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川崎町立統合中学校建設工事設計業務委託プロポーザル 

技術提案書等に関する質問の回答一覧 

平成２９年８月２２日 

番号 書類名称 質問事項 回 答 

1 

プロポーザル技術提案書

等作成要領 

P1 1.（3） 「文書のフォントは「MS 明朝 10

ポイント以上」とありますが、様式 15 号と様式

16,17号のタイトルや図中のフォントについては、

含まないものと考えて宜しいでしょうか。 

図中のフォントは含まないが、その他は MS 明朝

10ポイント以上で作成願います。 

2 

プロポーザル技術提案書

等作成要領 

P2 5.（1） 「様式記述事項等の内容、位置の変

更をしないこと」とありますが、様式 17号の枠内

「課題①生徒の～（3 枚以内にまとめること）」に

ついては、各用紙で提案する課題項目のみを記述し

ても宜しいでしょうか。 

様式 17号の課題欄については、各用紙で提案する

課題項目のみの記述でも可としますが、様式の形式

は変えず枠内に納めてください。 

3 

プロポーザルにおけるヒ

アリング審査実施要領 

 

 

P1 2.（４）①説明員 「説明員は 5 名以内とす

る。～その他の説明員は、様式 5 号から様式 9 号

までに記載された主任技術者で構成すること」とあ

りますが、パソコン操作者も含まれると考えて宜し

いでしょうか。 

パソコン操作者は 5 名以内の中に含まれます。パ

ソコン操作者は、様式 4 号の管理技術者、または

様式 5 号から様式 9 号までの主任技術者の方でお

願いします。 

4 

プロポーザルにおけるヒ

アリング審査実施要領 

 

 

P2 2.（5）② 「本町が準備するプロジェクター

等を利用する場合は、ヒアリング実施日 5 日前ま

でに事前調整確認等を行うこと」とありますが、土

日祝日の 3日間（16～18日）も事前調整は可能と

考えて宜しいでしょうか。 

ヒアリング実施日 5日前までの 9月 11日（技術提

案書等提出締切日）から 9月 15日までにお願いし

ます。 
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5 

プロポーザルにおけるヒ

アリング審査実施要領 

 

P2 2.（6）③ プレゼンテーションでの～、及び

「動画を用いた場合」とありますが、パワーポイン

トのアニメーション機能は動画に含まれないと考

えて宜しいでしょうか。 

例）・配置図などの表示後に、矢印や言葉を後から

表示 

 ・画像で強調したい個所を点滅表示 など 

本プロポーザルでは様式 15 号、16 号、17 号をプ

ロジェクターで映写し説明を受けることとしてい

ますので、レーザーポインターの使用は可とします

が、ご質問の内容については不可とします。 

映写画像の内容は、様式 15 号、様式 16 号及び様

式 17号の内容と同一記載・記述以外は不可としま

す。画像は静止画像です。 

6 

統合中学校整備計画基本

方針 

Ⅲ 1（2） 「地域スポーツ活動～を推進するた

め、学校開放等をはじめとする地域活動の拠点とな

る施設設備を整備する」とありますが、学校開放と

して、体育館と武道場は見込まれていますか。 

また、他の学校開放を見込まれている場所があれば

ご教示下さい。 

統合中学校校舎と既存の体育館、武道場を含めた学

校開放等の「地域と連携した学校づくり」を考えて

いますが、統合中学校校舎の具体的な学校解放個所

はこれからの検討課題で、現時点では未定です。 

7 

統合中学校建設計画概要 1.建設計画 1），2） 「現在の川崎中学校用地を活

用して統合中学校校舎を新設する」とありますが、

グランド側に仮設校舎を建設すると考えて宜しい

でしょうか。 

仮設校舎建設工事と現川崎中学校校舎解体工事の

想定されている工期があればご教示下さい。また、

仮設校舎建設工事と現川崎中学校解体工事は本業

務に含まれないものと考えて宜しいでしょうか。 

仮設校舎はグランドに建設します。 

現時点での、仮設校舎建設予定は 

H29年 11月～H30年 7月、現川崎中学校校舎解体

予定は、H30 年 7 月～H30 年 10 月を想定してい

ます。 

仮設校舎建設工事及び現川崎中学校解体工事は本

業務には含まれません。 

8 
統合中学校建設計画概要 1.建設計画 4） 「屋内運動場東側の駐車場用地を

新プール建設候補地とする」とありますが、それ以

本業務にはプール建設設計は含みません。 

なお、統合中学校建設計画概要で屋内運動場東側の



 3 / 14 

 

