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要求水準書（案）に関する質問に対する回答書 

                                               

 

No. 該当箇所 質問事項 回答 

資料名 ページ数 項目 

１ 
要求水準

書（案） 
２ 

Ⅰ.4 本事業の範囲  文中に「なお、維持管理業務については、

宿毛⼩学校体育館(既設)、宿毛中学校体育

館(既設)も対象範囲とする」とあります

が、提案検討する必要があることから、2

施設の現在実施されている業務内容並び

に図⾯を開示して頂けないでしょうか。 

既存施設のご要望のある資料につきま

しては、個別に開示いたします。また、

郵送等で開示できないものにつきまし

ては、本市閲覧室にて開示したいと思

います。 

２ 
要求水準

書（案） 
２ 

Ⅰ.4 本事業の範囲  「既存施設である技術棟は、改修等の整

備・開発を実施することを可とする。」と

ありますが、改修費はサービス対価に含む

との理解でよろしいでしょうか。ご教示を

お願いいたします。 

現時点ではサービス対価に含みません

が、選定事業者の提案に含まれた場合、

別途サービス対価に加えるかを検討し

ます。 

３ 
要求水準

書（案） 
２ 

Ⅰ.4 本事業の範囲  維持管理業務は、宿毛⼩学校体育館（既

設）、宿毛中学校体育館（既設）を含むと

ありますが、既設施設の設備等の概要およ

び仕様は公表されますか。ご教示をお願い

いたします。 

既存施設のご要望のある資料につきま

しては、個別に開示いたします。また、

郵送等で開示できないものにつきまし

ては、本市閲覧室にて開示したいと思

います。 
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４ 
要求水準

書（案） 
２ 

Ⅰ.4(2)本事業の範

囲  

企画設計業務にインフラ調査が本事業範

囲となっていますが、提案価格の設定に必

要ですので、現在の宿毛⼩学校、宿毛中学

校の給水、排水、電力、ガス、通信等のイ

ンフラのおよその取入口と、その仕様をお

教えください。 

既存施設のご要望のある資料につきま

しては、個別に開示いたします。また、

郵送等で開示できないものにつきまし

ては、本市閲覧室にて開示したいと思

います。 

５ 
要求水準

書（案） 
２ 

Ⅰ.4(2)本事業の範

囲  

企画設計業務に地盤調査業務が本事業範

囲となっていますが、提案価格の設定に必

要ですので、現在の宿毛⼩学校、宿毛⼩学

校体育館、宿毛中学校建設時の地質調査資

料をご提示ください。 

既存施設のご要望のある資料につきま

しては、個別に開示いたします。また、

郵送等で開示できないものにつきまし

ては、本市閲覧室にて開示したいと思

います。 

６ 
要求水準

書（案） 
３ 

Ⅰ.4(2)本事業の範

囲  

企画設計業務に土壌調査が本事業範囲と

なっていますが、提案価格上は、当該敷地

の履歴調査のみとし、その結果、土壌汚染

対策法上の科学的な調査費や、汚染土壌の

入れ替え等が生じた場合の対策費は、提案

価格に含まないものと考えてよろしいで

しょうか。 

お見込のとおり。 

７ 
要求水準

書（案） 
３ 

Ⅰ.4(2)本事業の範

囲  

企画設計業務に解体撤去調査が本事業範

囲となっていますが、提案価格の設定に必

要ですので、現在の宿毛⼩学校、宿毛中学

校の敷地図、平⾯図、立⾯図、断⾯図、仕

上表、構造図、電気設備図、衛生設備図、

空調換気設備図をご提示願います。 

既存施設のご要望のある資料につきま

しては、個別に開示いたします。また、

郵送等で開示できないものにつきまし

ては、本市閲覧室にて開示したいと思

います。 
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８ 
要求水準

書（案） 
３ 

Ⅰ.4(2)本事業の範

囲  

企画設計業務に解体撤去調査が含まれて

いますが、撤去予定施設のアスベスト調査

が実施されていれば、その内容をご開示く

ださい。アスベスト調査が未了の場合は、

事業費を鑑みて既存図からの推測に基づ

くサンプル調査のみを事業者負担とし、調

査の結果、アスベストのレベル２以上の撤

去が必要と判明した場合は、アスベスト撤

去費用は実費による清算として、提案価格

には見込まないと考えてよろしいでしょ

うか。 

⼩学校・中学校の既存施設にはアスベ

ストは使用されておりません。 

９ 
要求水準

書（案） 
３ 

Ⅰ.4(2)本事業の範

囲  

企画設計業務に周辺家屋影響調査が本事

業範囲となっていますが、調査対象は計画

敷地が直接接する⺠家のみと考えてよろ

しいでしょうか。また、調査は事前調査の

みとし、事後調査はなしとして、調査対象

家屋への工事影響の疑義は、調査家屋から

の申し出に基づき、事前調査記録との整合

によって把握するものと、考えてよろしい

でしょうか。 

お見込のとおり。 

１０ 
要求水準

書（案） 
３ 

Ⅰ.4(2)本事業の範

囲  

企画設計業務に、現況測量が含まれていま

せんので、敷地境界や高低差等の測量デー

タをご開示願います。この測量情報がない

場合は、現況測量を本事業範囲に加えるべ

現況測量は、応募段階について応募事

業者の負担とし、事業契約締結後の現

況測量は本事業の対価に含むものとし

ます。 
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きか、ご指示願います。 

また、測量情報がない場合は、今回の PFI

提案用として利用すべき敷地形状図をお

示しください。 

１１ 
要求水準

書（案） 

 

