
回    答    書 
  令和４（2022）年５月２６日    

   

箒根学園体育館改築工事基本設計・実施設計業務委託公募型プロポーザル 

 

番号 該当項目 質疑内容 回答 

1 

実施要領 Ⅰ 

一般事項について 2.（6） 

提案上限額 

最低制限価格の設定は御座いますでしょうか。 最低制限価格の設定は無い。 

2 

Ⅲ 応募資格について 

 

共同企業体での参加は可能でしょうか。 

共同企業体での参加が認められる場合、すべての構成員

が入札参加資格を取得する必要がありますか？それと

も代表企業が入札参加資格を取得していれば参加でき

ますでしょうか。 

実施要領 Ⅲにより本プロポーザルに参加できる者は

単体企業とする。 

3 

実施要領 Ⅲ 

応募資格について（2）、⑤ 

ZEB プランナーに関しては協力事務所が有する資格でよ

ろしいでしょうか。 

ZEB プランナーの登録番号並びに ZEB 支援業務実績は協

力事務所が有するものとしてよろしいでしょうか。 

実施要領 Ⅲ（２）⑤により提案事務所が ZEB プラン

ナーを有するものとする。 

4 
実施要領 Ⅲ 

応募資格について（2）、⑤ 

現在 ZEB プランナー登録中で、6/10 以降に登録になるが

その場合応募は可能か。 

応募条件は参加表明書の提出期限までに登録を有して

いることとする。 

5 

実施要領 Ⅲ 

応募資格について（2）、⑤ 

CASBEE 建築評価員でも応募可能か。 

 

 

 

