
- 1 - 
 

「石巻好文館高校舎改築設計公募型プロポーザル」質疑回答書 

 

平成２８年１２月２０日 

  

 

番号 

 

質  問  事  項 

 

回  答 

   

１  技術提案書作成要領による別紙イメ  貴見のとおりです。 

 ―ジ図等の例の「許されない表現例  

 （具体的な透視図等）」に該当した場  

 合、失格となるのでしょうか？  

 （設計案を求めるコンペでは無く、あ  

 くまでプロポーザルであるという主旨  

 の質問です）  

   

２  （実施要項 別添１ 参加申込書・  貴見のとおりです。 

 技術提案書作成要領）１．参加申込書  

 （２）－ニ－（ニ）－c 用途区分につ  

 いて「①高等学校・中等教育学校（中  

 高一貫校）校舎」とは、中学校単体の  

 校舎は実績に該当せず、高等学校と中  

 高一貫校校舎のみ該当すると考えてよ  

 ろしいでしょうか。  

   

３  （実施要項 別添１ 参加申込書・ 実績等を証明する書類については，建築

 技術提案書作成要領）１．参加申込書 士法第２４条の４に基づく帳簿の写しで 

 （２）－ホ－（ロ）－c 設計業務実績 す。また記載した内容が全て確認できれば，

 欄に記載した内容を証明する書類につ 帳簿の写しのみで結構です。 

 いて帳簿の写しとは建築士法第２４条  

 の２ではなく、第２４条の４と考えて  

 よろしいでしょうか。また私立高校な  

 どで管理技術者などの通知書が発行さ  

 れていない場合、帳簿の写しのみで宜  

 しいでしょうか。  
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４  （実施要項 別添１ 参加申込書・ 様式については，クリップ綴じあるいは

 技術提案書作成要領）２．技術提案書 ホッチキス留めして各８部提出で結構で 

 （３）について、様式－３（A4 縦１枚）、 す。また A3 版の体裁については，A3 のま

 様式４－１～４－３（A3 横各１枚）を まとしてください。 

 各８部提出とありますが、クリップ  

 綴じあるいはホッチキス留めして８部  

 提出すればよろしいでしょうか。また、  

 A3 版は A3 のまま、あるいは A4 に折  

 込むのかなど、体裁についてご指示く  

 ださい。  

   

５  （計画概要書）Ⅱ－４－（６）下水  下水道処理区域については，区域外です。

 道処理区域との記載がありますので、 既存浄化槽の取扱いについては，設計にお

 別図１「石巻好文館高 現況全体配置 いて決定する予定です。 

 図」に表記されている既存浄化槽は解 また，既設インフラ敷設状況については，

 体撤去を行い、新設は不要と考えてよ 実施要項公表の際の提示資料のみで検討 

 ろしいでしょうか。 願います。 

  また、既設のインフラ敷設状況（電  

 気、上水道、下水道、都市ガス等）に  

 ついて、資料をいただけますでしょう  

 か。  

   

６ （計画概要書）Ⅱ－５－（１）新設  貴見のとおりです。 

 建物において、校舎棟・付属棟と別々  

 に記載されていますが、一体の建物と  

 することも可能でしょうか。  

   

７ （計画概要書）Ⅱ－５－（２）解体  別紙（質問書に添付された別図１のこと）

 建物において、校舎棟・付属棟（機械 に示された範囲に限らず，実施要項Ⅳ４の

 室、倉庫等）と記載がありますが、今 ※提案に当たっての条件によります。 

 回解体する付属棟とは、別紙に示す範  

 囲と考えてよろしいでしょうか。  

   

８  計画条件について、既校舎施設のな  実施要項Ⅳ４の※提案に当たっての条件
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 かで体育館、第二体育館、同窓会館は によります。 

 当面残すとありますが、プール関連施  

 設、部室棟施設も残すのでしょうか。  

   

９  既設校舎は新設校舎（既存と別配置  別添３ 計画概要書６（２）のとおり，

 の場合）竣工後に解体するのでしょう 仮設校舎の設置の有無について，その比較

 か。 を行うこととしていますので，既存校舎の

 または、仮設校舎新設（グランド等に 解体時期は，その内容によります。 

 配置）し、既存校舎を解体の上、新設  

 工事に着手するのでしょうか。  

   

１０  体育館・第二体育館・同窓会館以外  貴見のとおりです。 

 の付属建物及びプールの解体の要否に  

 ついては、提案の範囲と考えて宜しい  

 でしょうか。  

   