３ 

Ⅰ.4(4)本事業の範

囲  

主な業務内容に更新、修繕、大規模修繕の

記載がありますが、既存施設となる⼩学校

体育館ならびに中学校体育館、その他整備

開発業務の業務内容に該当しないエリア

については、劣化進行等が予測困難である

ことから、更新、修繕、大規模修繕の対象

外という解釈で宜しいでしょうか。 

既存施設については、更新や大規模修

繕は業務範囲に含みません。日常的な

点検業務や軽微な修繕を想定しており

ます。大規模修繕が必要になった場合

は、別途協議の上検討していきたいと

考えております。 

１２ 
要求水準

書（案） 
３ 

Ⅰ.4(4)本事業の範

囲  

主な業務内容に大規模修繕（※付帯業務と

して位置づける）と記載がありますが、付

帯業務とは入札時の事業費には含まず、事

業期間中に貴市と協議しながら大規模修

繕発生都度、詳細な修繕内容や費用につい

て別途調整するという解釈で宜しいでし

ょうか。 

お見込の通り。 

１３ 
要求水準

書（案） 
３ 

Ⅰ.4(4)本事業の範

囲  

主な業務内容に電気設備、給排水設備、昇

降機、消防設備、空調設備の運転・監視と

記載がありますが、事業規模や建物用途な

どから勘案すると事業者の常駐設備員配

置は不要と想定しております。 

ですがその場合の空調機器などの運転監

職員室で教職員が空調機器の運転監視

が可能な⽅法を想定しております。 
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視は、⾃動運転監視が可能な監視装置が必

