
一次審査提出書類に係る質問・回答
〇松本養護学校に係る質問

質疑 回答

1

現在の松本養護学校の各階平面図をご提供い
ただくことは可能でしょうか。
「⻑野県松本養護学校整備基本⽅針」のp9
及び現場説明資料のP12に配置図の記載があ
りますが、もう少し解像度の高い平面図のご
提供は可能でしょうか。

既存の教室配置図を基に作成した別添「改修
想定区域図」を参照してください。

2

【資料１ 諸要件・所要室】
既存及び改修に該当する諸室がどの棟のどこ
にあるのかをお示しいただけないでしょう
か。

・「改修」する諸室は別添「改修想定区域
図」のとおりです。
・「既存」の諸室の配置は、今後検討してい
くものであるため、現時点でお示しできるも
のはありません。
・また、「既存」の諸室は、校舎の完成時点
（R10年度）での必要諸室を想定して作成し
ているため、現在の教室配置図とは一致しま
せん。

3

【資料１ 諸要件・所要室】
諸要件・所要室の表の「既存」の欄は、今使
用している室をそのままの位置で使い続ける
想定、「改修」の欄は、今使用している室の
位置もしくは用途を変えて使う想定、という
理解でよろしいでしょうか。（☆）

概ね貴見のとおりですが、「既存」の欄は、
現状のまま使用する場合のほか、改修せずに
用途を変更（教室→クールダウン室等）して
使用する場合もあります。

4

【資料１ 諸要件・所要室】
（☆）の理解が正しい場合、諸要件・所要室
の表と、現場説明資料P12の教室配置図で、
既存教室の数が一致しなかったり、表では既
存とあるがその室が教室配置図になかった
り、といった室が見受けられます。どのよう
に考えれば宜しいでしょうか。

（資料１）は、新校舎の整備完了時点（R10
年度）での必要諸室を想定して作成している
ため、現在の教室配置図とは一致しません。
（資料１）に記載の「既存」は既存の建物に
配置し、「新築」は新しい建物に配置するこ
とを想定しています。

5

【資料１ 諸要件・所要室】
（☆）の理解が正しい場合、諸要件・所要室
の表で改修の室の合計が8室となります。し
かし、例えば中学の普通教室が全て新築され
ると、これまで既存校舎にあった中学の普通
教室10室が空きますが、それだけで改修の
室数8室を超えてしまいます。どのように考
えれば宜しいでしょうか。

既存校舎で空いた諸室の全てを改修するわけ
ではなく、改修せずに他の用途（教室→クー
ルダウン室等）に使用する場合があります。



質疑 回答

6
【資料１ 諸要件・所要室】
動線面積の、既存、改修、新築の想定内訳を
お示しいただけないでしょうか。

動線面積については、内訳を算出していませ
ん。

7

【資料1 諸要件・所要室】
現地説明会でプールは小さくて良いとの説明
がありましたが、諸要件にある25m6レーン
は必要ないと考えて宜しいでしょうか。規模
の想定がありましたらご教示ください。

現地説明会における「プールは小さくて良
い」との説明は、学校⻑の私見に基づくもの
であり、諸要件に示した広さが必要との認識
は変わりません。

8

【資料2 配置・案内図】
整備対象範囲となる旧教員宿舎敷地を含めた
敷地図をご提示いただけますでしょうか。
また、敷地と前面道路には高低差があります
が、高さが分かる資料をご提示いただけます
でしょうか。

旧教職員宿舎敷地を含めた配置図は別添のと
おりです。
また、高低差について職員が目視により計測
したところ、敷地と各道路の高低差はそれぞ
れ北側：約60cm、南側：約120cmです。

9

【現地説明配布資料】
P12に令和4年度の教室配置図があります
が、3棟、7棟、8棟にはエレベーターの記載
がありません。バリアフリー動線は現在すべ
ての棟で確保されていると考えて宜しいで
しょうか。確保されている場合、そのルート
をお示しください。