１１  別表１新校舎計画面積一覧（目安） 0.00 の室等は，計画しないものです。 

 の新校舎面積が 0.00 の室等について  

 は、提案の範囲として適宜計画すると  

 考えて宜しいでしょうか。  

   

１２  構造方法、階数等については、特に  貴見のとおりです。 

 指定はないと考えて宜しいでしょう  

 か。  

   

１３  グラウンド整備等につきまして、現  基本的には，現状同等とします。 

 状と同等の規模・設備を確保するなど  

 の制限はありますでしょうか。  

   

１４  陸上トラック、野球場、ソフトボー  同上。 

 ル場、テニスコート等について必要な  

 規格・仕様があればご教示ください。  

   

１５  付属棟は校舎棟と合築としてもかま  別棟，合築どちらも可能です。 

 わないでしょうか。また、別棟とする  
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 理由があればご教示ください。  

   

１６  敷地図 CAD データを貸与いただけ 実施要項公表の際の提示資料のみで検討

 ますでしょうか。 願います。 

   

１７  別添資料２（２）技術力＜設計者＞  貴見のとおりです。 

 の評価点＊３同種又は類似業務の実績  

 に於いて、同種業務に、高等学校・中  

 等教育学校（中高一貫校）校舎と記載  

 ございますが、中高一貫校の他、高等  

 学校単体又は中等教育学校単体校舎も  

 含むものと考えてよろしいでしょう  

 か。  

   

１８  別添資料２（２）技術力＜設計者＞  貴見のとおりです。 

 の評価点＊３同種又は類似業務の実績  

 に於いて、同種業務に、用途要件高等  

 学校・中等教育学校（中高一貫校）校  

 舎、規模要件延べ 3,000 ㎡以上と記載  

 ございますが、用途要件を満たし、規  

 模要件を満たさない場合は、類似業務  

 として考えてもよろしいでしょうか。  

   

１９  生徒定員数ですが、学年５学級×３  貴見のとおりです。 

 学年、計１５学級とし、１学級４０人、  

 計６００人の考えでよろしいでしょう  

 か。  

   

２０  別添３ 計画概要書Ⅱ、５事業規模  校舎棟 延べ面積は，約 6,300 ㎡となり 

 （予定）校舎等延べ面積 6,300 ㎡と記 ます。 

 載ございますが、例えば、その面積を  

 超える場合どの程度の面積まで認めら  

 れますでしょうか。  

   

２１  別添３ ５（５）予定工期ですが、  設計の予定工期には，計画通知書の確認
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 設計期間平成２９年４月から平成３０ 済証の交付までを含みます。 

 年７月下旬まで（予定）とございます  

 が、計画通知済証の交付までは含まな  

 いと考えてよろしいでしょうか。  

   

２２  敷地の高低差の分かる資料としまし 実施要項公表の際の提示資料のみで検討

 て、敷地レベル測量図等ご掲示いただ 願います。 

 けますでしょうか。  

   

２３  敷地内全建物の竣工年度及び大規模 実施要項公表の際の提示資料のみで検討

 改修年度について、参考資料１学校要 願います。 

 覧の沿革に記載の内容が全てと考えて  

 よろしいでしょうか。  

   

２４  同窓会館、体育館、第二体育館の平 実施要項公表の際の提示資料のみで検討

 面図、立面図について、ご掲示いただ 願います。 

 けますでしょうか。  

   

２５  改築にあたっての計画目標や理念を 実施要項公表の際の提示資料のみで検討

 教えてください。もしくは設計者が提 願います。 

 案して良いでしょうか。又は、委託後  

 の設計段階での検討の予定でしょう  

 か。  

   

２６ 生徒の主な通学手段及び通学方法を  参考資料１ 学校要覧を参照下さい。 

 御教示ください。  

   

２７  仮設校舎設置の検討にあたり、300m  可能な範囲で現状を残すこととします 

 トラック、100m トラック等のグラウ が，具体には設計時の検討となります。 

 ンドは現在の機能をどの程度まで残す  

 考えでしょうか。  

   

２８  教職員専用駐車台数は何台必要でし  60 台程度とします。また専用駐車場と 

 ょうか。若しくは、専用駐車場は必要 します。 

 でしょうか。  
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２９  来客者用の駐車台数は何台必要でし  10 台程度とします。また専用駐車場と 

 ょうか。若しくは、専用駐車場は必要 します。 

 でしょうか。  

   

３０  新県立高校将来構想は踏まえる必要  現時点では，特に必要ありません。 

 がございますでしょうか。  

   

３１  教職員の人数を御教示ください。  参考資料１ 学校要覧を参照下さい。 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



質問７の別紙