要という解釈で宜しいでしょうか。もしく

は、学校関係者の⽅にご協力頂く運用⽅法

になるのでしょうか。 

１４ 
要求水準

書（案） 
３ 

Ⅰ.4(4)本事業の範

囲  

主な業務内容に電気設備、給排水設備、昇

降機、消防設備、空調設備の法定点検・定

期点検と記載がありますが、事業規模や建

物用途などから勘案すると事業者の常駐

設備員配置は不要と想定しております。 

このため日常的な作業となる点検・検査に

ついては、学校側にて実施して頂けるとい

う解釈で宜しいでしょうか。 

学校教職員で点検・検査業務が実施可

能な内容であれば、ご質問の解釈で構

いません。 

１５ 
要求水準

書（案） 
４ 

Ⅰ.4(4)本事業の範

囲  

主な業務内容の【備品維持管理業務】につ

いてですが、本業務の対象になるのは（３）

備品・開発業務における【備品調達業務】

にてリストアップされた備品のみが対象

となるという解釈で宜しいでしょうか。 

什器備品リストを個別に開示いたしま

す。 

１６ 
要求水準

書（案） 
４ 

Ⅰ.4(4)本事業の範

囲  

施設及び設備の維持管理業務の中で、設備

の修繕、補修、更新、劣化等の調査と対応

と記載されていますが、本事業に機器の更

新が含まれているのでしょうか。ご教示を

お願いいたします。 

⻑期修繕計画等に基づいての更新は事

業範囲に含めます。計画にない更新は

別途協議のうえ検討することとなりま

す。 
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１７ 
要求水準

書（案） 
４ 

Ⅰ.4(4)本事業の範

囲  

外構施設維持管理の中で、外構施設各部の

点検、保守、補修、更新、修繕と記載され

ていますが、本事業に機器の更新が含まれ

るのでしょうか。ご教授をお願いいたしま

す。 

⻑期修繕計画等に基づいての更新は事

業範囲に含めます。計画にない更新は

別途協議のうえ検討することとなりま

す。 

１８ 
要求水準

書（案） 
４ 

Ⅰ.4(4)本事業の範

囲  

備品管理業務の中で、備品の点検、保守、

更新、修繕と記載されていますが、本事業

に機器の更新が含まれるのでしょうか。ご

教授をお願いいたします。 

備品は、事業者が調達した備品につい

て、更新を含むものとし、既存の移設

部分は市の負担とします。 

１９ 
要求水準

書（案） 
４ 

Ⅰ.4(4)本事業の範

囲  

主な業務内容の【清掃・環境管理業務】に

ついてですが、日常清掃は事業範囲外とい

う解釈で宜しいでしょうか。その際、定期

清掃と日常清掃の内容や範囲については、

事業者提案という解釈で宜しいでしょう

か。 

また仮に生徒が現在実施している定期清

掃（教室内のワックス掛けなど）がござい

ましたらご開示頂ければと思います。 

日常的な清掃（掃き掃除・拭き掃除）

については、児童・生徒が実施してお

りますので、日常清掃については事業

範囲に含みません。定期清掃について

は、事業範囲に含みます。 

２０ 
要求水準

書（案） 
４ 

Ⅰ.4(4)本事業の範

囲  

主な業務内容の【清掃・環境管理業務】に

ついてですが、水質検査や空気環境測定な

どの環境衛生業務は本事業の事業範囲と

いう解釈で宜しいでしょうか。 

提案内容に含めていただいて構いませ

ん。 
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２１ 
要求水準

書（案） 
５ 

Ⅰ.4(5)本事業の範

囲  

「⾃主提案業務において、サービス対価と

して支払うことも可能」とありますが、そ

の判断基準はどのように基準を基に判断

を行いますか。ご教示をお願いいたしま

す。 

独立採算事業によらない⾃主提案業務

で、著しく公共性を有し、かつ、市⺠

からの利用料徴収に相応しくないと認

められる事業についてはサービス対価

として支払いが可能ということになり

ます。ただし、協議にて決定します。 

２２ 
要求水準

書（案） 
５ 

Ⅰ.5 本事業の事業⽅

式  

事業⽅式によって、事業費の差が大きくな

ることが予想されますが、⽅式に伴う事業

費の評価はどのような評価を行いますか。

ご教示をお願いいたします。 

事業⽅式によって評価が異なることは

ございませんが、応募事業者が選択し

た⽅式によって、どのような効果につ

ながるかを評価します。（事業⽅式を選

択した理由が評価対象）定性的評価、

定量的評価の割合については、募集要

項公表時に公表いたします。 

２３ 
要求水準

書（案） 
５ 

Ⅰ.6 ⺠間事業者の収

入  

本事業におけるサービス対価等の入金ス

ケジュール及び補助金等の活用等のお考

えをご教授ください。 

文部科学省の国庫補助金の活用を予定

しており、宿毛市に交付後お支払を予

定しております。また、起債について

も対象となれば活用していくことを検

討しており、そちらも交付後に一括で

支払う予定としております。 

２４ 
要求水準

書（案） 
６ 

Ⅰ.8 事業期間終了後

の水準 

文中に「事業期間終了時に要求水準を満た

す良好な状態に保持していること…」とあ

りますが、具体的な判断として学校運営に

支障のない機能となる性能基準を有して

いれば、経年上発生する軽度の劣化は問題

要求水準書にある水準を満たす状態を

保持していることが前提となります

が、具体的な内容に関しては、⺠間事

業者の提案に委ね、判断基準は優先交

渉権者決定後に交渉により検討しま
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ないという解釈で宜しいでしょうか。 す。 

２５ 
要求水準

書（案） 
６ 

Ⅰ.9 遵守すべき法制

度等  

遵守すべき法制度等に、都市計画法が含ま

れていますが、当計画は、⾃治体発注であ

るため、都市計画法上の開発行為には該当

しないと考えてよろしいでしょうか。 

要件を満たせば⾃治体発注でも開発行

為に該当します。 

２６ 
要求水準

書（案） 
６ 

Ⅰ.9 遵守すべき法制

度等  

遵守すべき法制度等に、雨水流出抑制に関

する条例が見当たりませんが、当敷地への

降水はすべて、二敷地の間に設けられてい

る水路への直接放流と考えてよろしいで

しょうか。 

お見込のとおり。 

２７ 
要求水準

書（案） 
６ 

Ⅰ.9 遵守すべき法制

度等  

遵守すべき法制度等に、消防法が含まれて

いますが、所轄消防との協議により、広域

用の防火水槽等、単体規定だけでは把握で

きない設備の設置が義務付けられた場合、

その費用は当事業の範囲に含まないと考

えてよろしいでしょうか。 

性能発注のため、費用に含みます。 

２８ 
要求水準

書（案） 
６ 

Ⅰ.9 遵守すべき法制

度等  

遵守すべき法制度等に、ハートビル法が記

載されていますが、同法の誘導基準は適用

しないものと考えてよろしいでしょうか。 

応募事業者の企画提案に委ねるものと

します。 

２９ 
要求水準

書（案） 
６ 

Ⅰ.9 遵守すべき法制

度等 

文中に「要綱・各種基準については適宜参

考にすること。なお、記載のない各種関連

法令等についても適宜参考にすること。」

とありますが、２３頁に「国土交通省大臣

官房官庁営繕部監修建築保全業務共通仕

「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

建築保全業務共通仕様書（2014 年度

版）」については、要求水準書の維持管

理業務に記載のない事項について参考

とするものです。 
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様書（2014 年度版）に基づき業務を履行

すること」と記載があります。 

こちらについては「建築保全業務共通仕様

書の内容・頻度を適宜参考とし、業務を履

行すること。」という解釈で宜しいでしょ

うか。 

 要求水準書（正式版）では 2018 年

度版に修正いたしました。 

３０ 
要求水準

書（案） 
７ 

Ⅱ.7(2)3)プロジェ

クトマネジメント業

務の概要 

「事業期間ごとに、事業を遂行する上での

適切なプロジェクトマネージャーを定め、

…」とありますが、整備期間および維持管

理期間それそれに異なるプロジェクトマ

ネージャーを選任するとのことでしょう

か。ご教示をお願いいたします。 

兼任できる⽅がいれば事業期間ごとに

別のマネージャーを選任しなくても構

いません。 

３１ 
要求水準

書（案） 
９ 

Ⅲ.1(5)企画・設計業

務の基本⽅針 

想定延べ床⾯積として 5,500 ㎡〜6,000 ㎡

との記載がありますが、性能を検証した結

果として、想定される⾯積を超過した場合

は要求水準との不整合となってしまうの

でしょうか。 

 

