部材単位

9

製材の提供についてSD15とSD20の使い分けはど

のように考えられているのか示していただきた

い。

木材の接合方式により使い分ける予定です。

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(３) 部材単位

9
製材の提供についてE70、一部E50の使い分けに

ついて示していただきたい。

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(３) 部材単位

9

表２において、機械等級区分構造用製材の基準が

「E70以上（一部E50以上）」 となっているが、

E70とE50はどのような使い分けとなるのか？

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(３) 部材単位

9
構造用合板について、公募の対象外とされた理由

は何故か？

構造用合板に関してはビス止め等による穴あき、

床材に使用することによる汚れの発生等が懸念さ

れるため、構造用製材やCLT等と比べ、後利用し

にくいことが予想されます。そのため、公募の提

案には含めず、事業協力者に個別に依頼すること

としております。

提供木材の材種・仕

様・数量について

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(４) 留意事項

10

提供する木材については、JAS 規格を満足する必

要があるとの記載があるが、強度や含水率の基準

を満たせばJAS 規格品でなくても提供は可能か。

ビレッジプラザの設計にあたり、構造計算を要す

るため、JAS規格品を満足する木材をご提供くだ

さい。（公募要項10ページ【第３章 公募内容】

「４　公募内容」(４)留意事項 を参照）

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
16

柱・梁材の「仕様・強度等」欄において、「下記

のJAS規格（目視等級区分構造用製材）について

も提供可能とするが、各地方公共団体において、

ヤング係数を計測し、機械等級区分用構造用製材

と同等以上の性能を示すこと。」とあるが、ヤン

グ係数の計測方法や必要本数について、ご教示い

ただきたい。

全数調査をお願いします。計測方法については、

各都道府県所在の林業研究機関等にお問い合わせ

ください。

なお、計測結果に対する最終判断は、建築基準法

に定める特定行政庁が行うため、目視等級区分構

造用製材の提供を検討している場合には、別途協

議させていただきます。

木材の架構形式により使い分ける予定です。

8



質問タイトル 質問箇所 ページ 質問 回答

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
16

JAS規格（目視等級区分構造用製材）を提供する

場合のヤング計数の計測は、抽出計測として差し

支え無いか。全量計測は負担が大きい。

柱・梁材については、構造計算を要するため、全

数調査をお願いします。

なお、計測結果に対する最終判断は、建築基準法

に定める特定行政庁が行うため、目視等級区分構

造用製材の提供を検討している場合には、別途協

議させていただきます。

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
16

柱・梁材の構造用製材について、目視等級区分構

造用製材のJAS規格についても、各地方公共団体

においてヤング係数を計測し、機械等級区分用構

造用製材と同等以上の性能を示すことで提供可能

と示されているが、証明者は地方独立行政法人で

も可能か？また、このことを証明する書類の具体

的な様式と記載例について明示していただきた

い。

計測結果に対する最終判断は、建築基準法に定め

る特定行政庁が行うため、目視等級区分構造用製

材の提供を検討している場合には、別途協議させ

ていただきたい。

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
16

提供する木材の詳細条件について、「ビレッジプ

ラザでは、本項に記載の木材を使用する（別紙

２）。」とあり、別紙２において、JAS規格品を

標準としておりますが、提供木材がJAS規格を満

足する数値を持つことが証明されれば、代用して

いただくことは可能ですか。

また、代用ができる場合、検査・証明するサン

プルは、提供木材の何％程度実施することが望ま

しいでしょうか。

JAS規格品を満足する木材をご提供ください。

（公募要項10ページ【第３章 公募内容】「４

公募内容」(４)留意事項 を参照）

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
16

建設に使用する木材はJAS機械等級区分構造用製

材が標準で、スギの場合はE70以上となっていま

す。構造用集成材への代替も可能となっています

が、この場合はE65で良いでしょうか。

また、集成材の場合の使用環境（接着剤の仕

様）はどうなるでしょうか。

構造用集成材についてはE65以上の材で構いませ

ん。接着材の仕様は、事業協力者の計画する後利

用での使用環境に応じレゾルシノール系またはイ

ソシアネート系とし、いずれもホルムアルデヒド

放散量F☆☆☆☆を満足するものとします。詳細

は、事業協力者の決定後、別途協議させていただ

きます。

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
16

柱・梁材のアカマツが機械等級区分構造用製材で

E110とされている理由は何か？カラマツと同等の

強度で良いのでは？

また、アカマツ他の「他」について、具体的な樹

種を示して欲しい。

カラマツと同等の強度かつヤング率となるよう、

アカマツについてはE110としています。

樹種については、「木材の基準強度Fc, Ft, Fb及

びFsを定める件（平成12年建設省告示第1452

号）」第二号によります。

