
NO
質問事項 回　　　　　答

1

七ヶ浜中学校及び隣接小学校の児童・生徒数の将来予測は現時点でされていま
すでしょうか？　なければ震災前時点でのデータはございますか？

現在（10月1日時点）の児童・生徒数、内訳は以下のとおりです。
七ヶ浜中学校：321名（中1；115名。中2；87名。中3；119）
亦楽小学校：323名（小1；51名。小2；45名。小3；50名。小4；53名。小5；52名。小6；66名。
特別学級；6名）。

2

七ヶ浜中学校および隣接小学校の震災前及び現時点の児童・生徒数をお教えく
ださい

No１の質問をご覧下さい。

3

東側の仮設住宅地の建物配置及び、将来の方向性をお示しください 将来の方向性としては、他の仮設住宅と同時期（時期は未定）に解体し、再度中学校の
敷地として利用する予定です。

4
生徒の通学方法をお教えください 七ヶ浜中学校の生徒は自転車通学。亦楽小学校の児童は徒歩通学です。

5

中学校の敷地は「構想エリアと計画エリアについて」の緑色の破線の中と考え
て良いですか？　北側の５０ｍプール及び第一仮設校舎建設場所は小学校の敷
地ですか？　赤色の破線内の基本構想エリアのなかで小学校と中学校の境界線
はどこでしょうか？また今回の基本構想では境界線は無視して計画しても構い
ませんか？

中学校の敷地は「構想エリアと計画エリアについて」の緑色の破線の中です。北側の
プール、第一仮設校舎建設場所は現在、中学校の敷地となっています。
現在の小学校と中学校の敷地の境界線は、現亦楽小学校と七ヶ浜中学校の間にある南
北に伸びる道路です。また、今回の基本構想では境界線は無視して計画しても構いませ
ん。

6
小中併設校と考えると、中学校施設は中学校敷地内に小学校施設は小学校敷地
内に計画することと考えて良いですか？

中学校施設は中学校敷地内に建設しますが、小学校施設は中学校敷地内や小学校敷
地とまたがって計画することは可能です。そのため、工程計画等についての配慮をお願
い致します。

7
地域開放施設は、小学校・中学校いずれの敷地に計画しても良いですか？ 可能です。

8

提出期限が1月9日（月）午後5時まで（土曜、日曜、祝日を除く）と書かれて
いますが、1月9日は成人の日ですので、実質的な締め切りは1月6日（金）午後
5時ということでしょうか？

1月6日消印は有効とします。

9
小学校などを含む第２期工事／地域開放施設の着工はいつ頃をお考えでしょう
か。

現段階では未定です。

10
中学校は今回の基本計画エリアに設計し、小学校はそれ以外の基本構想エリア
内に計画するという解釈で間違いないでしょうか。

No.6の回答と同様、中学校は基本計画エリア内に建設しますが、小学校は基本計画エリ
ア内や基本構想エリアとまたがって計画することは可能です。

11

基本計画エリアに小学校を計画すること、中学校200mトラックを基本計画エリ
ア外に持ち出すことは可能でしょうか。

No.6の回答と同様、基本計画エリア内に小学校を計画することは可能です。
中学校200mトラックについて現時点で、基本計画エリア内に計画をお願いします。しか
し、小学校建設時に基本計画エリアの外に持ち出すことは可能です。

12
体育館または武道場の同規模の立て替えを想定した計画は提案可能でしょう
か。

第一期工事（七ヶ浜中学建設）時点では、体育館及び武道場既存利用とし、第二期工事
以降では体育館または武道場の同規模の立て替えを想定した計画は提案可能です。

13

面積表にある中学校以外の計画（地域開放施設）はあくまでも基本構想時の検
討の目安として考えればよく、今回の提案では、具体的に示す必要はないので
しょうか。

現時点で構想段階ではありますが、配置や規模、用途などある程度提案して頂けると幸
いです。

14

少年サッカー、少年野球用のグラウンド、200mトラックは、基本計画エリア外
に計画可能でしょうか。また、200mトラックと野球場またはサッカー場は、重
なり合うように併設して計画しても良いでしょうか。

中学生が利用する200mトラックについては、基本計画エリア内に計画をお願いします。
また、200mトラックと野球場またはサッカー場は、重なり合うように併設した計画は可能
です。

15

仮校舎の今後の処置はもう決まっていますでしょうか。また、仮校舎１は設置
済、仮校舎２については、計画時に配置されると考えてよいでしょうか。

中学校建設に伴い、半年間ほど仮設校舎と新校舎を供用し、新校舎完成や引越し完了
後、2つの仮設校舎を解体する予定です。また、仮校舎１は設置済、仮校舎２について
は、今年度中に配置されます。

16

体育館および武道場を利用した計画の際に２施設の概要（高さ、外形、出入
口）を把握したいのですが、２施設の平面図、立面図、断面図など建物を把握
するための図面／資料など御提示いただく事は可能でしょうか。

