
要求水準書等に関する質問に対する回答 

 

工事名  明石市立明石商業高等学校福祉科棟建設工事 

 資料名及びページ番号 質問内容 回答 

１ 
企画提案書作成要領 2—② 「②企画提案書（本体）」について、任意様式、A4サイズ（両

面印刷）とありますが、枚数の指定はありますでしょうか。 

枚数の制限はありません。 

２ 
企画提案書作成要領 2—② （ア）～（サ）以外の項目について記載することは、失格に

該当しますか。断面計画・外観計画・外観完成予想図等 

失格に該当しません。 

３ 

業務実績調書 同種工事・業務とは、小学校・中学校・高等学校・大学と考

えて宜しいですか。また、業務実績調書は施工・設計共に作

成するもとの考えてよろしいですか。 

同種工事・業務は小学校・中学校・高等学校・大学などの教

育施設だけではなく、福祉施設なども含んで構いません。 

また、設計、施工それぞれに作成してください。 

４ 
 既設渡リ廊下の高さ関係がわかる資料をご提示頂けません

でしょうか。 

別紙（１）のとおりです。 

５ 

別紙⑸ 必要諸室特記事項

等一覧 P.3 

入浴実習室 部屋の中央部に…機械浴槽 1 台を設置するこ

ととありますが、本体自身は別途備品工事と考えて宜しいで

すか。 

貴見のとおりです。 

６ 

別紙⑸ 必要諸室特記事項

等一覧表 P.4 

「ワンフロアには独立した車椅子利用者用便房を 2 室設置

すること。」とありますが、2 室を同じ階に並列して設置と

いうことでしょうか。それとも何処かの階に 2室あればよい

という考えでしょうか。 

また、実習での利用はあリますでしょうか。 

「ワンフロアには独立した車椅子利用者便房を２室設置」と

記載がありますが、ワンフロアに限らず何処かの階にそれぞ

れ１室ずつ設置としても構いません。 

また、実習での利用も想定しています。 

７ 

選定要領 ⑸プレゼンテーションについてですが、プロジェクターを使

用する場合は、パソコン・スクリーン・プロジェクター等を

持参すれば宜しいですか。 

貴見のとおりです。 

ただし、事前に使用の旨を施設整備・人材育成室に連絡して

ください。 



８ 

要求水準書 ５ ⑷電話機設備及び⑸構内情報通信網設備では「施工は保守契

約業者による責任施工とし、費用は本工事に含むものとす

る。」とあります。保守契約業者の名称、連絡先、担当者名

をご教示ください。 

個別に回答させていただきますので、明石商業高等学校事務

局（℡078-918-5950）へお問い合わせください。 

９ 

選定要領 ⑸ プレゼンテーションに関して「工事責任者が行うことを原則

とする」とされています。施工関連については工事責任者が

行い、設計関連に関しては設計責任者が行うという対応とし

てよろしいですか。 

貴見のとおりです。 

10 
 各配置技術者（施工・設計）の選任期間をご教示ください。 各配置技術者の選任期間について、設計は契約締結から成果

物納入日までとし、施工は着工後から竣工日までとします。 

11 

要求水準書 1-4 事業期問を短縮する目的で、建設予定地に埋設されている既

設電気及び給排水管の迂回工事を工事着手予定(2023 年 1

月）より前倒しすることは可能でしょうか。（設計期間中で

も同工事は施工可能でしょうか） 

本事業は、設計者・施工者一括契約ですが、うち工事につい

ては国庫補助事業の予定であることから、国から事業の内定

が出るまでは着工することはできません。 

12 

 本事業は補助金等を受けられる予定はありますでしょうか。

令和 4 年度中に着工する等の条件があればご教示いただけ

ますでしょうか。 

本事業は、設計者・施工者一括契約ですが、うち工事につい

ては国庫補助事業の予定であることから、国から事業の内定

が出るまでは着工することはできません。 

また、令和 4年度の国庫補助も受ける予定のため、工事着手

は令和 4年度中としてください。 

13 
要求水準書 

P.7 設計に関する要求水準 

設計者による工事監理については他者がされるのでしょう