延床⾯積の上限ではなく、あくまで想

定になりますので、超過しても減点と

はなりません。 

要求水準書（正式版）では 5,500 ㎡〜

7,000 ㎡に修正いたしました。 

３２ 
要求水準

書（案） 
９ 

Ⅲ.1(5)企画・設計業

務の基本⽅針 

想定延べ床⾯積として 5,500 ㎡〜6,000 ㎡

との記載がありますが、個々の教室、特別

教室、オープンスペースなど個々の要求水

準となる㎡数が示されていません。延床⾯

積 5,500 ㎡〜6,500 ㎡を想定された根拠の

ご提示をお願いいたします。 

根拠は、⼩・中学校設置基準及び⼩・

中学校施設整備指針に基づくものにな

ります。 
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３３ 
要求水準

書（案） 
９ 

Ⅲ.2(2)1)企画・設計

業務の概要 

全体的な施設概要が示されていますが、日

影規制のチェックに必要となるため、計画

敷地に隣接する北⾯、東⾯、二敷地の間、

⻄⾯の、各々の道路名称と、認定幅員をご

開示願います。 

中学校北⾯：土居ノ後 2 号線（幅員

4.6m）、敷地間：土居ノ後線（幅員

4.7m） 

、⼩学校北⾯：土居ノ後本町線（幅員

4.7m）、⼩学校⻄⾯：桜町本町線（幅

員 4.4m）となります。 

３４ 
要求水準

書（案） 
９ 

Ⅲ.2(2)1)企画・設計

業務の概要 

全体的な施設概要が示されていますが、敷

地東⾯の細街路は、建築基準法４２条２項

道路に該当するのでしょうか。該当する場

合、当敷地側への一⽅向後退が必要になる

と考えてよろしいでしょうか。 

該当いたしません。 

３５ 
要求水準

書（案） 
９ 

Ⅲ.2(2)1)企画・設計

業務の概要 

全体的な施設概要が示されていますが、現

在の宿毛⼩学校、宿毛中学校の敷地内で利

用している井水や農業排水があれば、その

利用⽅法と詳細をご教授ください。 

宿毛⼩学校、宿毛中学校の敷地内で利

用している井水、農業排水はございま

せん。 

３６ 
要求水準

書（案） 
９ 

Ⅲ.2(3)1）企画・設

計業務の概要 

合築校舎の基本的な考え⽅において、「将

来にわたる教育環境や住⺠ニーズの変化

に対応できる校舎」とありますが、「将来

とは」どの程度の将来をイメージされてい

ますか。ご教示をお願いいたします。 

本整備事業の事業期間である 30 年間

を想定しており、その間の⼩中一貫教

育の実施、義務教育学校への転換など

教育環境の変化に対応できる校舎を期

待しています。 

３７ 
要求水準

書（案） 
１０ 

Ⅲ.2(3)4）企画・設

計業務の概要 

外構等で「あらゆる球技種目を考慮した外

構」とありますが、想定される種目をご教

示ください。 

部活動としてはサッカー、野球になり

ますが、少年野球等、地域開放した際

に想定される球技となります。 
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３８ 
要求水準

書（案） 
10〜21 

Ⅲ.3 企画・設計業務

要求水準 

表中に各諸室等の「市の考え」「要求水準」

について明記されていますが、そのなか諸

室に仕様があるもの（例えば特別教室等）

についてご提示いただけないでしょうか。 

仕様はありませんが、市の考えで示し

ている内容を参考に要求水準を満たし

て頂くものとなります。 

３９ 
要求水準

書（案） 
10〜21 

Ⅲ.3 企画・設計業務

要求水準 

要求水準の表中に、市の考えと要求水準が

記載されていますが、要求水準があいまい

な表現になっていた場合や、市の考えと整

合性が取れていない場合、事業者としてど

ちらが本事業の要求水準であるか判断で

きません。市の考えをご教授ください。 

(例) 

文書名：（２）諸室に関する要求水準 倉

庫（ア）（イ） 

市の考えは、倉庫の室数や、ごみ集積倉庫

のｍ2 数を明記していますが、要求水準は

あいまいな表現になっています。このよう

な場合、どちらを正式な要求水準と考えれ

ばよろしいでしょうか。ご教授ください。 

（例） 

文書名：（２）諸室に関する要求水準 保

健室（ア） 

該当項：Ｐ１９〜 

市の考えは、保健室は⼩中それぞれ１室ず

つ整備することと明記していますが、要求

市の考えは要求水準を設定するための

基準であり、要求水準を満たしている

かの判断に使うものではありません。 
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水準はあいまいな表現になっています。こ

