
令和４年度　沼津市立第四小学校南西校舎改築整備基本設計業務委託

質問に対する回答（７月１６～２２日分）

Nｏ. 質問 回答

1

予定されている所要室は現在と同じ建物のある部屋と考えてよろ

しいでしょうか。また、追加で必要な部屋や現在使われていない

部屋がありましたら教えてください。

新校舎の規模や仕様、配置する諸室等の必要機能については、本

業務の中で検討する内容であり、既存南西校舎やその他校舎、駐

車場等の敷地内施設に関する利用状況についても、本業務の中で

調査する内容でございます。

本プロポーザルの企画提案に当たっては、参加要領に基づき基本

的な考え方や検討方法について御提案願います。

2
既存南西校舎は普通教室としてのみ利用で、特別教室は設けない

という想定でよろしいでしょうか。

お見込のとおり、現在の既存南西校舎については、主に普通教室

が配置され、特別教室は配置されておりません。

新校舎における特別教室の設置については、本業務の中で、回答N

ｏ.１で示した内容に加え、諸室の再配置を含めた検討をします。

3
普通教室について1 年生が3 室等具体的な学年毎の部屋数を教えて

頂けますでしょうか。

追加資料として、既に公表している平面図に令和４年度の学級編

成を踏まえた平面図を公表したので、御確認ください。

なお、当初公表した平面図は、令和３年度の学級編成をベースに

作成した参考資料ですので、今回新たに公表した平面図と一部乖

離がこざいますが御承知おきください。

4
小グラウンドは高学年、低学年とも利用頻度は高いでしょうか。

又、どのような利用状況か教えて下さい。

小グラウンドについては、滑り台やブランコ等の遊具が設置され

ているグラウンドとなります。

利用頻度等の状況については、回答Nｏ.１を御覧ください。



Nｏ. 質問 回答

5
小中一貫教育について現在行われている事や今後予定されている

事がありましたら教えて下さい。

本市の小中一貫教育については、沼津市ホームページに公表され

ておりますので、御確認ください。

＜該当箇所リンク＞

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/kyoiku/kyoiku/nu

mazushi/syouchu.htm

6
企画提案書の提出方法については、Ｗクリップ止め等の指定の方

法はありますでしょうか。
書類の止め方等の指定は、特にございません。

7 地域交流の部屋は確保すべきでしょうか。

回答Nｏ.１をご覧ください。

なお、現状、東校舎２階の多目的ホールは地域住民が利用できる

部屋として使用しております。

8
地域開放している現在の状況と今後する新しく予定されているも

のがあれば教えてください。
回答Nｏ.１を御覧ください。

9
各学年の児童数を教えて下さい。今後増減を考慮すべきであれば

教えて下さい。

令和４年４月25日時点の児童数については、第四小学校のホーム

ページに公表されておりますので、御確認ください。

＜該当箇所リンク＞

http://www.numazu-szo.ed.jp/daiyon-e/

また、今後の児童数推計については、沼津市ホームページに公表

している『沼津の教育（令和３年度）』のP.40に「校区別就学前

児童数」の記載がありますので、御確認ください。

＜該当箇所リンク＞

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/kyoiku/kyoiku/to

ukei/numazunokyoiku.htm

10

現在の車の駐車場は充分に確保されていますでしょうか。又、工

事に関する部分で現在の駐車場を使うことになった場合、近隣で

確保できそうなところはありますでしょうか。

回答Nｏ.１を御覧ください。



Nｏ. 質問 回答

11

屋内運動場（渡り廊下含む）、既存南西校舎、その他校舎、外構

図について、既存図（意匠/構造/機械設備）、計画通知書類など

は貸与いただけますでしょうか。

本業務に係る図面等の資料については、契約後、必要に応じて提

供いたします。

12

既存南西校舎は低～中学年、その他校舎は高学年の使用と推測し

ますが、今後その学年配置を変更する可能性はありますでしょう

か。

学年ごとに児童数は毎年変動があることから、今後、配置を変更

する可能性はあります。

令和４年度の配置については、回答Nｏ.３を御覧ください。

13

「避難所としての防災機能の強化の検討」とありますが、現状新

校舎に対して漠然とした防災機能を想定されていましたら教えて

いただけますか。