外の場所を提案してもよいと考えて宜しいでしょ

うか。 

駐車場用地を新プール建設候補地とするとしてい

ますので、これに基づいた提案をしてください。 

9 

統合中学校建設計画概要 5.職員数・事務室 「開校時に推測される～適正規

模の職員室及び事務室を整備する」とありますが、

想定される事務員数を教示下さい。 

事務員数は 3～4名程度となると想定しています。 

10 

統合中学校建設計画概要 7.特別教室 2） 整備計画する特別教室に「⑩特別

活動室」とありますが、特別活動室で想定される活

動内容を教示下さい。 

特別活動内容は多岐にわたるため一概には言えま

せん。一例として課題別学級活動、調べ学習等が考

えられますが、現時点では具体的な教育活動内容は

統合準備委員会で協議検討中につき未確定です。な

お、習熟度別学習・少人数学習等の併用活用も想定

しています。 

11 

統合中学校建設計画概要 13.その他の教室・設備 2） 「部室を整備する」

とありますが、想定される部室数をご教示下さい。 

現時点では未確定ですが、部活数は 10～13程度に

なると想定しています。部室については現屋内運動

場横の部室（6部屋）もあわせて活用する予定です。 

12 

 既存のボーリングデータがあれば、頂けないでしょ

うか。 

今回、改めて地質調査を行う予定です。なお、既存

校舎建設時の柱状図（PDF）を提供することは可

能です。別途事務局に申し出をしてください。 

13 

 統合中学校で、自転車通学やスクールバスの運用を

想定されているでしょうか。乗り入れを想定されて

いるバスのサイズがあれば、ご教示下さい。また、

現川崎中学校に駐輪場はありますか。なければ駐輪

台数について想定されている台数があればご教示

下さい。 

統合後の通学方法については現在統合準備委員会

で協議検討しており未確定です。現川崎中学校には

駐輪場がありますが、現在自転車通学者は 10人程

度です。想定される駐輪台数は通学方法検討中のた

め現時点では未確定です。 
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14 

 駐車台数について、想定される台数があればご教示

下さい。また、学校行事の際などに、周辺で臨時駐

車場として想定されている場所があれば教示下さ

い。 

通常時は教員数及び事務職員数、それと外来者用

10 台程度が必要になると考えています。学校行事

時の駐車場を現校門前に建設する予定で計画をし

ています。 

15 

 川崎中学校の敷地図、及び武道場と体育館の既存図

データ（PDF、DXF）があれば、頂けないでしょ

うか。また、川崎中学校裏（西側）の崖に関する資

料（断面図など）があれば、頂けないでしょうか。 

敷地図及び武道場と体育館の平面図・立面図の

PDF を提供することは可能です。別途事務局に申

し出をしてください。 

西側崖の資料（断面図など）はありません。 

16 

実施要項 

２（２） 

今回業務には、既存校舎・プール・部室等の解体設

計及び新プール設計業務は含まないと考えて宜し

いでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

17 

実施要項 

２（７）③ 

「1,800,000 千円以内（校舎建設費）」は解体工事

費・プール建設費・外構工事費は含まないと考えて

宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。ただし建築附帯外構工事は

含みます。 

18 
実施要項 

２（８）② 

工事の公告から入札、仮契約、本契約までのスケジ

ュールをご教示下さい。 

平成 30年 10月公告、11月入札・仮契約後、速や

かに議会承認を得て本契約締結を想定しています。 

19 

実施要項 

２（８）③ 

開校予定日は平成 33年 4月 1日とありますが、現

場説明会において、平成 32年 4月 1日というお話

が有りました。決定事項と考えてよろしいでしょう

か。 

お見込みのとおりです。 

中学校教育環境の早期整備に向けて調査検討を進

めた結果、平成 32年 4月 1日を統合中学校の開校

