
犬山市立犬山南小学校改築工事等基本設計者選定プロポーザル質問回答書
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質 問 事 項 回         答

同種・類似業務実績について

・学校施設環境改善交付金交付要綱別表１に規定する

長寿命化改良工事もしくは大規模改造工事の実施し設

計とのことですが、当該要綱に基づいているかどうか

は受注者側では判断が難しいと思われます。どのよう

に証明すればよろしいでしょうか。

受注契約書に基づいた業務内容をご確認くださ

い。

内容がご不明な場合は、お手数ですが、発注側

の市町村にお問い合わせください。

同種・類似業務実績を証明する資料について

・契約書(表紙のみでよい）と記載がありますが、面積

等を証明する添付資料は不要と考えてよろしいでしょ

うか。

契約書の表紙に面積記載がされていない場合

は、面積がわかる書類の添付をお願いします。

同種・類似業務実績について

・劣化度状況調査に基づく学校施設の長寿命化計画の

実績について、学校施設該当するものとしては、幼稚

園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等

教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校と考

えてよろしいでしょうか。

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校

の前期課程、特別支援学校及び幼稚園の園舎が

対象となります。

提案書　様式A

・記載する人数は、入札参加資格者名簿に記載のある

職員数でしょうか。

犬山市の令和2年度、3年度入札参加資格者名簿

による、令和２年１０月１日現在の人数を記載

してください。

提案書　様式D

・電気、機械設備担当には「建築設備士」の資格を記

入してもよろしいでしょうか。

よろしいです。

参加表明書等作成要領の2記入要領及び注意事項（1）

⑤「記載した業務については契約書（表紙のみでよ

い）の写しを提出すること。」とありますが、同種・

類似業務実績の契約書と考えてよろしいでしょうか。

また提出部数は様式と同じ9部でよろしいでしょうか。

同種・類似業務実績の契約書の写しを提出して

ください。

部数は、１部提出してください。
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参加表明書等作成要領の2記入要領及び注意事項（1）

⑤「また、記載された業務実績のうち1件について、～

総括責任者及び意匠担当に関しては様式Fを作成す

る。」とありますが、様式Fをそれぞれ1枚ずつ作成す

ると考えてよろしいでしょうか。

よろしいです。

様式Cの備考欄に記載してあります「2一級建築士の場

合は～確認できる書類を添付すること。」とあります

が、提出部数は様式と同じ9部と考えてよろしいでしょ

うか。また様式Dの備考欄3も同様と考えてよろしいで

しょうか。

資格を確認できる書類を添付してください。

部数は、１部提出してください。

(4)審査基準で評価項目１設計事務所の能力の配点が40

点ですが、技術者数、主要業務実績数、代表的な主要

業務実績のそれぞれの配点をご教示ください。又、主

要業務実績の内、同種業務と類似業務の配点の違いも

ご教示ください。

技術者数：１５点

主要業務実績数：１０点

代表的な主要業務実績の内容：１５点

代表的な主要業務実績の内、同種業務と類似業

務の配点は、開示できません。

(4)審査基準で評価項目２総括責任者の能力の配点が15

点ですが、資格・経験、主要業務実績数、繁忙度のそ

れぞれの配点をご教示ください。また、主な業務実績

の内、同種業務と類似業務の配点の違いもご教示くだ

さい。

資格・経験：５点

主要業務実績数：５点

繁忙度：５点

主要業務実績の内、同種業務と類似業務の配点

は、開示できません。

(4)審査基準で評価項目３担当チームの能力の配点が15

点ですが、各分野の主任技術者の資格・経験、業務実

績数のそれぞれの配点をご教示ください。ただ意匠主

任技術者は実績の詳細が求められていますが、こちら

の配点もご教示ください。また、主な業務実績の内、

同種業務と類似業務の配点の違いもご教示ください。

各分野の主任技術者等の資格・経験：各２点

各分野の主任技術者等の業務実績数：各１点

業務実績の内、同種業務と類似業務の配点は、

開示できません。

プロポーザル実施要領２業務の概要（８）スケジュー

ル及び予算

ア　スケジュールについて、犬山市立犬山南小学校改

築等基本構想Ⅲ犬山南小学校の改築等概要　（４）配

置計画に記載のある建て替え手順の変更提案は可能で

しょうか。

令和６年度の新校舎供用開始ができれば、建替

え順序の変更を可能とします。
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プロポーザル実施要領２業務の概要（９）その他