のような場合、どちらを正式な要求水準と

考えればよろしいでしょうか。ご教授くだ

さい。 

４０ 
要求水準

書（案） 
１１ 

Ⅲ.3(1)企画・設計業

務要求水準 

（カ）市の考えの中で、合築校舎から地域

の指定避難場所へ迅速に避難・・ 

とありますが、現在⼩・中学校それぞれ指

定している避難場所は具体的にどこでし

ょうか。ハザードマップでは「忠霊塔」「石

鎚神社」が考えられます。 

現在の⼩・中学校で指定している避難

場所は、⼩学校は忠霊塔、中学校は忠

霊塔、松田町となります。 

４１ 
要求水準

書（案） 
１１ 

Ⅲ.3(1)企画・設計業

務要求水準 

「特別教室は、地域開放されることも想定

し、…」とありますが、地域開放ゾーンと

して区分するとの理解でしょうか。ご教示

をお願いいたします。 

お見込のとおり。 

４２ 
要求水準

書（案） 
１１ 

Ⅲ.3(1)企画・設計業

務要求水準 

施設全体の配置等（エ）で、防犯、交通安

全の観点考慮が記載されていますが、当該

敷地は、現状では完全に囲障がまわってい

ませんが、当計画の完成時には、学校用地

への第三者侵入を防止するという観点で

の囲障設置費用を見込むと考えてよろし

いでしょうか。 

応募事業者の企画提案に委ねるものと

します。 

４３ 
要求水準

書（案） 
１１ 

Ⅲ.3(1)企画・設計業

務要求水準 

施設全体の配置等（カ）で、津波対策とし

て 4 階以上が望ましいとの市の考えが示

されていますが、建設コスト上の観点から

市の考え⽅は、要求水準の補足説明と

していますので、ご質問の内容は、応

募事業者の企画提案に委ねるものとし
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3 階建ての提案をした場合に、減点対象に

なりますでしょうか。 

ます。 

４４ 
要求水準

書（案） 
１２ 

Ⅲ.3(1)企画・設計業

務要求水準 

施設の設備等について、各諸室に必要な設

備等の概要表は提示されますか。ご教示を

お願いいたします。 

什器備品リストを個別に開示いたしま

す。 

４５ 
要求水準

書（案） 
１２ 

Ⅲ.3(1)企画・設計業

務要求水準 

施設の設備等（ア）で、昇降機設備が機械

設備扱いとなっていますが、電気設備の誤

りではないでしょうか。 

機械設備でも問題ないと考えます。 

４６ 
要求水準

書（案） 
１２ 

Ⅲ.3(1)企画・設計業

務要求水準 

施設の設備等（ア）で、各諸室に冷暖房を

整備と市の考え⽅が示されていますが、廊

下や更衣室といった非居室は原則的に含

まないと考えてよろしいでしょうか。 

市の考え⽅は、要求水準の補足説明と

していますので、ご質問の内容は、応

募事業者の企画提案に委ねるものとし

ます。 

４７ 
要求水準

書（案） 
１２ 

Ⅲ.3(1)企画・設計業

務要求水準 

施設の整備等（ア）で、中学校の普通教室、

特別支援教室の既設空調の有効活用が記

載されていますが、有効活用できる機器の

仕様をご開示ください。また、現在の宿毛

中学校から該当設備を取り外す期間や、空

調設備がなくてもよい期間にご指示があ

れば、お示しください。 

有効活用できる機器は、ダイキン工業

（株）製 SZRA112BB が 6 台、

SZRA80BBT が 1 台、SZRA50BBT が

1 台です。現在の宿毛中学校から該当

設備を取り外す期間は、夏の熱中症対

策を考慮し、2020 年 10 月〜2021 年 3

月の間でお願いします。 

４８ 
要求水準

書（案） 
１２ 

Ⅲ.3(1)企画・設計業

務要求水準 

普通教室、特別教室に設置するテレビ視聴

設備は、共聴設備のみを本体に実装し、モ

ニター等の機材⾃体は既存⼩学校、中学校

のものを移設すると考えてよろしいでし

ょうか。 

お見込のとおり。 
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４９ 
要求水準

書（案） 
１２ 

Ⅲ.3(1)企画・設計業

務要求水準 

整備すべき WIFI 環境に記載がありませ

んが、指定があれば、ご開示ください。 

応募事業者の企画提案に委ねるものと

します。 

５０ 
要求水準

書（案） 
１３ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

「防災備蓄倉庫を１室配置すること。」と

ありますが、必要なスペース（⾯積）はど

の程度でしょうか。ご教示をお願いいたし

ます。 

防災備蓄倉庫については、20 ㎡程度の

室を考えています。 

５１ 
要求水準

書（案） 
１３ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

倉庫等（ア）で防災備蓄倉庫の 1 室配置が

市の考え⽅として示されていますが、中に

入れる物品量が分かりませんので、最低限

度の室⾯積だけでもご開示願います。 

防災備蓄倉庫については、20 ㎡程度の

室を考えています。 

５２ 
要求水準

書（案） 
１４ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

普通教室 市の考え⽅として、「⼩学校 12

教室分に対し中学校 7 教室分整備」とあり

ますが、中学校を 7 教室とした根拠はどの

ようにお考えでしょうか。ご教示くださ

い。 

今後の推計児童生徒数を別添資料 3 へ

掲載しています。宿毛市では中学校の

学級数は、国基準の 1 学級 40 名を基

本としていますが、中学校 1 年につい

ては、県教委委員会が指定している「中

学校 1 年生の 30 人学級編成に係る研

究校指定」を受けることを想定してい

ます。別紙資料 3 では、宿毛中学校の

推計児童生徒数が 2021 年度 59 名、

2022 年度 64 名、2023 年度 72 名、2024

年度 67 名を想定しており、中学校 1

年生は 3 学級となることが想定される

ため、中学校を 7 教室としています。 
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５３ 
要求水準