予定日と考えています。 

20 
実施要項 

２（８）③ 

仮設校舎の使用開始時期をご教示ください。 平成 30年 7月～8月に引越を行い、9月 1日より使

用開始する予定です。 

21 ヒアリング審査実施要領 ヒアリング等審査の出席者は管理技術者、主任技術 パソコン操作者は 5名以内の中に含まれます。パソ
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２（４）① 者の 5名とは別に、パソコン操作者が出席しても宜

しいでしょうか。 

コン操作者は、様式 4号の管理技術者、または様式

5号から様式 9号までの主任技術者の方でお願いし

ます。 

22 

ヒアリング審査実施要領 

２（５）② 

プロジェクターの事前調整は、技術提案書提出日に

行うことは可能でしょうか。 

プロジェクター等の事前調整確認は技術提案書等

提出締切日の 9月 11日から 9月 15日までとしてい

ます。希望日の申出は技術提案書等の受領後にお願

いします。 

23 

ヒアリング審査実施要領 

２（５）③ 

「プロジェクター等を用いて映写する際に使用す

るファイルは様式 15号、様式 16号及び様式 17号

と同一ものとし」とありますが、パワーポイントを

使用しスライドをスクリーンに表示する際、様式

15号～様式 17号の中から切り取った画像を 1枚の

スライドの中に複数同時に表示することは可能で

しょうか 

様式 15号～様式 17号の内容と同一であれば、その

一部を切り取って静止画面を映写することは可能

ですが、1枚のスライド中に複数同時に表示するこ

とは不可とします。 

24 

統合中学校建設用地（配

置図） 

配置図のPDFはA4サイズで頂きましたが、「1/1000」

という縮尺は A3サイズで読み取った場合と考えて

宜しいでしょうか。 

A3サイズで読み取った場合は、縮尺は概ね 1/1000

となります。 

25 

統合中学校建設用地（配

置図） 

工事期間中において、体育館や武道場その他敷地内

施設の使用予定はありますでしょうか。 

仮設校舎、仮設校舎前のグラウンド（50ｍ×50ｍ想

定）、仮設校舎から体育館及び武道場に向かう通路、

体育館、武道場、体育館横の部室、体育館横の広場、

テニス場を使用する予定です。 

26 
統合中学校建設用地（配

置図） 

川崎中学校校舎の現況図面をご教示ください。 学校施設台帳は PDFで提供可能です。詳細図面は建

設時の設計図の閲覧が可能です。別途事務局に申し
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出てください。 

 

27 
統合中学校建設用地（配

置図） 

新校舎の建設範囲は「①既存校舎解体 新校舎建設

用地」の赤線の範囲内に限定されるのでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

28 

統合中学校建設用地（配

置図） 

敷地地盤状況が分かる資料（ボーリング柱状図）を

頂けないでしょうか。 

今回、改めて地質調査を行う予定です。なお、既存

校舎建設時の柱状図は PDFで提供可能です。別途事

務局に申し出をしてください。 

29 
統合中学校建設計画概要 

１ 

「テニス場はそのまま活用する」とありますが、テ

ニス場を移設することは可能でしょうか。 

テニス場の移設計画等はありません。 

30 

統合中学校建設計画概要 

３ 

 

想定されているトラックの規模をご教示ください。

（一周 200ｍなど）また、野球場、サッカー場等の

整備も必要でしょうか。 

プール・体育倉庫解体後のグラウンドをこれまで同

様に活用する計画です。また、現時点では野球用バ

ックネット、町道側及び農道側の防球ネットの整備

が必要と考えています。 

31 

統合中学校建設計画概要 

３ 

 

必要駐車台数を職員用・来客用等、利用区分毎にご

教示下さい 

通常時は統合中学校建設計画概要で示した教職員

数に加えて外来者用 10台程度が必要になると考え

ています。なお学校行事時の駐車場を現校門前に建

設する予定で計画しています。 

32 

統合中学校建設計画概要 

３ 

 

