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「宮城第一高改築設計公募型プロポーザル」質問回答書 

 

平成３０年９月６日 

  

 

番号 

 

質  問  事  項 

 

回  答 

   

１  「Ⅲ 参加申込者の資格要件等」の  実施要項に記載のとおり，Ⅲ１（２）で 

 「１ 参加申込者の資格要件」、「（２） は「宮城県内に本社（店），支社（店）又は 

 宮城県内に本社（店）、支社（店）又は 営業所があること。」としており，契約締結 

 営業所があること」と記載がございま 権限を有する支店等とはしておりません。 

 すが、支店・営業所等は、本社（店）  

 からの委任を受けている支店・営業所  

 （契約締結権限を有する支店等）を有  

 しないと参加資格要件は満たされない  

 でしょうか。  

   

   

２  参加資格要件は「宮城県内に本社  参加申込者の資格要件は，実施要項Ⅲ１ 

 （店）、支社（店）又は営業所があるこ に記載のとおりです。よって，様式－２の 

 と」とございますが、様式－２の申込 参加申込者名，一級建築士事務所登録，管 

 者名、事務所登録、管理建築士の記載 理建築士の記載は，宮城県内に所在する事 

 欄は本社、支社等を問わず、宮城県内 務所名，宮城県内の事務所登録・管理建築 

 に所在する事務所名（支社名）、宮城県 士に限定していません。 

 内の事務所登録・管理建築士に限定さ  

 れると考えますが、宜しいでしょうか、  

 ご教示ください。  

   

    

３  「Ⅲ 参加申込者の資格要件等」の「１  実施要項に記載のとおり，Ⅲ１（５）で 

 参加申込者の資格要件」、「建築士法第 は「建築士法第 23 条の規定に基づく一級 

 23 条の規定に基づく一級建築士事務 建築士事務所の登録を受けている者である 

 所の登録を受けている者であること」 こと。」としており，宮城県知事の事務所登 

 と記載がございますが、一級建築士事 録が必要とはしておりません。 

 務所登録は、宮城県知事での事務所登  
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 録が無いと、参加資格要件は満たされ  

 ないでしょうか。  

   

   

４  参加申込書（様式－１～２）におき 貴見のとおりです。 

 まして、ダブルクリップ止めでの提出  

 でよろしいでしょうか。  

   

   

５  参加申込書に添付する資格・実績等 貴見のとおりです。 

 を証明する書類におきましては、資料  

 集として別途まとめてよろしいでしょ  

 うか。また、その資料は量が多くなる  

 ことが予想されますので、ダブルクリ  

 ップ止めの提出でもよろしいでしょう  

 か。  

   

   

６  技術提案書の提出部数につきまして  提出部数は，実施要項の別添１の２（３） 

 は、第１段階での選定後に通知がある ①に記載のとおりです。 

 と考えてよろしいでしょうか。  

   

   

７  （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部提出でよろしい 

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

 枚）、様式４－１～４－３（Ａ３横各１ のままとしてください。 

 枚）を各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。  

   

   

８  別添１ １（２）ホ（ロ）ｃ 設計  記載した内容の全てを明確に証明できる 
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 業務実績欄に記載した内容を証明する 書類の添付があれば，よろしいです。 

 書類・契約書の写し、他の３例の記載 なお，証明する書類の一つとして確認済 

 がありますが、内容を証明できれば、 証の写し等を添付しても構いません。 

 全ての書類を添付しなくても良いと考  

 えてよろしいでしょうか。また、記載  

 にはございませんが、確認済証の写し  

 等を証明書類として添付してもよろし  

 いでしょうか。  

   

   

９  参加申込書作成要領（２）ホ（ロ）  立場欄に記載の管理技術者，主任技術者， 

 ｃに管理技術者、主任技術者の通知書 担当技術者（総合），担当技術者（構造）， 

 の写し等の提出がご指示ございます。 担当技術者（電気），担当技術者（機械）の 

 PUBDISの業務カルテ情報に登載させ 役割の別を明確に証明できる書類を添付し 

 ている業務に限っては、代替可能とな てください。PUBDIS の代替は不可としま 

 りませんでしょうか、ご教示下さい。 す。 

   

   

１０  様式－２、専門分野の技術資格を記  構造設計一級建築士，設備設計一級建築 

 載する行が一つの資格を記載するスペ 士とも一級建築士として評価します。 

 ースしかございません。別添２の資格  

 の評価点の項目において、構造は一級  

 建築士資格保有が評価対象とされてお  

 ります。同分野の専門資格である構造  

 設計一級建築士は、一級建築士の資格  

 保有者が受験資格が有り、一級建築士  

 の資格を有していることなります。構  

 造設計一級建築士の資格を記載した場  

 合に、同様の評価を頂けないでしょう  

 か。また、電気、機械は建築設備士・  

 一級建築士資格保有が評価対象とされ  

 ております。同分野の専門資格である  

 設備設計一級建築士は、一級建築士の  

 資格保有者が受験資格が有り、一級建  

 築士の資格を有していることとなりま  

 す。設備設計一級建築士の資格を記載  
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 した場合に同様の評価を頂けないでし  