か。 

明石市都市局住宅・建築室営繕課が工事監理を行います。 

14 
別紙⑹ 実施設計委託仕様

書 

委託仕様書記載どおり、工事監理に関しては、明石市様の工

事監理と考えて宜しいでしょうか。 

明石市都市局住宅・建築室営繕課が工事監理を行います。 

15 
要求水準書 

P.3 施設整備の要求水準 

渡り廊下で本校舎と接続する事と記載有りますが、本校舎と

は 1棟扱いにならない仕様で良いのでしょうか。 

１棟とすることは求めません。 



16 
要求水準書 

P.3 施設整備の要求水準 

渡リ廊下で本校舎と接続する事と記載有りますが、渡り廊下

は lＦのみの接続で良いでしょうか。 

２階のフロアで接続する計画としてください。 

17 
様式 6 

参考工事費内訳書 

参考工事費内訳書は中項目で良いでしょうか。 応募案内３「参加申請書等の作成要領」(４)に列挙した項目

の費用のみで可です。 

18 設計費内訳書について 設計費について、設計費内訳書も添付が必要でしょうか。 不要です。 

19 

要求水準書 

P.1、P11 

P.1 に工事工期（予定） 10 月 31 日までと記載、また P.11

には完成確認の終了時期を 10 月中旬と記載されています。

完成確認を半月程度見込んで、10月 31日の引渡しという理

解で宜しいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

20 

要求水準書 

P.4 

「⑹建物形状は、1階部分の一部をピロティ形式とし消防車

両（ポンプ車等）が通リ抜け可能な形状とすること」とあり

ますが、想定される車両の種類についてご教授ください。 

また、車両の種類によっては、2階部分で接続する渡り廊下

との床高さに段差が生じる恐れがありますが、その場合は階

段での通行で構わないでしょうか。 

想定される車両については、「消防車両（ポンプ車等）が通

り抜け可能な形状」ではなく、「救急車が通り抜け可能な形

状」とします。 

したがって、２階部分で接続する渡り廊下との床高さに段差

が生じないようにしてください。 

21 

要求水準書 

P.4 

「⑻イ視覚障害者への対応として動線上に誘導ブロックを

設置すること。」とあリますが、どの範囲に必要でしょうか。 

本事業で増築する範囲で視覚障害者等が利用する場合に規

定されている事項については、兵庫県福祉のまちづくり条例

（平成 4 年 10 月 9 日条例第 37 号）に適合するように計画

してください。 

22 
要求水準書 

P.4 

「⑻エ AEDの設置スペースを確保すること」とあリますが、

福祉科校舎に 1台分と考えてよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

23 

別紙⑸ 必要諸室特記事項

等一覧表 P.1 

倉庫（介護実習準備室）に関して、リネンに関する研修も実

施予定とありますが、倉庫用途ではなく居室用途として考え

るべきでしょうか。 

倉庫用途としてください。 

24 別紙⑸ 必要諸室特記事項 介護実習室と倉庫（介護実習準備室）は隣接でなく分散配置 同一フロアであれば分散配置も可とします。 



等一覧表 P.1 してもよろしいでしょうか。 その場合は利便性を考慮してください。 

25 

別紙⑸ 必要諸室特記事項

等一覧表 P.1～2 

ソーシャルワーク室に関して、介護実習室を兼用できるよう

にとあることから、倉庫（介護実習準備室）については、介

護実習室の為の倉庫だけではなく、ソーシャルワーク室も共

用する運用でそれぞれの合計が約 70 ㎡を確保できれば宜し

いでしょうか。 

倉庫（介護実習準備室）については、介護実習室とソーシャ

ルワーク室共用で７０㎡を確保することも可とします。 

その場合は、少なくとも一室で約７０㎡は確保してくださ

い。 

26 

別紙⑸ 必要諸室特記事項

等一覧表 

各部屋名称の広さ等は約と以上が混在するものもあれば、約

のみがあリます。約の定義としてできるだけコンパクトな施