スクールバスの導入予定はありますでしょうか。 統合後の通学方法を現在統合準備委員会で協議検

討しており未定ですので、スクールバス導入も未定

です。 

33 

統合中学校建設計画概要 

７ ２） 

 

「⑭その他必要な特別教室等」に含まれる室は何が

ありますか。 

特別活動内容が多岐にわたるため一概に言えませ

んが、一例として課題別学級活動、調べ学習等が考

えられますが、現時点では具体的な教育活動内容は
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統合準備委員会で協議検討中につき未確定です。な

お、習熟度別学習・少人数学習等の併用活用も想定

しています。 

34 

統合中学校建設計画概要 

７ ２） 

 

特別教室に「併用活用含む」とありますが、併用す

ることを想定している特別教室があればご教示下

さい。 

現時点では習熟度別学習・少人数学習、課題別学級

活動、調べ学習等の併用活用が想定されますが、具

体的な教育活動内容は統合準備委員会で協議検討

中につき未確定です。 

35 

統合中学校建設計画概要 

１３ ２） 

 

統合中学校整備後の部活動は何がありますでしょ

うか。男女別にご教示下さい。また、部室は既存の

部室を利用すると考えて宜しいでしょうか。 

部活動の種類は野球、陸上、バスケットボール、バ

レーボール、バドミントン、剣道、柔道、吹奏楽、

テニス、放送等の10～13程度を想定していますが、

現時点では男女別等の詳細は未確定です。 部室に

ついては現屋内運動場横の部室（6部屋）もあわせ

て活用する予定です。 

36 

統合中学校整備計画基本

方針 

Ⅲ１（２） 

地域開放を想定している施設は何がありますでし

ょうか。 

統合中学校校舎と既存の体育館、武道場を含めた学

校開放等の「地域と連携した学校づくり」を考えて

いますが、統合中学校校舎の具体的な学校開放個所

はこれからの検討課題であり、現時点では未定で

す。 

37 

統合中学校整備計画基本

方針 

Ⅲ１（２） 

空調設備の設置が必要な室をご教示下さい。 廊下、階段、生徒昇降スペース、倉庫等を除き、原

則全室設置を想定しています。 

38 
統合中学校整備計画基本

方針Ⅲ１（２） 

体育倉庫が解体予定ですが、新たに整備する必要は

ありますでしょうか。 

建築場所等の詳細は未確定ですが、新設する必要が

あると考えています。 
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39 

統合中学校整備計画基本

方針 

Ⅲ１（３） 

「現３中学校のこれまでの歴史を保存するための

空間を整備する」とありますが、移設・保存する予

定のもの（記念碑、記念樹等）がありましたらご教

示下さい。 

現時点では詳細は未定ですが、校旗、代表的な写真

類・トロフィー・表彰状、校歌、校訓、校章、学校

沿革資料等の保存を想定しています。記念碑につい

てはこれからの課題で未定です。現川崎中学校のし

だれ桜 2本は保存することにしています。 

40 

 既存校舎、体育館、武道場の図面及び敷地図、地盤

レベルのわかる資料がありましたらご開示頂けな

いでしょうか。 

敷地図及び武道場と体育館の平面図・立面図の PDF

は提供可能です。既存校舎については学校施設台帳

を PDFで提供可能です。既存校舎の詳細図面は建設

当時の設計図を閲覧することは可能です。別途事務

局まで申し出てください。 

地盤レベルの資料はございません。 

41 

統合中学校建設計画概要 駐車場(職員、来客)、駐輪場の必要台数は何台を想

定すれば良いでしょうか。 

駐車場は通常時では統合中学校建設計画概要で示

した教職員数に加えて外来者用 10台程度が必要に

なると考えています。学校行事時の駐車場を現校門

前に建設する予定で計画しています。 

駐輪場については、統合後の通学方法を現在統合準

備委員会で協議検討しており未定のため、駐輪必要

台数は未確定です。 

42 

統合中学校建設計画概要 新設するプールは何コースで想定したら宜しいで

しょうか。 

現時点では新プールの詳細計画は未定です。プール

解体設計、プール建設設計は本業務には含みませ

ん。 

43 
統合中学校建設計画概要 プール、体育倉庫の解体後は何か建てる予定はある

のでしょうか。グラウンドとして利用するのでしょ

グラウンドとして活用する予定です。 



 9 / 14 

 