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
16

柱・梁材の目視等級区分構造用製材について、

「ヒバ・カラマツ」が示されていないが、機械等

級区分構造用製材と同じ括りとなっている「ヒノ

キ」と同様の甲種３級以上と解釈してよろしい

か？

ヒバについては甲種３級以上、カラマツについて

は甲種１級とします。

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
16

柱・梁材の目視等級区分構造用製材の含水率につ

いて、D15またはD20でも提供可能か？

不可な場合、各地方公共団体において含水率を計

測することで、提供可能か？

可能な場合、このことを証明する書類の具体的な

様式と記載例についても明示していただきたい。

また、証明者は地方独立行政法人で良いのか？

計測結果に対する最終判断は、建築基準法に定め

る特定行政庁が行うため、目視等級区分構造用製

材の提供を検討している場合には、別途協議させ

ていただきます。

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
16

柱・梁材については、構造用製材に加え、構造用

集成材も許容されているが、LVLでも同等の品質

性能の製品を提供できると考えるが、いかがか。

スギ(E70)と同等の品質性能であれば、問題ない

と考えます。なお、LVLを構成するベニアは組織

委員会の定める調達基準を満たす国産材に限りま

す。

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
16

柱・梁材の「材種」欄（※下段 備考にＡ１棟に

限る。と記載してある方）において、「構造用集

成材または構造用製材」とあるが、構造用製材を

用いる場合の仕様・強度等は上段に記載されてい

るものと同様と理解してよいか、ご教示いただき

たい。

ご質問のとおりの理解で結構です。なお、含水率

についてはSD15を適用します。

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
16

構造用製材で集成材の代替えも可となっている

が、スギ集成材はE70以上でなければならないの

か。

スギの構造用集成材については、E65-F255以上

とします。
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質問タイトル 質問箇所 ページ 質問 回答

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
17

二次部材の寸法において、75×75mmからとある

が、90×90mm以上とすることは可能か（当地域

のJAS工場では90mm以下の加工ができないた

め）。

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
17

二次部材において示されている一部寸法の材につ

いては、JAS材での対応が困難な可能性がありま

す。ついては第３章―４（２）に記載の軽微な変

更により、JAS材対応の可能な寸法に変更いただ

けるものと解釈してよろしいでしょうか？

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
17

備考欄に「一部、後利用時に制約が生じる場合が

ある」とあるが、どのようなケースを想定してい

るか。

施工に際して切削・穿孔するために、後利用しに

くくなる場合や、割れ、狂い、汚れが多いために

後利用しにくくなる場合が想定されます。

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
17

「…本項に記載の木材を使用する（別紙２）。」

p.17「別紙２ ビレッジプラザの建築に使用する

木材」

用途欄の「床材」には、「CLT」と「構造用合

板」となっているが、他県産製品（以下の２パ

ターン）を購入し提供することは可能か、また、

無垢材は対象外か、ご教示いただきたい。

（１）本県産の原材料を使用して他県の工場で積

層接着したもの。

（２）他県産の原材料を使用して他県の工場で積

層接着したもの。

（１）、（２）いずれも可能です。

「床材」に無垢材を提供いただくことも可能で

す。

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
17

CLTと構造用合板は、何れも床材としての使用が

想定されているが、その寸法・仕様について、

CLTは３層３プライで厚さ90mmとされている

が、構造用合板は厚さ15mmとされている。

ＣＬＴには厚さ36mmの製品もあるが、本件では

何故90mm必要なのか？

構造用合板を使用する場合には、二次部材を使い

大引・根太・敷床等を組みます。CLTを使用する

場合には、二次部材の使用を極力減らすために厚

さを90mmとしています。CLTの仕様・寸法につ

いては、協議により変更に応じることも可能で

す。

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
17

CLTの寸法について、弱軸1,820ｍｍとなってい

ますが、当地域の工場で製造できる大きさが弱軸

1,000ｍｍまでとなっています。弱軸1,000ｍｍの

CLTで応募することが可能かどうかご教示願いま

す。

応募可能です。

提供木材の材種・仕

様・数量について

別紙２　ビレッジプラザの建築に使用する

木材
17

床材としてCLTを使用するとのことですが、どの

ように使用されるのかご教示願います。カーペッ

ト等を敷いて使用するのか、CLTの床材の上を土

足で使用するのかご教示願います。CLTの床材を

カーペット等を敷かないで使用する場合、汚れ等

が発生し、後利用において表面を研磨することが

想定されます。この場合、返却時の表示を消さざ

るを得ないことも想定されます。

原則として、そのまま床材として使用します。