 ょうか、ご教示ください。  

   

   

１１  参加申込書作成要領（２）二（イ）  校舎のみ（屋内運動場を含まない）の場 

 今回の対象とする用途は学校（幼稚園 合も，今回の設計業務実績の対象となりま 

 を除く。）の校舎と屋内運動場とし、た す。 

 だし、校舎が含まれてない場合は対象 また，今回の対象には，公立学校のみで 

 としないとございます。翻って、校舎 はなく，私立学校も含まれます。（※校舎， 

 のみの設計（屋内運動場を含まない） 屋内運動場の定義は用語の定義として示し 

 では今回の記載対象とならないと考え たものです。） 

 ますが、宜しいでしょうか。また、※  

 校舎、屋内運動場の定義は公立学校施  

 設費国庫負担金等に関する関係法令等  

 の運用細目によるとございますが、よ  

 って弊社の解釈によりますと、公立学  

 校の設計実績のみ対象となり、私立学  

 校の設計実績は記載不可と考えますが  

 宜しいでしょうか、ご教示ください。  

   

   

１２ 仮設校舎についても、提案してよろ  実施要項Ⅳ４ 技術提案を求める評価テ 

 しいでしょうか。 ーマに記載の課題１，２，３に則した提案 

  であれば，構いません。 

   

   

１３ 新校舎の要望に生物実験室がありま  貴見のとおりです。また仕様は特別教室 

 すが、既存活用建物にも生物実験室が 棟と同程度としてください。 

 あります。両方に、生物実験室を設け  

 ることでよろしいでしょうか。また仕  

 様は同じと考えてよろしいでしょう  

 か。  

   

   

１４  宮城第一高等学校校舎等改築事業に 税務大学校仙台研修所跡地については， 

  係る大規模事業評価「評価書」の別添 使い方を検討中であり，整備スケジュー 
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 資料１に、平成２８年度に取得した、 ルは未定です。 

 税務大学校仙台研修所跡地を第２グラ なお，本設計プロポーザルでは，整備を 

 ンドとして整備する計画、との記述が 想定していません。 

 ありますが、その使い方と、整備スケ  

 ジュールをお示しください。  

   

   

１５  （別添３ 計画概要書）６ 整備方  既存の特別教室棟と秋桜館の内部諸室の 

 針（２）既存の特別教室棟と秋桜館は 変更，改修は想定していません。 

 残すこととありますが、７ 添付資料  

 別図３にある内部諸室の変更、改修は  

 提案によるものと考えてよろしいでし  

 ょうか。  

   

   

１６  （別添３ 計画概要書）６ 整備方 貴見のとおりです。 

 針（２）校庭グラウンドの再整備にお  

 いて、具体的にはソフトボール、弓道、  

 陸上（直線１００ｍ走）、テニス（３面）  

 とありますが、７ 添付資料 別図２  

 配置図の以前あったと思われるハンド  

 ボールコートは不要と考えてよろしい  

 でしょうか。  

   

   

１７  （別添３ 計画概要書）６ 整備方 陸上競技（直線１００ｍ走）のレーン数 

 針（２）上記質疑より、陸上（直線１ は，７レーンを想定しています。その他は， 

 ００ｍ走）とありますが、別添資料１ 設計時の検討となります。 

 のⅡの２ 現況及び将来推計（４）生  

 徒数より、７学級／学年であるため、  

 ７レーン必要かご教授願います。また、  

 別に陸上トラック用のゴムチップ舗装  

 の直線１００ｍ走路が必要か、もし必  

 要であれば何レーン必要かご教授願い  

 ます。  
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１８  （別添３ 計画概要書）６ 整備方  平成３２年度当初から利用しません。 

 針（２）既存プール及び関連施設解体  

 後の新設は行わないとありますが、７  

 添付資料 別表１ 事業スケジュール  

 の仮設建築物建設、リース期間中の利  

 用はありますでしょうか。  

   

   

１９  （別添３ 計画概要書）６ 整備方 宮城第一高等学校を対象としたスクール 

 針（２）工事期間中の生徒・職員の安 ゾーンの指定は，ありません。 

 全確保、工事車両等の動線を考慮した  

 配置計画・動線計画の合理性とありま  

 すが、敷地周辺道路のスクールゾーン  

 の有無についてご教授願います。  

   

   