設（別紙 5その他及び要求水準書 3頁記載）という記載があ

るように、10％程度の増減の許容範囲で確保出来れば良いと

考えて宜しいでしょうか。 

別紙 5必要諸室特記事項等一覧表に記載する「広さ等」はあ

くまでも目安であり、概ねこの水準を満たしてほしいと希望

する数値を記載しています。よって、各社がプランを考える

中で、利用シーンを想定して十分な広さが確保できていると

考える場合や、例えば、介護実習室の一部とソーシャルワー

ク室の兼用が可能と考える場合は、「広さ等」に記載した面

積を必ずしも確保する必要はないと考えています。 

ただし、面積の要件等については、30 文科初第 591 号社援

発 0807 第 4 号「福祉系高校等の設置及び運営に係る指針に

ついて」に定められる基準を遵守してください。なお、生徒

数は 1クラス 40 人で 3学年の予定ですが、各実習室は一授

業当たり 1クラス 40人の利用を想定しています。 

また、上記指針の遵守以外の面積要件としては、建物延べ床

面積 1,170㎡以上の確保を必須条件と考えています。 

27 

別紙⑸ 必要諸室特記事項

等一覧表 P.2 

ソーシャルワーク室とレクリエーション室を一体に利用す

る場合とは、どのような使用をされるのでしょうか。 

3学年 120名が一か所に集まって座学をすることなどを想定

しています。その場所は、ソーシャルワーク室とレクリエー

ション室の一体利用に限らず、別の部屋との一体利用により

同様の利用ができるならそれでも可とします。 

28 別紙⑸ 必要諸室特記事項 レクリエーション室は、座学実習のほかどのような実習を想 レクリエーション室は、高齢者施設で行うような体操、ダン



等一覧表 P.2 定されているのでしょうか。 

また、3人掛けのテーブルは何台設置する想定でしょうか。 

ス、カラオケなどの実習を想定しています。 

また、３人掛けのテーブルは 20台程度を想定しています。 

29 

別紙⑸ 必要諸室特記事項

等一覧表 P.2 

男子更衣室／女子更衣室は 40 名分の更衣室と考えてよろし

いでしょうか。 

1人分のサイズをご教授ください。 

また、更衣ロッカーは工事対応又は工事外調達でしょうか。 

更衣室は 40 名分で考えていただき、広さは「別紙⑸ 必要

諸室特記事項等一覧表 P.2」に記載のとおりです。 

１人分のロッカーのサイズは、制服など実習時に着替えたも

のが収納できるサイズで提案してください。 

更衣ロッカーは工事外調達です。 

30 

別紙⑸ 必要諸室特記事項

等一覧表 P.3 

「入浴実習室には、壁面沿いに日常生活動作(ADL)での座位

入浴が可能な浴槽 1 台を設置すること。」とあリますが、こ

ちらは家庭用浴槽のことでしょうか。 

座位入浴対応の機械式浴槽のことでしょうか 

座位入浴対応の機械式浴槽です。 

31 

別紙(5) 必要諸室特記事項

等一覧表 P.4 

「延べ床面積は 1,170 ㎡以上 1,500㎡未満」とありますが、

ピロティ部分を除く室内床面積と考えてよろしいでしょう

か。 

貴見のとおりです。 

32 

 同一時間帯に福祉科棟を利用する最大の人数は、40 名と考

えてよろしいでしょうか。介護実習室と入浴実習室等の同時

利用はありますでしょうか。 

同一時間帯に福祉科棟を利用する最大人数は、120名と考え

てください。 

また、介護実習室と入浴実習室等の同時利用はあると考えて

ください。 

33 

 各学年 1 クラスの 3 クラス(40人×3クラス）と想定してい

ますが、3クラス一堂に座学及び実習室を使用する事はない

と考え、一学年(40人）が座学と実習室を併用する事を想定

しておけば良いでしょうか。 

３クラス一堂に実習室を使用することは想定していません

が、３クラス一堂に座学をすることは想定しています。 

34 

 授業カリキュラム（年間・週ごと等）をご教示頂けますでし

ょうか。各種実習の頻度や建物全体・各教室の利用頻度（同

時利用含む） 

具体的な授業カリキュラムは決まっていませんが、３学年全