・３棟にはエレベーターはありませんので、
３棟の２階利用者は２棟のエレベーターを利
用し２棟２階へ上がった後、３棟の中央ホー
ルの屋上を通行し、３棟２階へ移動していま
す。
・７棟、８棟にはエレベーターは無く、バリ
アフリー動線が確保されておりません。

10
【その他】
バスの諸元が分かる資料（サイズ、人数、回
転半径など）は頂けるでしょうか。

・計５台のスクールバスがあり、諸元は概ね
次の２種類です。
・(３台)全⻑8,990mm全幅2,340mm全高
3,035mm、定員45人又は42人、最小回転半
径7.4m
・(２台)全⻑7,730mm全幅2,010mm全高
2,640mm、定員33人又は29人、最小回転半
径7.1m
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11
(資料1) 諸要件・所要室 の資料において、既
存と記載があるが、現状の教室配置にないも
のはどのように扱えば良いのでしょうか。

（資料１）は、新校舎の整備完了時点（R10
年度）での必要諸室を想定して作成している
ため、現在の教室配置図とは一致しません。
（資料１）に記載の「既存」は既存の建物に
配置し、「新築」は新しい建物に配置するこ
とを想定しています。

12
第1期で新設を行い、不要となった部屋を改
修の対象とするのでしょうか。

空いた諸室を全て改修するわけではなく、改
修の必要のない諸室は改修せずに使用しま
す。

13
第1期工事の期間中、寄宿舎・プール・体育
館の利用はどのようにお考えでしょうか。

体育館は、期間中、近隣体育館を借用予定で
す。寄宿舎は期間中も開舎予定のため、工程
で工夫することを想定しています。プール
は、近隣施設を借用する、又は、代替活動の
実施を想定しています。

14
第１期工事の期間中、6棟・7棟の小学校、
中学校、高校の普通教室の利用はどのように
お考えでしょうか。

改修後の教室を使用する、新築校舎へ機能を
移転するなど、工程を工夫する中での対応を
想定しています。工程の工夫による対応が困
難な場合、仮設校舎の建設も視野に入れてい
ます。

15
既存の７棟、8棟を第１期の工事範囲に含ん
でもよいでしょうか。

実施要領のとおり、７棟のみ経済性や合理性
の枠内で、工事範囲に含めることが可能で
す。ただし、工事範囲に含める場合、明確な
根拠が必要です。８棟は工事範囲に含めるこ
とを想定しておりません。

16

・本計画は既存、改修、新築で分けられてい
るが、既存建物の改修を行う理由は何か。
（老朽化によるもの？建物機能の向上による
もの［居室の拡張など］？など）

既存の校舎にはない用途（喫茶交流室等）で
の使用や配置の変更を想定し、改修を行うも
のです。
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17

・既存校舎に改修工事を行う居室があるが、
改修を行う理由は何か。
→居室の内装工事（使いやすさの向上などを
図るなど）を行い、同じ居室を再配置する。
→改修対象の居室は新築部分に移転とし、空
いた居室には現在学校にない新しい用途の居
室を設ける。
→改修対象の居室は新築部分に移転とし、空
いた居室は既存居室の拡張のスペースに当て
る。

改修を行う理由は、既存諸室を新築部分等へ
移転した後、空いた諸室を既存の校舎にはな
い用途で使用する場合や、既存校舎内での配
置変更により用途を変更して使用する場合
に、改修が必要なためです。

18

・既存建物の教室配置図の様なものはある
か。（⻑野県松本養護学校整備基本⽅針
［P9］図2が配置図として添付してあるが、
文字が読めない箇所がある）

既存の教室配置図を基に作成した別添「改修
想定区域図」を参照してください。

19

［小学校教室について］
・室の面積（大きさ）が3パターンあるが、
学級編成人数の違いによると考えて良いか。
それぞれに特別な設備等などあるか。

・既存の教室を小学部の教室として活用する
ことから、面積が異なります。
・学級編成人数（小学部）はいずれの教室も
６人を基準とします。
・特別な設備等の設置は想定していません。