オ　工事用車両進入道路　及びカ　仮設校舎の設計は

「設計業務の範囲等」に記載がないので、今回の基本

設計の業務には含まれないと考えてよろしいでしょう

か。

質問箇所が、プロポーザル実施要領２業務の概

要（１０）その他のオ　工事用車両進入道路及

びカ　仮設校舎の設計についてであれば、今回

の基本設計業務に含まれないという考えで、よ

ろしいです。

犬山市立犬山南小学校改築等基本構想　Ⅲ　犬山南小

学校の改築等概要

（３）基本構想詳細　１）全体　④学校全体のまとま

り・・・には学年に合わせた教室配置（新校舎＝低学

年／南舎＝高学年　注）低学年：１年生～３年生とあ

りますが、３）新校舎（低学年）には②で２学年分と

あります。新校舎には低学年：１年生～３先生のうち

２学年を、南舎には低学年の残り１学年と高学年の３

学年を配置すると考えればよろしいでしょうか。

よろしいです。

プロポーザル実施要領２業務の概要（９）基本方針

１）全体

・南舎に学校開放と学校スペースを兼用する部屋とし

て多目的室、調理室、児童クラブ・・・」とあります

が、調理室は現在南舎にある家庭科室とは別に設ける

と考えればよろしいでしょうか。

南舎１階「調理室」を「家庭科室」と読み替え

てください。

現在の南舎「家庭科室」を学校開放スペースと

して想定してください。

家庭科室には、教師用調理台×１、生徒用調理

台×６があります（調理台：２口ガスコンロ、

立型自在水栓×２）。

プロポーザル実施要領２業務の概要（８）スケジュー

ル及び予算

実施設計は令和３年度後期～令和４年度前期とあり、

（１０）その他　オ　劣化度調査は令和４年度に実施

とあります。劣化度調査の結果を南舎の長寿命化改良

工事の実施設計に反映させるためには令和３年度に劣

化調査が必要と思われます。劣化度調査は令和３年度

に実施と考えればよろしいでしょうか。

受注業者と協議し、前倒しが必要となった場合

は、令和３年度の実施を可能とします。

プロポーザル実施要領２業務の概要（８）スケジュー

ル及び予算

ア　スケジュール　校舎供用開始　新校舎は令和６年

度からとありますが、新校舎の供用開始の令和６年度

を守れば、犬山市立犬山南小学校改築等基本構想Ⅲ犬

山南小学校の改築等概要　（４）配置計画に記載のあ

る建て替え手順の変更提案は可能でしょうか。

問９の回答に準じます。
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南校舎の耐震補強箇所、耐震壁の位置がわかる資料を