書（案） 
１４ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

特別支援学級室で、その配置に関して市の

考え⽅が示されていますが、昇降機の利用

を前提として、特別支援学級室を 2 階以上

に配置してもよろしいでしょうか。 

応募事業者の企画提案に委ねるものと

します。 

５４ 
要求水準

書（案） 
１５ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

「多目的教室には、カーテンを設置するこ

と。」とありますが、その他の諸室にはカ

ーテンは不要との理解でよろしいでしょ

うか。ご教示をお願いいたします。 

窓側のカーテンは普通教室、特別教室

とも必要です。 

５５ 
要求水準

書（案） 
１５ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

多目的教室（ア）市の考え⽅として、「隣

接して多目的教室を配置する場合は、」と

記載されている部分は、多目的教室同士が

隣接する場合と考えてよろしいでしょう

か。もしくは普通教室と多目的教室が隣接

する場合と考えるべきでしょうか。ご教授

ください。 

応募事業者の企画提案に委ねるものと

します。 

５６ 
要求水準

書（案） 
１５ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

多目的教室（ア）市の考え⽅として、「⼩

学校 4 教室分、中学校 6 教室分」とあり

ますが、室数に対する根拠はどのようにお

考えでしょうか。ご教示ください。 

応募事業者の企画提案に委ねるものと

します。 

５７ 
要求水準

書（案） 
１５ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

多目的教室（イ）市の考え⽅として、多目

的教室の利用⽅法が示されていますが、こ

こで記載されている機能が満足できれば、

教室の大きさや形状は、普通教室にならわ

なくてもよいと考えてよろしいですか。 

応募事業者の企画提案に委ねるものと

します。 
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５８ 
要求水準

書（案） 
１５ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

多目的ホール（ア）市の考え⽅として、中

学校多目的ホールは技術棟にある既存ホ

ールを利用する予定と記載されています

が、既存ホールは、同階他室の建築基準法

上の 2 ⽅向避難ができない構成となって

おり、既存不適格のように見えます。その

まま利用してよろしいでしょうか。 

応募事業者の企画提案に委ねるものと

しますが、法令遵守を原則とします。

なお、中学校技術棟にある既存ホール

は、北側に内階段、南側に外階段があ

りますので、南北 2 ⽅向の避難が可能

であるかと考えます。 

５９ 
要求水準

書（案） 
１６ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

「音楽室において、多種類の楽器、道具当

の収納スペースを設ける。」とありますが、

必要とする⾯積をご教示ください。 

⾯積を提示することはいたしません

が、什器備品リストを個別に開示いた

しますので、それを基に判断していた

だくこととなります。 

６０ 
要求水準

書（案） 
１６ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

音楽室内において、ピアノは使用されるで

しょうか。既存の学校のものを使用される

場合は、搬入計画を立てる必要があるた

め、その寸法をお教えください。 

音楽室内において、⼩学校、中学校、

それぞれの既存ピアノを使用します。

既存ピアノは脚を含め、高 105cm×幅

150cm×奥行 200cm、中学校ピアノは

高 105cm×幅 150cm×奥行 200cm と

なっています。 

６１ 
要求水準

書（案） 
１６ 

Ⅲ.3.(2)企画・設計業

務要求水準 

音楽室内において、使用される楽器等の備

品は、すべて既存学校から移設するものと

考えてよろしいでしょうか。 

お見込のとおり。ただし、著しく老朽

しており使用に耐えない楽器等につい

ては廃棄し、市教育委員会で新たに購

入したものを音楽室へ置くことは考え

られます。 
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６２ 
要求水準

書（案） 
１６ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

図画工作室/美術室/木工技術室・金工技術

室において、「塗料等の材料・各種工具の

保管および製作途中の作品の保管」に要す

る⾯積をご教示ください。 

⾯積を提示することはいたしません

が、生徒数等を基に想定されるスペー

スを想定していただくこととなりま

す。 

６３ 
要求水準

書（案） 
１６ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

図画工作室、美術室において、プラスター

ストラップの実装は必要でしょうか。 

図工工作室、美術室において、排水管

への異物混入対策については、プラス

ターストラップなど何らかの対策が望

ましいと考えています。 

６４ 
要求水準

書（案） 
１６ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

木工技術室、金工技術室は技術棟にある既

存施設を利用する予定と記載されていま

すが、新築、改修を行う場合に、これらの

室を兼用利用することは可能でしょうか。 

応募事業者の企画提案に委ねるものと

します。 

６５ 
要求水準

書（案） 
１６ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