２０  （別添３ 計画概要書）７ 添付資 秋桜館１階食堂，厨房における業務は， 

 料 別図３ 既存活用建物平面略図  外部委託としています。食堂は，学校の昼 

 秋桜館１階食堂、厨房の現在の使い勝 食用として利用されています。委託業者か 

 手をご教授願います。また、別表２ 新 ら使い勝手についての要望等は出ていませ 

 設建物等計画面積一覧（目安）から給 ん。 

 食はないものと考えてよろしいでしょ  また，給食はありません。 

 うか。  

   

   

２１  （別添３ 計画概要書）７ 添付資  職員用８０台，来客用１０台（うち障害 

 料 別図２ 敷地中央に駐車場があり 者用１台）程度とします。 

 ますが、計画にあたり、職員および外  

 来駐車場として必要台数の指定はござ  

 いますでしょうか。  

   

   

２２  駐車台数について条件等はあります  職員用８０台，来客用１０台（うち障害 

 でしょうか。 者用１台）程度とします。 
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２３  （別添３ 計画概要書）７ 別添資 敷地北側駐輪場（既存活用）とは別に， 

 料２ 学校要覧 P１７ 通学方法で 南側に３０台程度とします。 

 自転車が１２０／８３５≒１４％程度  

 とあります。添付資料別表２ 新設建  

 物等計画面積一覧（目安）に駐輪場   

 １２８．２０㎡とあり、既存活用駐輪  

 場を含め、全校生徒および教員・外来  

 用として何台程度を見込みますでしょ  

 うか。  

   

   

２４  自転車での通学生徒は何名程でしょ  １２０名程度です。 

 うか。またそのアプローチは正門、裏  また，アプローチは貴見のとおりです。 

 門の両方からと考えてよろしいでしょ  

 うか。  

   

   

２５  （別表２ 新設建物等計画面積一覧 貴見のとおりです。 

 （目安））別添資料１ 添付６の現有諸  

 室配置図（概略図）に天体観測室ドー  

 ムがありますが、別表２の新設建物等  

 計画面積一覧（目安）にはありません  

 が、不要と考えてよろしいでしょうか。  

   

   

２６  （別添資料１ 宮城第一高等学校校  貴見のとおりです。 

 舎等改築事業基本計画）別添資料１   

 Ⅲ基本計画 ５配置計画（３）周辺へ  

 の騒音に配慮するため、弓道場の配置  

 は現有施設と大きく変わらないように  

 するとありますが、配置や建物計画に  

 より周辺への騒音を軽減する等の対策  

 を講じれば、弓道場の配置は提案によ  

 るものと考えてよろしいでしょうか。  
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２７  屋外運動場（グラウンド他）の設計  本設計業務委託には，外構・植栽等，グ 

 業務は、本業務外と考えてよろしいで ラウンド整備等の設計も含みます。 

 しょうか。その場合，土地利用の提案   

 のみと考えてよろしいでしょうか。  

    

   

２８  「１ 実施要項 別添３（６）予算  仮設建物等の建設費は含まれています 

 工事費」の中の、含まれない費用に仮 が，賃貸借費用は含まれていません。 

 設建物等の解体等工事費が記載されて  

 いますが、仮設校舎の建設及び賃貸借  

 費用は含まれるということでしょうか  

 、ご教示ください。  

   

   

２９  平成３６年度解体予定の屋内運動場  貴見のとおりです。 

 近くの屋外便所、部室は、同時期に解  

 体されると考えてよろしいでしょうか  

 、ご教示下さい。  

   

   

３０  敷地境界線はどのように設定されて  実施要項公表の際の提示資料で検討願い 

 いますでしょうか。提案の条件として ます。 

 の敷地外形線をご提示下さい。  

   

   

３１  敷地図について CAD データがござ  実施要項公表の際の提示資料で検討願い 

 いましたら、ご提示下さい。 ます。 

   

   

３２  既存樹木位置見取図・既存樹木リス  別紙１を参考にしてください。 

 ト等、既存樹木についてわかる資料が  

 ございましたらご提示下さい。  

   

   

３３  敷地内記念物についてわかる資料が 別紙２を参考にしてください。 
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 ございましたらご提示下さい。また、 移設は可能です。 

 記念物の移設は可能でしょうか、ご教  

 示下さい。  

   

   

３４  グラウンドと駐車場や建物との間の  別添３の６ 整備方針（２）その他では， 

 高低差の解消は、提案の範囲と考えて 現状の地形を活かした配置とすること。（造 

 宜しいでしょうか。 成は想定していない。）としています。 

   

   

３５  インフラの状況（電気・ガス・上下  現状，電気・都市ガス・上下水道とも敷 

 水道他）をお教えください。 地内に引き込みされています。 

   

   

３６  既存校舎棟の平面図がありましたら  実施要項公表の際の提示資料で検討願い 

 ご提示ください。 ます。 
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