ご提示願います。
学校教育課窓口で開示します。

重要度係数等の耐震性能についての条件はありますで

しょうか。
Ｉ＝１．２５　とします。

建築基準法・同施行令等の法規以外に準拠すべきもの

はありますでしょうか。

消防法、犬山市景観条例、特定都市河川浸水被

害対策法（新川）等を確認し、届出が必要とな

ります。

様式D　受託した場合の各分野主任技術者の主な業務実

績について

・意匠担当の業務名に「同種・類似」を〇をつけるよ

うになっているが、構造担当以下についても記載は必

要か。

・一級建築士以外の資格を所持している場合は、空欄

に記入してよろしいでしょうか。

・同種・類似については、意匠担当のみ、ご記

入ください。

・空欄にご記入ください。

既設建物設計時等の敷地内の地質調査のデータはあり

ますでしょうか。

北舎増築工事（昭和４４年）で実施した地質調

査データを学校教育課窓口で開示します。

本工事のための地質調査は令和３年度に実施予

定です。

基本構想内、P５（４）配置計画（建て替え手順）では

新給食室建設後に北舎、給食室解体となっておりま

す。これは新給食室の計画位置が、現状の北舎、給食

室以外の場所に限定されるという認識でよろしいで

しょうか。

工事期間中も、自校式給食による給食提供が継

続できれば、場所の限定はありません。



犬山市立犬山南小学校改築工事等基本設計者選定プロポーザル質問回答書

No. 質 問 事 項 回         答

24

25

26

27

28

29

実施要領に約18,000㎡とありますが、明確な対象敷地

図がありましたら、ご教示ください。

対象敷地図はありません。資料「公立学校施設

台帳総括用及び配置図」を参考としてくださ

い。

学校敷地の測量調査は、今年度中に実施しま

す。

南舎の現状の耐震性能についてご教示ください。耐震

改修工事が実施済みであると思われますが、耐震壁の

位置等がわかる資料をご教示ください。

耐震性能については、南舎（東棟）IS値＝０．

７３、CT×SD値＝０．７４、南舎（西棟）IS

値＝０．７３、CT×SD値＝０．７２です。

耐震壁の位置等は学校教育課窓口で開示しま

す。

インフラ（電気・上下水・ガス）の引込状況がわかる

資料をご提示ください。
学校教育課窓口で開示します。

敷地形状と既存校舎の形状がわかるCADデータがあり

ましたらご提示ください。

CADデータはありません。

学校敷地の測量調査は今年度中に実施します。

敷地内や敷地周辺の高低差がわかる資料がありました

らご提示ください。

学校教育課窓口で開示します。

学校敷地の測量調査は、今年度中に実施しま

す。

特別支援教室の教室数は、たんぽぽ、ひまわり、わか

くさの3教室を維持する計画と考えてよろしいでしょう

か。また、特別支援学級の児童数をご教示ください。

３教室を維持します。令和２年５月１日現在の

児童数は、たんぽぽ１名、ひまわり３名、わか

くさ３名です。
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児童クラブ室を継続するとありますが、現状の児童ク

ラブ室はどこにありますでしょうか。

北舎１階「多目的室」を使用しています。

資料「公立学校施設台帳総括用及び配置図」

上、①－１を参照ください。

学校開放の対象となる施設は体育館、運動場、図書

館、多目的スペースを想定してよろしいでしょうか。

体育館、運動場、及び「犬山南小学校改築等基

本構想　Ⅲ．犬山南小学校の改築等概要（３）

基本構想詳細　１）全体⑬」を想定してくださ

い。

調理室を設置するとありますが、現状の家庭科室とは

別に設置すると考えてよろしいでしょうか。また想定

される調理室の使い方をご教示ください。

問１２の回答に準じます。

使用方法は基本設計の段階で、ワークショップ

等を通して意見を集約し検討していきます。

現在中庭に設けられている倉庫は、取り壊し可能と考

えてよろしいでしょうか。
よろしいです。

現状の通学導線についてご教示ください。児童は西側

正門、東側通用門の両方から通学していると考えてよ

ろしいでしょうか。その場合、東西の通学利用の割合

をご教示いただけますでしょうか。

児童は西側正門、東側通用門の両方から通学し

ています。

西側が82%、東側が18%となっています。

楽田小学校・羽黒小学校の現地見学は可能でしょう

か。

楽田小学校の見学は可能です。

見学希望の場合は、学校教育課に連絡くださ

い。日程調整を行います。



犬山市立犬山南小学校改築工事等基本設計者選定プロポーザル質問回答書

No. 質 問 事 項 回         答

36

37

38

39

40

新校舎と改修予定の南校舎をつなぐ渡り廊下の面積は

新校舎の面積(1,000㎡以下）に含まれますか。
含みません。

参加表明書等に記載する同種・類似業務実績について

（様式B,C,E,F）

今回の業務は、南舎の長寿命化及び北舎・給食室の改

築工事についての設計ですので、小学校及び中学校の

改築工事の実施設計についても、同種業務として認め

て頂けませんでしょうか。

認められません。

改修予定の既設南校舎が４階建てですが、今回の工事

において、エレベーターの設置は行わないと考えてよ

ろしいでしょうか。

本提案では、エレベーターの設置は想定してい

ません。

設置の有無は、基本設計の段階で、ワーク

ショップ等を通して意見を集約し検討していき

ます。

要求駐車場台数は４０台とありますが、現状の体育館

付近の駐車場を含めた台数と考えてよろしいでしょう

か。

敷地西側は道路交通法上の規制（自転車及び歩

行者専用、７時から１７時）があるため、体育

館付近は緊急車両のみ停車可としています。

本工事後も、体育館付近を駐車場として使用す

る予定はないため、４０台は全て南舎の北側に

駐車します。

東側の主要地方道春日井各務原線から「工事用車両進

入道路」を計画していますが、必要に応じて敷地西側

からアクセス可能と考えて宜しいでしょうか。

敷地西側には道路交通法上の規制（自転車及び

歩行者専用、７時から１７時）がありますの

で、規制は遵守してください。