木工技術室、金工技術室において、使用す

る機材や集塵機は、すべて既存学校のもの

を移設すると考えてよろしいでしょうか。 

お見込のとおり。 

６６ 
要求水準

書（案） 
１７ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

家庭科室/調理室において、「器材、道具、

教材、教具等の保管」に要する⾯積をご教

示ください。 

⾯積を提示することはいたしません

が、什器備品リストを個別に開示いた

しますので、それを基に判断していた

だくこととなります。 

６７ 
要求水準

書（案） 
１７ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

家庭科室、調理室において、使用する調理

器具や食器、ミシン、冷蔵庫等はすべて既

存学校のものを利用すると考えてよろし

いでしょうか。 

お見込のとおり。ただし、著しく老朽

しており使用に耐えない機器等につい

ては廃棄し、市教育委員会で新たに購

入したものを家庭科室、調理室へ置く

ことは考えられます。 
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６８ 
要求水準

書（案） 
１７ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

図書室内の蔵書は、すべて既存学校から移

設するものと考えてよろしいでしょうか。 

お見込のとおり。 

６９ 
要求水準

書（案） 
１８ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

職員室において、利用される職員数を⼩学

校、中学校ごとにお教えください。 

現在の教職員数は、校⻑、事務職員を

除くと、⼩学校 26 名、中学校 16 名で

す。建築後の合築校舎においても、同

数程度の教員が職員室で執務を行うと

考えています。ただし、契約期間中に

おいて、変動があることを想定してく

ださい。 

７０ 
要求水準

書（案） 
１８ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

印刷室において、設置すべき印刷機を事業

者側で設置する場合は、その仕様をご指示

ください。 

印刷室に配置する印刷機・コピー機に

ついては、現在賃借している機器を設

置することを想定します。現在賃借し

ている機器は、⼩学校は Duplo 

DP-S550、Duplo DP-F550、コニカミ

ノルタ bizhub287、コニカミノルタ

bizhub227、中学校は Duplo 

DP-U520、Duplo DP-U550、コニカ

ミノルタ bizhub283 です。 

７１ 
要求水準

書（案） 
１９ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

職員、来客用の喫煙室が要望としてはあり

ませんが、不要と考えてよろしいでしょう

か。 

お見込のとおり。 

７２ 
要求水準

書（案） 
１９ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

給食受入口において、給食センターから配

送されるコンテナのサイズ、重量、及び、

コンテナ内に積載されている、主食、副菜、

現在使用しているコンテナのサイズは

高さ：155cm 横：130cm 奥行 80cm で

重量は不明です。かご等のサイズは不
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食器等のかごサイズをご開示ください。 明です。 

７３ 
要求水準

書（案） 
１９ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

給食受入口において、牛乳保冷庫や、デザ

ートの保冷庫等、事業者側で整備しなけれ

ばならない機材がありましたら、その仕様

をお教え下さい。 

給食受入口に整備する機器は、牛乳保

冷庫を想定しており、市教育委員会で

新たに購入したものを置くことを想定

しています。 

７４ 
要求水準

書（案） 
１９ 

Ⅲ.3(2)企画・設計業

務要求水準 

（イ）「炊飯可能な機能を設けること。」と

ありますが、どの程度の規模を想定してい

ますか。単に炊飯器を設置する認識でよろ

しいでしょうか。 

また利用する頻度と必要な人数（食数）等

をご教授いただけないでしょうか。 

湯沸、簡単な調理を行うために、流し

台、ガスコンロあるいはＩＨコンロを

使用したいと考えていますが、利用す

る規模については決まっておりませ

ん。 

７５ 
要求水準

書（案） 
２０ 

Ⅲ.3(3)企画・設計業

務要求水準 

⼩学校プールにおいて、倉庫や更衣室等の

要求がなされていませんが、一般開放を考

慮して必要、と考えてよろしいでしょう

か。 

応募事業者の企画提案に委ねるものと

します。 

７６ 
要求水準

書（案） 
２０ 

Ⅲ.3(3)企画・設計業

務要求水準 

⼩学校プールにおいて、事業者側で整備し

なければならない、コースロープや、５ｍ

フラッグ、飛び込み台等の備品がありまし

たら、その仕様をご指示ください。 

⼩学校プールに整備する備品は、既存

学校のものを利用することを想定して

います。ただし、著しく老朽しており

使用に耐えない備品については廃棄

し、市教育委員会で新たに購入したも

のをプールへ置くことは考えられま

す。 

７７ 
要求水準

書（案） 
２０ 

Ⅲ.3(3)企画・設計業

務要求水準 

屋外運動場において、事業者側で整備しな

ければならない、バスケットゴールや朝礼

屋外運動場に整備する備品は、既存学

校のものを利用することを想定してい
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台、サッカーゴール等の備品がありました