現在、本校は指定避難所（災害により住宅を失った場合等に一定

期間避難生活を送る場所）及び避難地（緊急的に身の安全を確保

するための指定緊急避難場所）に指定されているため、工事期間

中及び改築後においても、当該機能の維持を想定しております。

14

【参加要領8-1⑶①】

提出書類のうち、様式４～８については自社名を入れないことと

ありますが、様式7、8 の③所属・役職についてはどのように記載

すればよろしいでしょうか。

様式７及び８における「③所属・役職」については、社内の所属

部署や役職を記載してください。

15
様式４の工程表はそのまま使用すると見づらくなる可能性がある

為、別紙とすることは可能でしょうか。

任意書式での提出は認めておりませんが、必要に応じて複数枚で

の提出を認めます。

16
公募仕様書内に確認検査機関との協議については記載がないです

が、確認申請の前段階での協議は必要ないでしょうか。

公募仕様書に示したとおり、各法令等基準に基づき設計を進める

ことから、本業務において、必要に応じて確認検査機関への協議

を行ってください。

17
公募仕様書６⑷その他校舎の部分的な改修とありますが、どのよ

うな改修を想定していますか。

その他校舎の部分的な改修については、本業務で検討する内容で

はありますが、現時点で考えられることとしては、例えば、諸室

の再配置を検討する上で、必要に応じてその他校舎の諸室に対す

る改修が挙げられます。

18
公募仕様書６⑺に記載のある既存の地盤データについて公開は可

能でしょうか。
回答Nｏ.11を御覧ください。



Nｏ. 質問 回答

19
公募仕様書６⑿直接工事費の㎡単価には既存校舎の解体費用やそ

の他改修部分も含まれた金額でしょうか。
お見込のとおりです。

20 職員用及び来客者用の駐車台数は何台必要でしょうか。 回答Nｏ.１を御覧ください。

21

対象建物と同じ教室等を計画するという考えでよろしいでしょう

か。教室の数等についても提案ということであれば、計画しなけ

ればならない諸室はありますでしょうか。

回答Nｏ.１をご覧ください。

22
現在のクラス構成（各学年のクラス数、どの校舎の何階を使用

等）はどのようになっていますか。
回答Nｏ.３を御覧ください。

23 現在の児童数は何人でしょうか。 回答Nｏ.９を御覧ください。

24 給食の材料搬入等は東門からでよろしかったでしょうか。 現状の利用状況については、お見込のとおりです。

25 既存体育館の図面はJWW 形式等でいただく事は可能でしょうか。 回答Nｏ.11を御覧ください。

26
提供いただいた平面図の普通教室（育成）という室が3 室ありま

すが、障害児用のクラスということでよろしかったでしょうか。

平面図の普通教室（育成）と表記している部屋は、特別支援学級

となります。

なお、回答Nｏ.３に示した追加資料においては、当該教室を「７

－１」「７－２」「７－３」と表記しています。

27

放課後児童クラブは第四小学校に通っている児童を対象とした室

でよろしかったでしょうか。外部の小学生等も受け持っています

でしょうか。

既存南西校舎にある２か所の放課後児童クラブは、本校に通って

いる児童を対象としております。

28 改築後の各学年の想定教室数がございましたらご教示ください。 回答Nｏ.１を御覧ください。

29
普通教室の1クラスの人数は何人を想定されておりますでしょう

か。

静岡県の基準では、現状１学級あたりの人数は35人以下を想定し

ております。



Nｏ. 質問 回答

30

【参加要領４⑺】

“それに準ずる公共施設において、”とありますが、

公共施設であれば何の用途の建物でも、それ以外の条件を満たし

ていれば参加資格要件として成り立つと考えてよろしいでしょう

か。

お見込のとおりです。

31

【様式５　同種業務実績】

“参加資格要件で求める実績は必ず記載すること。”と有ります

が、参加資格要件以外の同種実績の定義の記載がありません。上

記No.30の回答内容も含め参加資格要件（7）の実績が同種実績と

考えてよろしいでしょうか。

お見込のとおり、様式５に記載すべき同種業務実績については、

参加要領の参加資格要件を満たす実績を記入し、参加資格要件に

当てはまらない業務の記入については任意となります。

なお、記載に当たっては、施設名や延床面積等の規模、基本設

計・実施設計等の業務内容等、参加資格要件を満たす実績である

ことが分かるよう記載してください。

32

【参加要領8-3⑵③】

見積書の提出が求められていますが、工事費に関する見積でな

く、あくまでも業務内容見積と考えてよろしいでしょうか。

お見込のとおりです。