20

［中学校教室について］
・12部屋が新築対象だが、現在校舎内にあ
る中学校教室は他の用途に転用すると考えて
よいか（同様の他室についても）

貴見のとおりです。

21

［調理室②/交流ゾーン（喫茶スペース）に
ついて］
・地域交流スペースで喫茶サービスとある
が、高校生が食品加工作業班を作り接客をす
ることや、PFI⼿法で⺠間が運営するなど具
体的に予定していることはあるか。もしくは
⾃由に想定して良いか。（⻑野県松本養護学
校整備基本⽅針 令和4年(2022 年)3月のp18
岐阜県立羽島特別支援学校の事例のような
形？）

高等部生が校内の地域交流スペースで定期的
にカフェや作業製品販売会を開き、接客を行
うことを想定しています。
また、よりよい提案を求めますので、⾃由な
想定を妨げるものではありません。

22
［PC作業室について］
・新規立上班とあるがどのようなものを想定
しているか。

PC入力やPCを用いた印刷物の作成などを行
う作業班を想定しています。
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23
［教育相談室について］
・利用頻度、人数はどの程度か。

・教育相談室は、特別支援教育に係る地域の
センター的機能の役割を果たしています。
・年間のべ100回を超える頻度で、会議や学
校見学、教育相談、進路相談を受け付けま
す。通常１回につき５,６人程度が参加しま
す。

24
・敷地内において新たに菜園や畑等にできな
い部分はあるか。(土壌汚染等)

菜園や畑等にできない部分はありません。

25 ・菜園の移動は可能か。 菜園の移動は可能です。

26 ・敷地内北⻄にある東屋の移動は可能か。
敷地内北⻄の部分の整備は不要です。
（東屋の移動は不可です。）

27
敷地内東側にある通路は学校関係者のみの利
用と考えて良いか。若しくは地域住⺠の通り
抜け等もあるのか。

敷地内東側の通路は、学校関係者に加え、地
域住⺠も通行します。

28
【建物関連】
・耐火性能など求める仕様はあるか

建物性能としては、各種法令・条例の定めを
順守した上で、実施要領（別冊）の別P-4
「８ 耐震性能、環境配慮性能」に記載の性
能等を求めます。

29

・プロポーザル実施要領（別冊）別―２ペー
ジ、３ 敷地の条件等 （3）延べ面積 は第一
段階（今回工事予定：令和７〜９年度）の延
べ面積と理解していますがそれでよろしいで
しょうか。

貴見のとおりです。

30

・配置の基本的な考え⽅としては第一段階で
は以下と考えていますが、よろしいでしょう
か。
（資料１）諸要件・所要室（松本養護学校）
の新築欄にある諸室を、現在の敷地内、空き
スペース（グラウンド等）に第二段階の建築
との関係を考慮して配置新設、既存の建物は
残す。但し、体育館、プール、寄宿舎は解体
する。

・概ね貴見のとおりですが、解体する建物
は、「体育館、プール、寄宿舎」に加え「６
棟」があります。
・また、実施要領のとおり、「７棟」のみ経
済性や合理性の枠内で、解体対象に含めるこ
とが可能です。ただし、解体対象に含める場
合、明確な根拠が必要です。
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31

プロポーザル実施要領（別冊）別―２ペー
ジ、３ 敷地の条件等 （3）延べ面積 で【解
体】は約3,600 ㎡ですが体育館、プール、寄
宿舎を解体するとしてその合計は、2832.7
㎡であり、残り約767.3 ㎡あります。これの
内訳として新築する中学部教室（約600 ㎡）
等の既存校舎の一部解体
（既存中学部は1 棟1 階と、2 棟2 階の一
部、7 棟1 階の一部と2 階）が含まれると考
えられますが、既存校舎の1 階部分のみとか
校舎の端部とかの部分解体となり、構造上、
使用上、問題があるように思われますが、こ
れをどのように考えればよろしいでしょう
か。

・（資料１）「諸要件・所要室」の面積は整
備後の面積であるため、既存の体育館、プー
ル及び寄宿舎の面積とは一致しません。
・【解体】約3,600㎡の建物の内訳は、既存
の面積ベースで体育館、プール、寄宿舎及び
６棟です。
 現在、中学部が使用している１棟及び２棟
は解体対象ではありません。


