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令和元年７月１２日 

 

京都市立呉竹総合支援学校施設整備工事設計業務委託に係る公募型プロポーザル 

質問及び回答 
 

 

No 質  問 回  答 

1 基本計画に既存本館のプランが示されていま

す。（基本計画説明書 3－2）中校舎をはじめ，

その他の施設の台帳をお示しください。できれ

ば，施設見学時に配布いただけますと，理解を

深める上で有効ですので，ご配慮願います。 

 

 平成３０年度の施設台帳（別紙１）を提示しま

す。 

2 第１期工事に先立ち，仮設教室等が計画されて

いますが，奥行き 3.8ｍの特殊な形状になって

います。どのような目的の教室となっているか

教えてください。 

配置予定の仮設校舎の諸室等を提示します。（別

紙２） 

3 第１期工事では，学校運営に必要な管理諸室，

特別教室，給食室，体育館を整備し，普通教室

については現状の生徒数に必要な部屋数を先

行整備するとあります。基本計画平面（基本計

画説明書 5－3－1）では新校舎計画諸室一覧表

（基本計画説明書 3－1）の特別教室のうち，

ワークルーム（60㎡×8），ワーク学習室 78㎡

が２期工事範囲に入っています。 

本来は１期工事で整備するのが望ましいが，や

むを得ず２期にまわされているということで

しょうか。または，基本計画における見直し対

象範囲に含まれていると考えてよろしいでし

ょうか。 

御質問のとおり，ワークルーム，ワーク学習室

は，第１期工事で整備するのが望ましいですが，

基本計画では，やむを得ず第２期工事の範囲とし，

完成までの間は，普通教室等をワークルームに転

用するなどの対応を想定しています。 

 また，御質問の箇所は，本業務の検討の範囲内

です。 

4 既存ボーリング柱状図のデータについて，No2，

3，4のデータが示されています。（基本計画書

説明書 6－2－1）他のデータ及びボーリング位

置をお示しください。 

御質問のボーリングデータに関して，判明して

いるボーリング位置を提示します。（別紙３）基本

計画に記載の柱状図以外の既存ボーリングデータ

はありません。 

別途，地質調査を令和元年度内に実施予定であ

り，調査後，報告書を貸与します。 

5 現状において，登下校用の送迎バスの周辺道路

からの入退出ルートについて教えてください。 

前面道路からの入退出ルートを提示します。（別

紙４） 

 

6 基本計画策定業務において，近隣協議が行われ

ている場合は，議事録を開示していただけませ

んでしょうか。 

 

 

基本計画策定業務において，近隣協議は実施し

ていません。 
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7 呉竹総合支援学校には，現在，どういった障害

の児童生徒等が通っているのか。また，肢体不

自由の児童生徒等はどれくらい在籍している

のか。 

現在，知的障害，視覚障害，聴覚障害，肢体不

自由の児童生徒等が通っています。また，肢体不

自由の児童生徒等は，約４５名（他障害と重複あ

り）在籍しています。   

8 敷地北側の西門付近で前面道路と接地してい

る平場部分の，擁壁の解体や改造を伴う拡幅や

縮小は，開発許可申請が必要な行為に該当しま

すか。また，予定されている設計工期内であれ

ば，開発許可申請を行うことに問題はありませ

んでしょうか。 

基本計画においては，開発非該当を想定してい

ます。開発許可が必要な行為は想定していません。 

  

9 基本計画において，敷地南東部分の既存擁壁に

関する記載があります。（基本計画 4－3）その

他の既存擁壁についても，申請状況や図面・計

算書の有無についてお示しください。 

西門，正門周辺及び南門西側の既存擁壁の図面

は一部ありますが，申請記録，計算書はありませ

ん。 

10 基本計画において，断面計画案が示されていま

す。（基本計画 5－5）計画建物の地階北西部分

における接地地盤の高さは，平均ＧＬから 3ｍ

を超える高低差があります。その際に，通常は

２つの平均地盤面が算定されると思いますが，

１つしか提示されていません。当該部分におけ

る平均地盤の算定に関する考え方をお示しく

ださい。 

建物の接地地盤の高低差が３ｍを超える場合

は，高低差３ｍ以内ごとに平均地盤面の設定が必

要です。詳細設計については，基本設計の中で検

討します。 

11 基本計画において，関係法令が示されていま

す。（基本計画 5－1）「京都市斜面地等におけ

る建築物等の制限に関する条例」に関して記載

がありませんが，当条例は適用されないものと

考えてよろしいでしょうか。また，基本計画案

において前記の条例が適用されないと判断さ

れた根拠や議事録等があればお示しください。 

「京都市斜面地等における建築物等の制限に関

する条例」は適用されます。建物形状・配置に応

じて制限を受ける範囲が決まるため，基本設計の

中で検討します。 

12 現状において，登下校に利用しているバスの大

きさをお示しください。 

現在，登下校時に利用しているバスは下記の６

台です。 

 定員 長さ(㎝) 幅(㎝) 高さ(㎝) 