不可とする。 



番号 該当項目 質疑内容 回答 

6 

実施要領 Ⅲ 

応募資格について（2）、⑥ 

基本的要件 

「⑥延べ面積1,000㎡以上の完成した学校施設の新築建

物（校舎又は体育館）の建築設計の責任者としての実績

（※2）を有すること。（※2）提案事務所の実績で「総括

責任者」、「主任技術者」又はこれと同等と認められる立

場とします。」と記載がありますが、提出物の様式第 3 号

（3）同種業務、類似業務実績および様式第 4号、様式第

5 号に校舎実績を記載した場合、認めていただける認識

でよろしいでしょうか。 

質疑の内容は、実施要領 Ⅲ（２）➅応募資格の基本

的要件であり、様式第 3号～5号で学校施設の校舎は同

種・同類業務に含まない。 

7 
実施要領 Ⅳ.３.② 

様式第２号 

協力事務所においては入札参加資格が無しでもよろし

いでしょうか。 

実施要領 Ⅲ（1）⑥により令和 4年 6月 1日時点で那

須塩原市の入札参加資格を有するものとする。 

8 

実施要領 Ⅳ.３.② 

様式第３号 

様式第３号の（3）同種業務、類似業務実績は様式第４

号に記載のある同種業務、類似業務と同じと考えてよ

ろしいでしょうか。 

お見込みのとおり。 

9 
実施要領 Ⅳ.３.② 

様式第４号 

高等学校の体育館は類似業務と考えてよろしいでしょ

うか。 

高等学校体育館の新築は類似業務と考えて良い。 

10 

実施要領 Ⅳ.３.② 

様式第５号 

協力事務所の場合、下請けとして業務を行う場合が多

く、契約書が無い場合があります。当該施設の概要が確

認できる資料のみの提出としてもよろしいでしょうか。 

契約書が無い場合、請書の提出でも可とする。 

11 

実施要領 Ⅴ 

提案書の内容について 

1.「体育館整備概要」 

体育館を使用する部活動を教えていただけますでしょ

うか。 

バレーボール、卓球、バドミントン及び柔道を想定し

ている。 

12 

実施要領 Ⅴ 

提案書の内容について 

1.「体育館整備概要」 

ステージの設置は不要と考えてよろしいでしょうか。 ステージの設置は基本設計で決定する。 



番号 該当項目 質疑内容 回答 

13 

実施要領 Ⅴ 

提案書の内容について 

1.「体育館整備概要」 

アリーナの広さは大人用バスケットボールコート（28×

15m）1 面が確保できる広さでよろしいでしょうか。それ

以外に必要なコートがあればご指示いただけますでし

ょうか。 

大人用バスケットゴール（28×15m）1面が確保できる

広さとする。 

14 

実施要領 Ⅴ 

提案書の内容について 

1.「体育館整備概要」 

アリーナの空調（冷暖房）について、那須塩原市様のお

考えがあればお教えいただけますでしょうか。 

空調（冷暖房）の考え方は基本設計で決定する。 

15 

実施要領 Ⅵ 

審査について 一次審査 

（1）および様式第 3号（4） 

様式第 3 号（4）ZEB 支援業務実績「※2 ZEB 実績が確

認できる書類の写しを添付すること」と記載があります

が、ZEB 建築を評価する「BELS 評価書」の写しの提出で

宜しいでしょうか。 

お見込みのとおり。 

16 

実施要領 Ⅵ 

審査について 一次審査（2） 

幼稚園は学校教育法に基づく学校ですので、幼稚園児の

屋内運動施設である遊戯室は同種施設（又は類似施設）

と考えてよろしいでしょうか。 

学校教育法に基づく幼稚園屋内運動施設の遊戯室新築

は類似施設と考えて良い。 

17 

実施要領 Ⅵ 

審査について 

2 次審査ではプレゼンテーションを行うお考えでしょう

か。プレゼンテーションを行う場合の具体的な方法（説

明や質疑応答時間、参加人数等、提案書以外の資料は使

用できないなど）をお教えていただけますでしょうか。 

2 次審査は提出された技術提案書により書類審査を行う

ため、プレゼンテーションは実施しない。 

18 

様式第 3号 様式第 3号（2）有資格者数の記載は、本社、支社、営業

所等がある場合は、様式第 3号（1）建築士事務所情報の

所在地に所属する有資格者数で宜しいでしょうか。 

 

 

 

お見込みのとおり。 



番号 該当項目 質疑内容 回答 

19 

様式第 4号 （注意 1）「同種業務とは学校教育法に基づく小学校若し

くは中学校の体育館の新築で、建築基準法上の延べ面積

1,000 ㎡以上のもの」と記載がありますが、延べ面積

1,000 ㎡未満のものは類似業務の認識で宜しいでしょう

か。 

可とする。 

20 

総括責任者の経歴等調書 

（様式第 4号） 

総括責任者の経歴等調書に記載する業務実績は前職で

の経歴でも認められますか。 

主任技術者の経歴等調書に記載する業務実績は前職で

の経歴でも認められますか。 

可とする。 

21 

総括責任者の経歴等調書 

（様式第 4号） 

主任技術者の経歴等調書 

（様式第 5号） 

様式第 4号および様式第 5 号に記載する実績は、現在工

事中だが設計業務が完了している物件も認められます

か。 

可とする。 

22 
設計図 既存体育館は利用しながら新体育館を改築するとの認

識でよろしいでしょうか。 

既存体育館解体後に、新体育館改築工事を行う。 

23 

設計図 Ａ管理教室棟に設置されていますエレベーターは乗用

ではなく給食配膳専用としての利用となりますでしょ

うか。 

一般乗用と給食配膳を兼用して利用する。 

24 
設計図 既存教室棟、並びに管理教室棟において、小学校と中

学校のエリアをお教えください。 

現時点で小中学校の明確なエリア分けは無い。 

25 

設計図 Ａ管理教室棟周囲、並びに既存体育館の南側の地盤は増

築、改築に伴い盛土をし、校舎エリアを広げたとの認識

でよろしいでしょうか。 

Ａ管理教室棟周囲及び既存体育館南側地盤は盛土を行

う予定である。参考に市ホームページに外構平面図を

掲載する。 



 

番号 該当項目 質疑内容 回答 

26 
設計図 PDF データでご提供いただいている設計図の CAD データ

のご提供をお願いします。 

市ホームページにて CAD データの提供を行う。 

27 
設計図 既存体育館の図面をご提供いただけませんでしょう

か。 

市ホームページにて CAD データの提供を行う。 

28 
設計図 参考になるボーリングデータ（校舎等）をご提示いただ

けますでしょうか。 

市ホームページにてデータの提供を行う。 

29 
その他 箒根学園の生徒数、クラス数、及び将来の生徒動態推計

をお教えていただけますでしょうか。 

各学年 1クラス（35 人学級）程度の児童生徒数を想定

している。 

30 
その他 参加表明の各書類は左上クリップ留めで提出としてよ

ろしいでしょうか。 

良い。 