体で１週間の授業数が約 90 コマのうち約 55 コマが福祉科

系教科になると考えています。各種実習の頻度や建物全体・



各教室の利用頻度など具体的な利用方法は未定となってい

ます。 

35 

 入浴実習を行うにあたり、浴槽の深さはどのくらい必要でし

ょうか。 

また、浴槽内のスロープ勾配は 1/12 以下と考えてよろしい

でしょうか。 

浴槽の深さは一般的な浴槽の深さと考えてください。 

また、浴槽内のスロープ勾配は 1/12 以下としてください。 

36 

参考⑷ 計画施設の仕上げ

表（案） 

「エントランス：SUS製自動ドア」とありますが、「エントラ

ンス」は 1階のみで、2階渡リ廊下接続部は自由提案と考え

てよろしいでしょうか 

参考⑷に記載のある「エントランス：SUS製自動ドア」は、

あくまで参考ですので、エントランス、渡り廊下接続部にお

いて自由提案してください。 

37 
別紙⑸ 必要諸室特記事項

等一覧表 

掲載されている部屋以外で事業者が独自提案する諸室は、提

案を妨げるものではないと考えて宜しいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

38 

 各室用途の積載荷重は「建築基準法」および「営繕」に記載

されているものとし、「文科省」に記載されている数値を採

用する必要はないと考えてよろしいでしょうか。 

積載荷重については、特殊な用途のため、実情に応じて算定

してください。また、「文部科学省大臣官房文教施設企画部

建築構造設計指針（平成 21年版）」の適用は求めません。 

39 
 耐震性能については、耐震安全性の分類のⅡ類（重要度係数

I=1.25）のみの準拠で宜しいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

40 
 鋼材種の指定は無く、提案によるものと考えてよろしいでし

ょうか。 

貴見のとおりです。 

41 

 福祉科棟建築により既存校舎へ延焼ラインが発生する範囲

の開口部の防火設備改修については、本工事に含むと考えて

よろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

42 

 防火設備改修を含む場合、防火設備の都合上、既存校舎の引

違い戸は両開き戸へ変更としてよろしいでしょうか。 

また、アルミ製建具で対応不可能の箇所は、スチール製建具

(SOP塗装仕上げ）としてよろしいでしょうか。 

室の用途や、明石商業高校の運用により対応が異なります。

関係各所と協議し、改修する必要があります。 



43 

要求水準書 

P.8 

「施設整備・人材育成室が調達する家具及び備品設置工事は

別途」と記載の家具及び備品とは、「必要諸室特記事項等一

覧」に（工事外調達）と記載のものと同じと考えて宜しいで

しょうか。 

「必要諸室特記事項等一覧」に工事対応と記載があるものに

ついて工事対応となります。 

44 

要求水準書 

P.6 

「LAN 回線を設置すること」と記載の部屋と、「無線 LAN 設

備」との記載の部屋がありますが無線と記載でない部屋は有

線と考えれば宜しいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

45 

要求水準書 

P.6 

上記、有線の場合は壁に LANジャックを配置する程度と考え

フリーアクセスフロアの設置までは必要ないと考えて宜し

いでしょうか。 

有線 LAN設置の部屋は、できる限りフリーアクセスフロアな

どフレキシブルに利用できるような提案をお願いします。 

46 

別紙⑸ 必要諸室特記事項

等一覧表 P.1 

「介護実習室：壁面に各種機材の収納が可能な棚」は工事対

応でしょうか。工事対応の場合、寸法や何列何段などの具体

的な仕様をご教示ください。提案による場合は、用途をご教

示ください。 

「介護実習室：壁面に各種機材の収納が可能な棚」は工事対

応です。用途はベッド用シーツ、タオルなどの収納として提

案してください。 

47 

別紙⑸ 必要諸室特記事項