１ 47 1083 250 304 

２ 36 1077 249 314 

３ 47 1083 250 304 

４ 47 1128 249 317 

５ 46 1128 249 318 

６ 29 699 203 275 
 

13 屋外施設について，想定している自動車の駐車

台数をご教示願います。（基本計画 1－2） 

現時点では乗用車１０台程度を想定していま

す。 

14 PHASE4 で教室数が 34 室となっておりますが，

不足となる 36室分はどのように対応されるの

でしょうか。（基本計画 1－4） 

１教室を複数の学級で使用するなどして対応す

る予定です。 
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15 PHASE1 で建設する仮設校舎棟を別の場所で提

案することは可能でしょうか。（基本計画 1－

4） 

事業スケジュール上，基本設計の着手までに仮

設校舎の設置計画を固める必要があるため，原則

計画変更は考えていません。 

 

16 教室の小・中・高の位置と数量について，各々

どちらとなるかご教示願います。（基本計画 5

－3－1） 

小・中・高各々の位置と数量については，年度

ごとに変動するため，定めていません。普通教室

数は，児童生徒数１学級４名とし，２８０名受入

可能となるよう７０教室を計画しています。一般

的には上階に上の学年の教室を配置することが多

いです。 

17 外周部の擁壁に関しては設計の対象外と考え

てよろしいでしょうか。 

基本計画では，既存擁壁を存置する計画とし，

擁壁に影響を及ぼさない新築建物の配置計画を想

定しているため，設計対象外としています。 

18 PHASE1 における設備工事全ては，本業務対象

外と考えて差し支えないでしょうか。（設計業

務委託仕様書 P4 において仮設校舎設計及び建

設工事は，【本業務対象外】との記載があり確

認させていただきたい。）（基本計画 8－2－1） 

本業務対象外です。 

19 PHASE4 において，キュービクル消火ポンプ室，

スプリンクラーポンプ，消火水源，受水槽ポン

プ室が，2期工事側に設置されていますが，1

期工事側に設置しなかった理由をご教示願い

ます。（基本計画 8－2－4） 

現在の第１期工事エリアに既存の消火設備等が

あり，先行して解体することから，第２期工事エ

リアに設置する計画としています。 

20 【委託仕様書 P1】 

業務概要 2．履行期間が令和 3年 3月 31 日ま

でとなっておりますが，本業務完了後の業務，

又その業務内容及び発注方法が決定されてい

ましたらご教示願います。 

未定です。 

21 【募集要領 P5】 

ヒアリング審査について，2 名の他にパソコン

操作者の出席は可能でしょうか。 

ヒアリング審査には，管理技術者，設計担当主

任技術者以外の出席は認めません。 

なお，ヒアリング審査では，提出された技術提

案書にて説明していただき，パワーポイント等を

含む他の資料等の使用は一切認めていません。 

22 意図伝達業務は，本業務に含まれないと考えて

よろしいでしょうか。また，含まれる場合は，

業務内容と期間をご教示願います。 

本業務対象外です。 

23 委託仕様書第 1章 5（1） 

屋外付帯工事の業務範囲は，イ．屋外付帯工事

の概要の範囲と考えますが，既存フェンス囲障

や既存石積・コンクリート・コンクリートブロ

ック擁壁を残置する範囲がありましたらご教

示ください。また，既存擁壁の検査済証は取得

されていますか。 

基本計画においては，既存石積及び擁壁は，既

存のものを残置する計画としています。それ以外

の既存フェンス囲障等については，未定です。 

検査済証については，確認できていません。 
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24 委託仕様書第 1章 5（2） 

解体建物のアスベスト調査，PCB 調査は貴市に

て調査済と考えてよろしいでしょうか。業務に

含まれるならば想定される場所，個所数，数量

など業務量がわかる資料をお示しください。 

既存建物の調査として，本業務に含みます。ア

スベスト及びＰＣＢ等有害物質含有建材等の有無

の確認として，既存図面調査及び現地調査（分析

調査を除く）を想定しています。調査の対象は，

仮設校舎を除く解体する全ての既存建物です。 

 