提供木材の使用箇所に

ついて

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(３) 部材単位

9

公募種別の部材単位について、事業協力者が提供

した木材は、使用建物において、エリアや部位等

により協力者ごとに明確に使い分けされると理解

してよいか？

提供いただく木材の仕様・強度等を考慮し、設計

において使用箇所を指定します。事業協力者ごと

に使用箇所を使い分けるとは限りません。

提供木材の使用箇所に

ついて

【第３章　公募内容】

４　公募種別

(３) 部材単位

9

部材単位で提供する場合、事業協力者（地方公共

団体）は使用された場所を確認することができる

か。

提供木材の使用箇所に

ついて

別紙５　棟単位・部材単位の対象建物配置

図
22

提供した木材のビレッジプラザ内での具体的な使

用箇所を教えてもらうことは可能か。

提供木材のサンプルに

ついて

【第２章　事業スキーム】

４　広報活動

(３) その他

5
竣工の際にサンプルを用いた広報活動とあるが具

体的にはどのような内容を検討しているか。

事業協力者（地方公共団体）からサンプルを一つ

ずつ提供いただき、それらを組み合わせてビレッ

ジプラザのコンセプトである「多様性と調和」を

現わす大会エンブレムを作成する計画です。（公

募要項12ページ【第４章 選定及び決定方法】

「３事業協力者の公表」参照）

提供木材のサンプルに

ついて

【第４章　選定及び決定方法】

３　事業協力者の公表
12

・事業協力者は「回答書」を返送する際に、提供

木材のサンプルを組織委員会に送付すると記載さ

れているが、サンプルとは何を指すのかご教授願

いたい。（伐採地や製材工場など、どこまで原材

料としての相関性が必要か？）

・サンプルの寸法、規格、数量などご教授願いた

い。

事業協力者（地方公共団体）から木材片を提供し

ていただき、それらを組み合わせて大会エンブレ

ムを作成することで、ビレッジプラザのコンセプ

トである「多様性と調和」を現わすことを目的と

しています。そのため、提供木材の伐採地や製造

工場まで一致させる必要はありません。

詳細な寸法、規格、数量等は、事業協力者の決定

後に別途通知します。

実施設計が深度化し、提供木材の詳細な仕様・数

量が決定した際に締結する契約時に、使用予定箇

所をお知らせする予定です。

寸法の変更は可能です。事業協力者と個別協議を

行い、各事業協力者の提供可能な寸法を踏まえ

て、寸法の詳細を決定します。
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質問タイトル 質問箇所 ページ 質問 回答

提供木材のサンプルに

ついて

【第４章　選定及び決定方法】

３　事業協力者の公表
12

「事業協力者は回答書を返送する際に、提供木材

のサンプルを組織委員会に送付する」こととされ

ている。

（１）数量や規格等はどのようなものを想定され

ているのか、具体的にご教示いただきたい。

（２）サンプルの加工や送料は、組織委員会又は

事業協力者のいずれの負担となるのか、ご教示い

ただきたい。

（３）サンプルは返却されることとなるのか、ご

教示いただきたい。

（１）公募要項に記載のとおり、詳細は別途通知

します。

（２）事業協力者の負担といたします。

（３）現時点では、返却の予定はありません。

提供木材のサンプルに

ついて

【第４章　選定及び決定方法】

３　事業協力者の公表
12

『提供木材のサンプルを組織委員会に送付する』

とあるが、サンプルとなる木材の数量はどの程度

想定されるか。

提供木材のサンプルに

ついて

【第４章　選定及び決定方法】

３　事業協力者の公表
12

「事業協力者は、上記における同意の旨の『回答

書』を返送する際に、提供木材のサンプルを組織

委員会に送付する（詳細は別途通知する）。」と

ありますが、現段階で想定しているサンプルの数

量はどれくらいですか。

提供木材のサンプルに

ついて

【第４章　選定及び決定方法】

３　事業協力者の公表
12

提供木材のサンプルとは具体的にどのようなもの

を想定しているのか示してほしい。

提供木材のサンプルに

ついて

【第４章　選定及び決定方法】

３　事業協力者の公表
12

提供する木材は、平成31年６月の納入期日に合わ

せて調達することから、予算もそれに合わせて要

求する見込みです。

同意の旨の「回答書」を送付する際にサンプルを

送付するよう記載されていますが、サンプルも

「調達基準」を満たす必要があるのでしょうか。

認証材の伐採、JAS製材等には時間を要する他、

予算措置がなされていないなど、求められるサン

プルの規格によっては送付に苦労することが考え

られます。

原則として、提供いただくサンプルについても

「調達基準」の満足をお願いしますが、提供予定

の木材と同一のものである必要はありません。対

応が困難な場合には、事業協力者の決定後に別途

ご相談ください。

提供木材のサンプルに

ついて

【第４章　選定及び決定方法】

３　事業協力者の公表
12

「事業協力者は、上記における同意の旨の「回答

書」を返送する際に、提供木材のサンプルを組織

委員会に送付する。」とありますが、「回答書」

返送時点では提供木材のサンプルを提供できない

場合、どうすればよいでしょうか。

※本市ではCLTの提供を検討していますが、現

在、市内製材所において施設整備中であり、CLT

の製造開始は平成30年4月のため、今年10月の時

点では提供木材（CLT）のサンプル提供はできま

せん。

提供木材のサンプルは、提供予定の木材と伐採地

や製造工場まで一致させる必要はありません。そ

のため、提供可能な木材で構いません。

10cm×10cm×10cm程度の大きさを予定してい

ます。詳細な寸法、規格、数量等は、事業協力者

の決定後に別途通知します。
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