等一覧表 P.1 

介護実習室の介護用移動リフトは工事対応でしょうか、工事

対応の場合、必要レール長、機器の仕様を具体的にご指示く

ださい。 

工事対応です。レーンは２レーンで、各レーン２ベッド程度

で利用することを想定しています。そのうえで通常必要なレ

ーン長と一般的な機器を提案してください。 

48 

別紙⑸ 必要諸室特記事項

等一覧表 P.3 

空調を全室に配備と記載がございますが、居室が対象と考え

トイレ、更衣室、入浴準備室、入浴実習室には不要と考えて

宜しいでしょうか。 

空調はトイレ以外全室必要です。 

49 

別紙⑹ 実施設計委託仕様

書 

内訳明細書は書式等の決まリはないものと考えて宜しいで

しょうか。 

また、提出する内訳明細書は PDFデータと考えてよろしいで

しょうか。 

内訳明細書の書式等は特に決まりはありません。 

また、提出する書類は紙ベースとしてください。 

50  職員室のホーローホワイトボード、介護実習室の壁付ホワイ 職員室のホーローホワイトボード以外は授業用となるため、



トボード、ソーシャルワーク室の壁付ホワイトボード、レク

リエーション室の壁付ホワイトボードの最低限必要な寸法

をご指示ください。 

基本的なサイズはＷ4000 ㎜×Ｈ1200 ㎜程度と考えますが、

各部屋で最適なサイズで提案してください。 

51 
 ソーシャルワーク室の可動間仕切りは遮音性が必要でしょ

うか。 

両部屋の授業に影響のない程度の遮音性は求めます。 

52 
 入浴実習室の家庭用浴槽の仕様、寸法をご指示ください。 家庭用浴槽として一般的な仕様、サイズで提案してくださ

い。 

53 
 入浴実習室の介護用移動リフトの必要レール長、機器の仕様

を具体的にご指示ください。 

浴槽から３ｍ程度離れた場所から必要と考えています。そこ

から必要なレール長と一般的な機器を提案してください。 

54 

 エレベータは寝台用ではなく、寝台用と同程度の寸法、能力

があれば、乗用やトランク付きエレベータでも良いでしょう

か。 

貴見のとおりです。 

55 
別紙⑸ 必要諸室特記事項

等一覧表 P.3 

入浴実習室の機械浴槽は工事対応でしょうか。工事対応の場

合、仕様・参考品番等をご教示ください。 

工事外調達です。 

56 

 介護実習室、ソーシャルワーク室は床面からの電源との事で

すが、電源位置は将来においても位置を変える必要はないで

しょうか。 

電源位置は将来において位置を変える可能性はあります。し

たがって、フレキシブルな対応ができるように提案してくだ

さい。 

57 
 建築にあたり、発生する埋設配管、電線などの迂回工事は本

工事に含むものと考えてよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

58 

 基礎掘削などで発生する地中障害物の撤去処分費用は別途

費用としてご協議頂けるものとして良いでしょうか。 

ホームページ掲載資料に記載（本質問回答の添付図面を含み

ます）がある地中障害物の撤去処分費用は本工事に含みま

す。それ以外は別途協議とします。なお、建築予定地の既設

配管等参考図を別紙（２）－１，２として掲載します。 

59 
要求水準書 

P.2 

「既設受水槽二次側又は直圧系統からの取り出しによるも

のとする」とあリますが、受水槽の改修等は不要と考えてよ

受水槽の容量増設は不要と想定していますが、水量等の計算

及び水道局との協議により必要となる改修は本工事に含み



ろしいでしょうか。 ます。 

60 

要求水準書 

P.2 

「各配管は地中埋設を原則とする」とありますが、給水の取

り出し位置によっては一部露出配管となってもよろしいで

しょうか。 

貴見のとおりです。 

61 

要求水準書 

P.3 

「電気の引込は、敷地内にある既設屋外受変電設備から行う

ものとする。」とありますが、設備屋外受変電設備には十分

な容量があり、改修は不要ということでよろしいでしょう

か。 

変圧器等の増設は不要と想定していますが、送りブレーカー