うか。  

44 

 裏山からの離隔距離の具体的な指導等ありますで

しょうか。 

既存校舎裏の崖は土砂災害警戒区域・土砂災害特別

警戒区域となっています。詳細は「福岡県県土整備

部砂防課 土砂災害警戒区域等マップ」でインター

ネット検索して確認ください。 

45 

統合中学校建設計画概要 新たにつくる予定の部室は、いくつ確保すれば良い

でしょうか。 

現時点では未確定ですが、部活動数は 10～13程度

を想定しています。部室については現屋内運動場横

の（6部屋）もあわせて活用する予定です。 

46 

統合中学校建設計画概要 特別支援教室の大きさは普通教室と同規模と考え

て良いでしょうか。 

特別支援教室は一学級最大で 8名を想定していま

す。加えて特別支援教育の内容等に適応する適正規

模の提案を願いいたします。 

47 

プロポーサルにおけるヒ

アリング実施要領 

ヒアリングの出席者は 5名以内とし管理技術者及

び主任技術者で構成することとされていますが、ヒ

アリング時のＰＣの操作要員として上記 5名以外

に 1名出席することはできないでしょうか。                       

又は、管理技術者及び主任技術者 4名、ＰＣ操作要

員 1名の構成とできないでしょうか。 

パソコン操作者は 5名以内の中に含まれます。パソ

コン操作者は様式 4号の管理技術者、または様式 5

号から様式 9号までの主任技術者の方でお願いし

ます。 

48 
 現状の給水方式は水道直結方式と考えて宜しいで

しょうか。また、引込口径が解ればお教えください。 

直結方式で引込口径は 75ｍｍです。 

49 
 浄化槽は既存利用を考えて宜しいでしょうか。 

                                                     