25 委託仕様書第 1章 7 

仮設校舎の設計は本業務対象外となっていま

す。基本計画説明書 4－3にあります①仮設許

可申請・計画通知も本業務対象外と考えてよろ

しいですか。 

本業務対象外です。 

26 別表第 3－1 

計画通知等の申請で，既存不適格調書等の作成

及び申請手続きとありますが，仮設建物を除く

第 2 期解体撤去工事範囲で検査済証のない 1

棟中校舎・東校舎，2 棟中校舎・東校舎，3棟

中校舎・東校舎，自転車置場と考えてよろしい

ですか。 

また，申請手続きとは建築基準法第 12条 5

項の規定による報告と考えてよろしいですか。 

既存不適格調書等の作成及び申請手続きについ

ては，第２期解体撤去工事範囲となる建物で，１

棟中校舎・東校舎，２棟中校舎・東校舎，３棟中

校舎・東校舎，渡り廊下，自転車置場ほか小規模

な上屋等を想定しています。 

 また，御質問のとおり，建築基準法第１２条５

項の規定による報告です。 

27 別表第 3－1 

基本計画説明書 3－2 にあります既存不適格部

分等の改修に関しては本業務対象外と考えて

よろしいですか。 

本業務対象外です。 

28 別表第 2 

仮使用認定があるが，基本計画説明書 4－3に

あります②西側既存校舎の撤去工事を行うた

めの仮使用申請を示すと考えてよろしいです

か。③完了申請も本業務に含むと考えてよろし

いですか。 

別表第２に記載の仮使用認定は，第１期工事完

成後に仮使用認定を受け，供用開始することを想

定しており，その際必要となる申請書の作成を本

業務の範囲内としています。 

基本計画説明書４－３に記載の仮使用申請及び

完了申請については，本業務対象外です。 

29 委託仕様書第 3章 13 

既存建物図面を貸与となっていますが，第 1

期・第 2 期解体撤去工事範囲内で既存図面のな

い建物をご教示ください。 

プール，機械室，屋外便所棟の一部，ゴミ置き

場，消火水槽等の図面はありません。それ以外に

ついても，一部，図面が揃っていないものがあり

ます。 

30 委託仕様書第 3章（適用基準図書の一覧） 

既存校舎取り壊し積算基準をお示しください。 

公共建築工事積算基準によります。 

31 技術提案書等の作成に関する説明書 

2－3（2）で「第 8号様式①から③は」とある

が，第二次技術提案書様式には③について記載

がありません。「第 8 号様式①②は」と読み替

えてよろしいですか。 

御指摘のとおり，「第８号様式①②は」と読み替

えてください。 

32 既存擁壁の構造検討，土木設計，開発関連業務

は，本業務に含まないとの認識でよろしいでし

ょうか。ご教示願います。 

仕様書 別表第３－１「計画通知等の申請」に

記載のとおり，開発非該当申請等の協議及び申請

手続きについては本業務に含みます。既存擁壁の

構造検討，土木設計については，本業務対象外で

す。 
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33 土壌汚染関連業務は，本業務に含まないとの認

識でよろしいでしょうか。ご教示願います。 

土壌汚染対策法の第４条第１項の規定に基づく

土地の形質の変更に関わる届出に必要な土地の形

質変更範囲を示す図面（配置図，断面図等）の作

成業務については本業務に含みます。 

34 委託仕様書 13貸与品 

既存建物図面，基本計画に関する図書一式，土

壌調査報告書，地質調査報告書，測量図は，デ

ータも頂けるという認識でよろしいでしょう

か。 

ＰＤＦデータまたは紙での貸与となります。 

35 既存解体撤去工事が含まれますが，アスベス

ト・PCB・その他調査一式は本業務に含まない

との認識でよろしいでしょうか。 

質問２４の回答と同じです。 

36 既存の各階平面図と構造図をご教示願います。 平成１４年３月時点の全体平面図を提示しま

す。その後，小規模な増築等を，行っているため，

現状とは異なる部分があります。（別紙５）また，

構造図については，増築ごとに作成されており，

まとまったデータはありません。 

37 第 4 号様式①設計担当主任技術者の同種実績

について，従事した立場が設計担当者の場合，

評価及び配点はどのようになりますでしょう

か。ご教示願います。 

同種業務の実績の評価について，従事した立場

による評価の違いはありません。 

 

 
 