の設置等に伴う受変電設備の改修は本工事に含みます。 

62 

要求水準書 

P.5 

「既設イントラネット設備に接続した電話機を設けること。

施工は保守契約業者による責任施工とし、費用は本工事に含

むものとする。」とありますが、契約業者様及びご担当者様

をご教示ください。 

個別に回答させていただきますので、明石商業高等学校事務

局（℡078-918-5950）へお問い合わせください。 

63 

要求水準書 

P.5 

「既設イントラネット設備、無線 LAN設備への接続を原則と

する。施工は保守契約業者による責任施工とし、費用は本工

事に含むものとする。」とありますが、契約業者様及びご担

当者様をご教示ください。 

個別に回答させていただきますので、明石商業高等学校事務

局（℡078-918-5950）へお問い合わせください。 

64 

要求水準書 

P.6 

「ア インターホン設備は、訪問者対応用として計画するこ

と」とありますが、外部及ぴ内部に 1か所ずつ親子式で設け

るものと想定して良いでしょうか。 

貴見のとおりです。 

65 

要求水準書 

P.6 

「イ 校内放送や防犯用空配管等通常必要と考える仕様及

び設備など（消防設備を含む）」とありますが、校内放送は

既存連動とし、アンプの更新は不要と考えてよろしいでしょ

うか。アンプの更新が必要な場合は既存のアンプの仕様と 

空きについてご教示ください。 

校内放送用主アンプは空き窓の利用が可能です。ただし、職

員室及び事務室のリモートマイクは空き窓がないため、両室

から増築建物へ放送が可能となるよう増設を行ってくださ

い。この増設に伴う工事は本工事に含みます。なお、放送室

にある校内放送用主アンプは、ＤＡ－１０１－２０（ＴＯＡ

株式会社製）です。 



非常放送用アンプは空き窓がないため、本工事で２０局への

更新を行ってください。なお、既設アンプは、ＦＳ－９９１

（１５局３６０Ｗ）（ＴＯＡ株式会社製）です。 

66 

要求水準書 

P.6 

「ウ 消防設備等は、本施設単独ではなく、学校全体で一括

管理できるものとし、必要となる既設職員室改修は本工事に

含む」とあリますが、既設の受信機の容量は十分にあると考

えて良いでしょうか。 

更新が必要な場合は既存のアンプの仕様と空きについてご

教示ください。 

現状の空きは４窓で自動火災報知設備受信機の窓数増設は

不要と想定していますが、詳細は別途協議します。なお、受

信機は職員室ではなく事務室にあるため、要求水準書記載の

「既設職員室改修」は「既設事務室改修」と読み替えてくだ

さい。 

67 

参考⑼ 屋内運動場建設時

給排水衛生消火ガス埋設図 

ガス配管の表記が一部確認できますが、プロパン庫からの配

管のように見えます。 

都市ガスの配管ルート等確認できる資料をいただくことは

可能でしょうか。 

また、配管ルートが途中で途切れているように見えます。 

本計画建物付近の埋設ルートを確認できる資料をいただく

ことは可能でしょうか。 

当校は空調用のみ都市ガスを利用し、他はＬＰＧを利用して

います。この状況に基づき提案してください。なお、都市ガ

ス配管の参考図を別紙（３）として掲載します。 

68 

 渡り廊下に露出配管、配線されている弱電配線の仕様が分か

る図面、資料を頂けないでしょうか。また迂回・盛替えが必

要な場合は本工事でしょうか。 

当該渡り廊下については別途工事で改修を予定しており、原

則迂回・盛替えは不要と想定していますが、迂回・盛替えが

必要となる場合は別途協議します。 

69 
 自火報の受信機は増築建物に設置し、代表送りだけ既存職員

室の受信機へ移報でも良いでしょうか。 

自動火災報知設備については原則としてＮｏ．６６の考え方

で計画してください。詳細は別途協議します。 

70 

別紙⑸ 必要諸室特記事項

等一覧表 介護実習室ほか 

音響設備にて有線、無線マイクが必要とあリますが、各室に

AVワゴン及びマイク、無線用アンテナ、マイクスタンド、タ

イピンマイク等が必要と考えて良いでしょうか。マイク、マ