ら、その仕様をご指示ください。 

ます。ただし、著しく老朽しており使

用に耐えない備品については廃棄し、

市教育委員会で新たに購入したものを

屋外運動場へ置くことは考えられま

す。 

７８ 
要求水準

書（案） 
２０ 

Ⅲ.3(3)企画・設計業

務要求水準 

屋外運動場において、ブランコやジャング

ルジム、鉄棒、砂場等の要求が見られませ

んが、事業者側で整備しなければならない

ものがありましたら、その仕様をご指示く

ださい。 

性能発注のため仕様は、ありません。

応募事業者の企画提案に委ねるものと

します。 

７９ 
要求水準

書（案） 
２０ 

Ⅲ.3(3)企画・設計業

務要求水準 

現在の宿毛中学校屋外運動場には、野球用

投球練習場がありますが、新しい運動場に

は不要と考えてよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

８０ 
要求水準

書（案） 
２０ 

Ⅲ.3(3)企画・設計業

務要求水準 

⼩学校屋外運動場に⾯する倉庫は必要で

しょうか。必要であれば床⾯積をご教示く

ださい。 

屋外運動場用の倉庫は必要であると考

えていますが、現在位置での存置が整

備事業に支障をきたす場合は、移設を

検討いただきたいと考えています。倉

庫床⾯積は 44.75 ㎡です。 

８１ 
要求水準

書（案） 
２０ 

Ⅲ.3(3)企画・設計業

務要求水準 

屋外運動場は、建設コストと排水高さを鑑

みて、グラウンド全体の暗渠排水は不要と

考えてよろしいでしょうか？ 

応募事業者の企画提案に委ねるものと

します。 

８２ 
要求水準

書（案） 
２０ 

Ⅲ.3(3)企画・設計業

務要求水準 

新しい宿毛中学校屋外運動場には、テニス

コートの整備は不要と考えてよろしいで

しょうか。必要である場合はその設置⾯数

お見込のとおり。 
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をご指示ください。 

８３ 
要求水準

書（案） 
２０ 

Ⅲ.3(3)企画・設計業

務要求水準 

部室棟の配置については中学校屋外運動

場に⾯する、と考えてよろしいでしょう

か。 

応募事業者の企画提案に委ねるものと

します。 

８４ 
要求水準

書（案） 
２１ 

Ⅲ.3(3)企画・設計業

務要求水準 

公園において、学校敷地との間は囲障を設

置し、学校敷地内への第三者の侵入を防止

する仕様と考えてよろしいでしょうか。 

お見込のとおり。 

８５ 
要求水準

書（案） 
２１ 

Ⅲ.3(3)企画・設計業

務要求水準 

公園は、建築基準法上、学校とは用途的に

可分の関係にあるため、敷地を分割するも

のと考えてよろしいでしょうか。 

お見込のとおり。 

８６ 
要求水準

書（案） 
２１ 

Ⅲ.3(3)企画・設計業

務要求水準 

公園の要求水準において、「歴史を感じさ

せる公園を再整備」と記載されています

が、その歴史性の表現の妥当性について、

受嘱した事業に対しては、別途有識者か

ら、何らかの指示・指導があるものと考え

てよろしいでしょうか。また、そうした指

示・指導に誠実に答えるために、建設費・

維持管理費が提案価格を超えることにな

った場合には、提案価格の見直しが可能と

考えてよろしいでしょうか。 

原則、予定対価を超えることは認めら

れません。 

８７ 
要求水準

書（案） 
２１ 

Ⅲ.3(3)企画・設計業

務要求水準 

駐輪場は、すべて屋根付きが要望されてい

るものと考えてよろしいでしょうか。 

 

応募事業者の企画提案に委ねるものと

します。 
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８８ 
要求水準

書（案） 
２１ 

Ⅲ.3(3)企画・設計業

務要求水準 

スクールバスの発着場計画のため、利用予

定のスクールバスの仕様をお教えくださ

い。 

スクールバスについては、現在運行し

ているスクールバスと同規模車を想定

しています。現在運行しているスクー

ルバスは、トヨタ社のハイエースを利

用しています。 

８９ 
要求水準

書（案） 
２１ 

Ⅳ.2(2)整備・開発業

務の概要 

「添付した什器・備品等を整備すること」

とありますが、今回校舎新設の際に整備す

る「什器・備品リスト」等が添付されてお

りません。公表をお願いいたします。 

同じく、「移動備品の引越し」に対して 

も「移動備品リスト」等についても公表を

お願いいたします。 

什器備品リストを個別に開示いたしま

す。 

９０ 
要求水準

書（案） 
２３ 

Ⅴ.2(1)維持管理業

務の概要 

文中に「⼩学校体育館（既設）、中学校体

育館（既設）に関しては、契約締結日から

業務を開始するものとする。」とあります

が、2018 年（平成 30 年） 5 月 18 日公

表の実施⽅針５頁に「ＰＦＩ事業の契約の

締結 2019 年６月下旬」と記載があるこ

とから、既存施設の業務期間は 2019 年 7

月 1 日から 2049 年 3 月末日と解釈して宜

しいでしょうか。 

お見込のとおりです。契約締結までの

正式なスケジュールにつきましては、

10 月上旬に公表する募集要項等にて

お示しをいたしましたので、ご確認く

ださい。 

９１ 
要求水準

書（案） 
２９ 

Ⅴ.3 維持管理業務要

求水準 

「（ア）建築物の躯体について建物の一側

⾯、連続する一⾯全体又は全⾯に対して行

う修繕、及び同様に整備された設備機器に

大規模修繕については、必要にが生じ

た際に協議の上実施するかどうか判断

することとなりますので、付帯業務と
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ついて機器系統すべての更新を行うこ

と。」とありますが、これについてはあく

まで計画に盛り込み試算すべき範囲であ

り、今回の事業で実際に費用を計上し実施

する事項ではないとの認識でよろしいで

しょうか。 

して提案をお願いいたします。 

９２ 
要求水準

書（案） 
２９ 

Ⅵ.1 ⺠間事業者によ

る⾃主提案業務の基

本⽅針 

⺠間事業者による⾃主提案業務の基本⽅

針において 達成すべき効果に③行政サ

ービスの課題解決 とありますが、ここで

示されている課題とは、要求水準書 P1 

本事業の目的 に示されている内容と考

えてよろしいでしょうか。 

お見込のとおり。 

９３ 
要求水準

書（案） 
２９ 

Ⅵ.1 ⺠間事業者によ

る⾃主提案業務の基

本⽅針 

⺠間事業者による⾃主提案業務の基本⽅

針において 達成すべき効果に②地域課

題の解決 とありますが、ここで示されて

いる課題について、具体的に示されている

箇所をお教えください。 

応募事業者の企画提案に委ねるものと

します。 

９４   

 受嘱後の基本設計における行政との打合

せにおいて、本要求水準に記載されていな

い要望が提出された場合の、提案価格の取

り扱いについて、ご開示ください。 

優先交渉権者の段階にて把握できる変

更については、契約締結時に協議によ

り決定し、契約締結後の変更について

は、契約した対価を基に協議により決

定するものとします。 

 