新設します。 

50 
 敷地内（新校舎建設用地内）に利用可能な井戸は有

りますでしょうか。位置及び揚水量等概要が解れば

井戸はありません。 
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お教えください。 

51 

計画概要書 駐車台数は何台必要でしょうか？ 通常時では統合中学校建設計画概要で示した教職

員数に加えて外来者用 10台程度が必要になると考

えています。学校行事時の駐車場を現校門前に建設

する予定で計画しています。 

52 

計画概要書 駐輪台数は何台必要でしょうか？ 統合後の通学方法を現在統合中学校準備委員会で

協議検討しており未定のため、必要台数等は未確定

です。 

53 計画概要書 給食配膳用のエレベーターは専用でしょうか？ 一般エレベーターとの併用を想定しています。 

54 

計画概要書 部室は改築してもよろしいでしょうか？また改築

する場合、部室の部屋数（面積）はどの程度必要で

しょうか？ 

現時点では未確定ですが、部活動数は 10～13程度

を想定しています。部室については現屋内運動場横

の部室（6部屋）もあわせて活用する予定です。各

部室の面積については少なくとも現屋内運動場横

の部室と同程度の広さが必要と考えています。 

55 

計画概要書 プールのコース数は何レーン必要でしょうか？ 現時点では新プールの詳細計画は未定です。なお本

業務にはプール解体設計・プール建設設計は含みま

せん。 

56 計画概要書 配置計画上、敷地の南側道路は利用できますか？ 農道であるため利用できません。 

57 
 それぞれの学校の施設台帳をご提示いただければ

と存じます 

PDFで提供可能です。別途事務局まで申し出をして

ください。 

58 

 配置について縮尺のわかる最新の測量図などの図

面をいただければと存じます。できれば CADデータ

がありがたいです。 

現場説明会でお渡しした配置図（航空写真）の縮尺

は概ね 1/1000です。なお敷地図の PDFは提供可能

です。別途事務局に申し出をしてください。 
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59 

統合中学校建設計画概要 

1 、4） 

プールのレーン数は既存に同様と考えてよいでし

ょうか。 

現時点では新プールの詳細計画は未定です。プール

解体設計、プール建設設計は本業務には含みませ

ん。 

60 

統合中学校建設計画概要 

3関連 

調整池は配置図にある「ため池」表示の部分と考え

ますが、調整池の機能としては敷地からの流量調整

であり、今も機能していると考えてよいでしょう

か。 

現在、農業用溜池兼校舎敷地内の雨水排水の調整池

として使用しています。 

61 

統合中学校建設計画概要 

4，5関連 

要望される駐輪台数、駐車台数をご教示ください。

想定では駐輪場 200～300台、職員外来を合わせた

駐車場 30～50台と考えます。 

駐輪台数については統合後の通学方法を現在統合

中学校準備委員会で協議検討しており未定のため、

必要台数等は未確定です。駐車台数は通常時では統

合中学校建設計画概要で示した教職員数に加えて

外来者用 10台程度が必要になると考えています。

学校行事時の駐車場を現校門前に建設する予定で

計画しています。 

62 

統合中学校建設計画概要 

7  

整備計画基本方針第 2章

Ⅲ-1-（2） 

グラウンド、特別教室は全て地域開放を行う計画と

して良いでしょうか。 

グラウンドは中学校の活動を優先として地域開放

予定です。また新統合校舎についても地域開放予定

ですが、具体的な学校開放個所はこれからの検討課

題であり、現時点では未定です。 

63 

統合中学校建設計画概要 

13 

「部室の整備」について、部室を撤去して新たな場

所に新設と考えてよいでしょうか。又、整備後の部

室の数はいくつほど必要かご教示ください 

部室については現屋内運動場横の部室（6部屋）も

あわせて活用する予定です。現時点では未確定です

が、部活動数は 10～13程度を想定しています。 

64 
統合中学校整備計画基本

方針 

第 1章 Ⅰ 

統合する鷹峰中学校と池尻中学校は、耐震診断・耐震

両中学校とも校舎について耐震診断済みで耐震性能

を有しています。屋内運動場については両中学校とも
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補強は完了されているでしょうか。 新耐震基準での建設された建物です。 