イクスタンドの仕様、本数指定があればお知らせください。 

マイク、マイクスタンドの仕様については、特に指定はあり

ません。授業で使用できる一般的なものを検討してくださ

い。また、マイクの本数については、1室あたり 3本を想定

しています。 



71 
別紙⑸ 必要諸室特記事項

等一覧表 介護実習室 

実習室のカメラは HDD による録画機能は不要で良いでしょ

うか。必要な場合は HDD容量など指定頂けますか。 

録画することを想定していますので、録画機能は必要です。 

録画機器等については、ご提案ください。 

72  電話、LANの既存校舎の分岐場所をお知らせください。 事務室です。 

73 

 実習室に必要な給湯ですが、給湯方式はガス給湯器による供

給で宜しいでしょうか。またその場合の系統はプロパンガス

系統からでしょうか。 

貴見のとおりです。 

74 
 空調方式は EHP、GHPの指定はありますか。 指定は有りませんが、要求水準書３－４（２）に基づき比較

検討を行い、提案してください。 

75 

 消火設備は消火器のみでしょうか。 

既存建物と一体建物となった場合は既存消火栓からの分岐

にて増築校舎に必要になりますか。 

本施設に必要となる消防設備を設置してください。 

76 

別紙⑸ 必要諸室特記事項

等一覧表 介護実習室ほか 

介護実習室等に設置予定の機器について、電子黒板機能付き

プロジェクター、天井カメラ、モニターとありますが、具体

的な仕様等があればご教示ください。 

具体的な仕様等はありませんので、介護実習に使用する一般

的な機器でご提案ください。 

各機器については、以下の利用シーンを想定しています。 

電子黒板機能付き

プロジェクター 

プロジェクターの画像を黒板に写

し、その画像上に文字を手書きする

などして授業を行う。 

天井カメラ 介護ベッドで教員が介護技術の手

本を見せているのを映す。 

モニター 天井カメラで撮影した画像や DVD等

教材の画像を映すもの。それを参考

に生徒が実習を行う。 
 

77 
 情報設備について、GIGAスクール対応でしょうか。LANケー

ブル等の仕様をご教示ください。 

GIGA スクール対応と考えていただき、文科省が作成した

GIGA スクール構想の標準仕様をベースとしてご提案くださ



い。（校内ネットワークの仕様の詳細は、明石商業高校ホー

ムページ「地域の皆様へ⇒2020.04.14【制限付一般競争入札】

校内ネットワーク整備業務委託」をご覧ください。） 

なお、LANケーブルにつきましては、明石商業高校と調整の

上、既存のケーブルへの接続をお願いします。 

78 

別紙⑸ 必要諸室特記事項

等一覧表 その他 

電話設備について、各部屋に電話機を配備とあリますが、授

業中に着信があれば授業に支障があると思いますが、インタ

ーホン対応ではないでしょうか。 

各部屋の電話設備（職員室を除く）については、外線接続は

無しで、内線の受発信が可能なものとしてください。 

80 
 工事車両の進入経路は正門と考えてよろしいでしょうか。 正門からと想定していますが、工事車両の進入経路について

は、明石商業高校と協議しながら決定することになります。 

81 

 敷地北側の敷地内通路に車両駐車及び現場詰所の設置等は

可能でしょうか。車両駐車や現場詰所の設置が可能な範囲が

他にあリましたらご教示いただけますでしょうか。 

敷地への工事車両及び現場詰所等の設置は可能ですが、 

設置可能範囲については、明石商業高校と協議しながら決定

することになります。 

82 

 敷地内緑化について、現行条例に適合しているものとし、本

工事によって整備する必要は無いと考えて宜しいでしょう

か。 

関係各所と協議する必要があります。現状の緑地を撤去する

場合、撤去した面積以上の緑地を敷地内に設置する計画とし

てください。 

83 

 福祉のまちづくり条例について、既存建物は現行条例に適合

しているものとし、本事業にあたり既存建物の改修等は無い

と考えて宜しいでしょうか。 

既存建物の改修等は不要です。 

 