33
【参加要領8-1⑵⑥】

納税証明は写しでよろしいでしょうか。
お見込のとおりです。

34 基本構想・基本設計等の資料があれば提示願います。 特にございません。

35 各諸室種類、各部屋面積等の想定資料あれば提示願います。 回答Nｏ.１を御覧ください。

36
既存建物の正確な位置の分かる、寸法が図れる図面、敷地や周辺

のレベルの分かる図面、又はCADデータがあれば提示願います。
回答Nｏ.11を御覧ください。

37

【参加要領8-1(2)⑨、⑪】

意匠の担当者として一部提出者の事務所に所属でない者を担当と

してよろしいでしょうか。不可の場合、協力会社もしくは構成員

の技術者として担当してよろしいでしょうか。

様式６及び様式８については、協力事務所等の配置を予定してい

る場合は記入してください。なお、協力事務所届等の提出につい

ては、公募仕様書に示したとおりです。



Nｏ. 質問 回答

38

【参加要領8-1(2)➇、⑩、⑪】

同種業務実績及び技術者業務実績につきまして、担当者の前職で

の担当物件や協力事務所として関わった物件も実績対象となりま

すでしょうか。

様式５については、同種業務実績として認められません。

様式７、８については、主な業務実績として認めますが、記入す

る際は、既に公表済みの「回答①（７月14～15日分）」を参考に

してください。

39
【参加要領９】

学校施設整備にあたり、仮設校舎の設置は行いますでしょうか。

公募仕様書に示したとおり、仮設校舎建設の要否についても、本

業務において検討する事項としております。

40
【参加要領　別表】

設計料の金額は審査の対象になりますでしょうか。

評価項目については、参加要領の別表に示したとおりです。

また、契約上限額については、参加要領２⑷に示したとおりで

す。

41 工事工期の目安をご教示ください。 回答Nｏ.１を御覧ください。

42 工事費全体の目安をご教示ください。
既存南西校舎の改築に関する設計金額は、公募仕様書６⑿及び回

答Nｏ.19を御覧ください。

43
東校舎、南東校舎の断面図をいただけますでしょうか。不可の場

合、東校舎、南東校舎の室内高さをご教示ください。

回答Nｏ.11を御覧ください。

なお、参考としまして、南東校舎の各教室や廊下の天井高さは2.5

ｍで、南東校舎及び東校舎の各教室や廊下の天井高さは３ｍで

す。

44
東校舎、南東校舎を建てた際の配置図をいただけますでしょう

か。
回答Nｏ.11を御覧ください。

45 地盤データをいただけますでしょうか。 回答Nｏ.11を御覧ください。

46

現状の児童総数、児童数に対する教室の使用状況や空き状況、今

後の児童数推移につきましてご教示ください。特別支援学級につ

きましても同様にご教示ください。

回答Nｏ.１、回答Nｏ.３、回答Nｏ.９及び回答Nｏ.26を御覧くだ

さい。



Nｏ. 質問 回答

47
プールは、工事期間中の継続利用を前提としますでしょうか。ま

た、工事期間に限らず、校外利用を想定していますでしょうか。

回答Nｏ.１を御覧ください。

なお、現時点では、工事期間中と想定される時期において、プー

ルの授業を民間施設を利用する等の校外利用の予定はありませ

ん。

48 敷地のボーリングデータをいただくことは可能でしょうか。 回答Nｏ.11を御覧ください。

49
児童数および教職員の数を教えてください。（特別支援学級の児

童数およびクラス数が分かるもの）

回答Nｏ.９を御覧ください。

教職員の数については、『沼津の教育（令和３年度）』のP.34を

御覧ください。

50 将来的な児童数などわかる範囲でご提示ください。 回答Nｏ.９を御覧ください。

51
体育館を含む既存施設の概要（竣工年・構造等）が分かる資料を

ご提示ください。（施設台帳でもかまいません）

回答Nｏ.11を御覧ください。

なお、参考としまして、体育館の竣工年及び構造については、

1972年竣工のＳ造２階建てです。

52
グラウンドの広さ（トラックのサイズ等）は既存同等と考えてよ

ろしいでしょうか。
回答Nｏ.１を御覧ください。

53

グランド及び体育館を利用する学校での部活動やスポーツ少年

団、地域利用で今回の計画で配慮すべき活動があれば教えてくだ

さい。

回答Nｏ.１を御覧ください。

なお、グラウンド及び体育館については、学校開放の一環とし

て、地域住民やスポーツ少年団等に使用されている状況です。

54 駐車台数は現状と同等と考えてよろしいでしょうか？ 回答Nｏ.１を御覧ください。

55
提案書における文字の大きさ、余白等は任意でよろしいでしょう

か。
お見込のとおりです。