65 

統合中学校整備計画基本

方針 

第 1章 Ⅱ 

「平成 33年 4月に開校することを目標」とあります

が、現地説明会の際に平成 32年 4月開校を目標との

話がありました。様式 16号の工程計画では、平成 32

年 4月開校を前提とした全体事業工程で宜しいでし

ょうか。 

お見込みのとおりです。 

中学校教育環境の早期整備に向けて調査検討を進め

た結果、平成 32年 4月 1日を統合中学校の開校予定

日と考えています。 

66 

統合中学校建設計画概要 13.その他の教室・設備 3） 

「多目的会議室を整備する」とありますが、多目的会

議室で想定される活動内容をご教示下さい。 

授業や授業外におけるグループ会議・生徒間の話し合

い、保護者会議、地域ボランティアとの話し合い等、

多種多様な目的に対応できる会議室を想定していま

す。 

67 

配置図 新プール建設候補地東側のため池は、現在も使用され

ているでしょうか。使用されている場合は、利用用途

をご教示下さい。 

現在、農業用溜池兼校舎敷地内の雨水排水の調整池と

して使用しています 

68 

現地説明会配布資 

料 

現地説明会で、新たに工事用仮設通路造成の説明があ

りました。前回の質疑で、仮設校舎建設と既存校舎解

体の工期をご教示頂きましたが、工事用仮設通路造

成、既存プール解体、体育倉庫解体を含めた各工期を

ご教示下さい。 

工事用仮設通路造成、体育倉庫解体の工期は、平成

29年 11月から平成 30年 3月までを想定しています。

現プールを埋め立てて仮設通路造成を予定しており、

現プールの解体は平成 31年度を想定しています。 

69 

現場説明会配布資料 仮設校舎利用時から、新校舎建設、仮設校舎解体まで、

グランドは使用できないと思われますが、その間に他

で利用を想定されている運動場があればご教示下さ

い。また、そこまでの移動手段についてもご教示下さ

仮設校舎使用時は仮設校舎前のグランド（50ｍ×50

ｍ程度）を使用する計画です。体育大会等は町立運動

公園を活用する予定です。その際は現地集合あるいは

バス等での移動が想定されます。 
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い。 

70 

プロポーザル実施要領 P-1.業務内容において地盤調査、敷地測量、解体工

事、プール工事は別途と考えて宜しいですか。又、

解体工事はアスベスト調査も含むと考えるのでし

ょうか。 

業務内容はお見込みのとおりです。本業務には解体

設計、プール解体設計は含みませんので、別途必要

なアスベスト調査を実施する予定です。 

71 

プロポーザル実施要領 P-2.想定概算建設予算は校舎建設のみで、解体工

事、プール建設工事、外構工事及び仮設校舎関連工

事は含まれないと考えて宜しいですか。 

お見込みのとおりです。ただし建築附帯外構工事は

含みます。 

72 

プロポーザル実施要領 P-7.技術提案書の提出部数の明記はありますが、方

法指定がないのですが、バラで提出するものと考え

て宜しいですか。体裁が決まっている場合はご指示

願います。 

様式ごとにクリップ止めでお願いします。ホッチキ

ス止めはしないでください。 

73 

建設用地 配置図 敷地図面及び既存建物（地質調査共）の資料をいた

だけないでしょうか。 

敷地図及び武道場と体育館の平面図・立面図、既存

校舎建設時の柱状図を PDFで提供可能です。既存校

舎については学校施設台帳を PDFで提供可能です。

既存校舎の詳細図面は建設当時の設計図を閲覧す

ることは可能です。別途事務局まで申し出てくださ

い。 

なお、今回、改めて地質調査を行う予定です。 

74 

 既存インフラのわかる資料をいただけないでしょ

うか。 

資料はありませんが、主なアクセス道路は県道川崎

猪国線より町道を経由して中学校に到る、上水道で

直結方式・引込口径 75ｍｍ、電気は九州電力より

キュービクル受電、ガスはプロパンガスです。 
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75 
 ため池のエリアはこのまま保存するものと考えて

宜しいですか。 

お見込みのとおりです。 

76 

 グラウンドと校舎建設地には段差がありますが、階

段やスロープの位置及び巾等は提案により自由に

付け替えることは可能ですか。 

可能です。ただし校舎敷地とグランドの間にある水

路は農業用水路につき現状のままとすること。 

77 

統合中学校建設計画概要 駐車場用地にプールを建設する旨が明記されてい

ますが、駐車場は新校舎建設エリア内で計画するも

のと考えて宜しいですか。また何台確保する必要が

ありますか。 

お見込みのとおりです。 

駐車台数は通常時では統合中学校建設計画概要で

示した教職員数に加えて外来者用 10台程度が必要

になると考えています。学校行事時の駐車場を現校

門前に建設する計画で予定しています。 

78 

 グラウンド等を広く確保するために、プールを校舎

屋上に合築することは可能ですか。 

統合中学校建設計画概要で屋内運動場東側の駐車

場用地を新プール建設候補地とするとしています

ので、これに基づいた提案をしてください。なお本

業務にはプール建設設計は含みません。 

79 
 生徒用の自転車置場は何台確保する必要がありま

すか。 

統合後の通学方法を現在統合準備委員会で協議検

討しており未定のため、必要台数等は未確定です。 

80 

 統合中学校における授業形態として教科教室型を

採用することも視野に入れて提案した方が宜しい

ですか。 

統合後の授業形態は現在統合準備委員会で協議検

討しており未確定です。なお提案内容については授

業形態の具体的な指定や制限等は行っていません

ので提案は可能です。 

81 
 既存屋内運動場、武道場の耐震化は完了しているも

のと考えて宜しいですか。 

新耐震基準で建設された建物です。 

 