電子データでは示せません。閲覧は可能です。閲覧したい場合は、お手数ですが七ヶ浜
町役場までお越しください。（閲覧は土日祝日を除く平日、9：00～16 ：00）

17
現亦楽小学校と七ヶ浜中学校の間にある道路について、道路をまたいで建物を
接続することは可能でしょうか。また、道路の取り壊しは認められますか。

七ヶ浜中学校建設時（第一期工事）の基本計画では出来ませんが、亦楽小学校改築な
どの基本構想（第二期工事）では可能です。

18
「非構造部材の耐震化」とは、天井、棚等の地震時の耐震ということでよろし
いでしょうか。

問題ありません。

19

「特別支援教育」とは具体的にどのような内容でしょうか。 障害種別として、身体障害、知的障害、情緒障害があり、それぞれの障害に応じた教育
支援をすることになります。宮城県では１学級８人を 大とし、学区内に１人でも児童が
いれば設置可能となっているので、基本的に少人数での授業です。先生とのマンツーマ
ンもあり得ます。　科目によっては自分の学年の授業に行く児童もいます。朝の会（1時
間目）でダンスや歌を歌ったり、連絡帳記入などを行い、２～５時間目から授業となりま
す。
国語や算数は個人でレベルが違うので、更に小さいグループに分かれて授業したり、一
斉授業などがあります。また生活科(日記を書く)や、図工、体育、音楽、調理実習なども
あります。休み時間等は教室で踊ったり、バランスボールで遊んだりしています。

20
「再生可能エネルギー発電設備」は、今回の計画の中でどの程度の規模、ウェ
イトを占めていますでしょうか。

照明として４０ｋｗ程度。想定は 大2,000名程度の避難所運営を目的としています。

21
給食センターは解体後、基本構想エリア外に移転すると考えてよろしいので
しょうか

給食センターは現在、基本構想エリア外の遠山地区に移転建設中です。

22
二期工事以後、基本構想エリア内に建てる計画等ありましたらご教示くださ
い。

現段階では、今回の面積票に載せた建築物のみです。

23

理科講義室・準備室（講義室兼用）・理科の広場が必要諸室の表には、上記室
の今回の計画範囲に入っておりませんが、一方で設置条件として今回計画範囲
である「理科室との隣接が必要」とあります。
上記室を将来設置するためのスペースを、今回計画敷地内（基本計画エリア
内）に確保する必要があるのでしょうか。

基本的には基本構想においてご対応ください。ただし、基本計画においてそれを代替す
る機能を提示することは自由です。

24
給食は外部の給食センターから、搬入されるものと考えればよろしいでしょう
か？

そのとおりです。

25
駐車場30台程度の台数の確保が要件にあげられておりますが、これは本基本計
画エリア外の基本構想エリア内で確保すればよいと考えてよろしいでしょう
か？

問題ありません。

26

小学校の体育館について面積表で灰色に塗られている体育館は、中学校だけで
使用するものでしょうか。提案アの全体の基本構想において、小学校の体育館
は、既存を使用するということでよろしいでしょうか。ご回答よろしくお願い
いたします。

面積表で灰色に塗られている体育館は、中学校だけの使用を想定しています。
基本構想における小学校の体育館は既存利用だけでなく、移設や改築可能です。
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NO
質問事項 回　　　　　答

27

高学年の普通教室について必要諸教室面積表の高学年普通教室の設置条件にあ
る「間仕切りで１つの教室にもなるよう考慮する」というのは、普通教室が高
学年全て、あるいは学年ごとに、１つにつながるということでしょうか。ご回
答よろしくお願いいたします。

学年ごとに１つにつながるということです。

28

提出期限１月９日(土曜・日曜・祝日を除く）となっておりますが、１月９日
は祝日であるため、１月６日(金曜日）までということでしょうか。ご回答よ
ろしくお願いいたします。

No8の質問をご覧下さい。

29
P3 (1)プロポーザルの提案資格　B)本業務契約時とあるのは、プロポーザル提
出時か？　基本・実施設計業務契約時のことか？

そのとおりです。

30
P4 (2)プロポーザル提案に対する制限　A)登録とあるが必要か？ 要領のとおりです。

31

P5 提出資料A　C)実務実績の内容とは、総括責任者のものでよいか？
　B)実務実績との違いはなにか？

総括責任者のものでも構いません。
Ｂ）は基礎データの一覧表、Ｃ）はその中の主要なものの具体的内容（写真、略平面、文
章等）のことを想定しています。

32

P5提出資料B  イ.基本構想：小学校建替え(面積表赤色)　／地域開放施設新築
(面積表紫色)／体育館武道場建替え(面積表灰色)　ロ.基本設計：中学校建替
えと考えてよいか？

問題ありません。

33

小学校建替え／地域開放施設新築／体育館武道場建替えは、それぞれいつ頃を
想定しているのか？
小学校校舎の西側にある体育館は、校舎と同時期に解体と考えてよいか？
異なる場合、いつまでどういった使用を想定しているか？

小学校建替え／地域開放施設新築／体育館武道場建替えについては、現段階では未
定です。
また、小学校の体育館は現段階では校舎と同時期に解体を想定してます。

34

面積表(8) 中学校のプールは二期工事の段階で設置とあるが、小学校建替えと
同時期と考えてよいか？　また、第一仮設校舎北側にあるプールとは別のプー
ルのことか？
第二仮設校舎の位置を変更した配置提案は可能でしょうか？

中学校のプールは小学校建替え（第二期工事）と同時期を想定しています。また、第１仮
設校舎の北側にあるプールのことを指し、これは解体する予定です。
第２仮設校舎の位置を変更した配置提案は不可です。

35
実施要領2ページの2-(5)エ「技術提案書提出期限　平成24年1月9日（月）」は
祝日ですので、1月10日（火）を提出期限と考えてよろしいでしょうか。

No8の質問をご覧下さい。

36
各学齢のクラス定員に想定があればお示しください。 １ｸﾗｽ：３５人を想定しています。

37
基本構想を提案する小学校施設及び体育施設、地域開放施設の整備スケジュー
ルの想定があればお示しください。

基本構想の部分については現段階では、未定です。

38
既存建物の解体工事スケジュールの想定があればお示しください。 大まかなスケジュールではありますが、新築建物実施設計期間中に解体する予定です。

39
第二仮設校舎（予定）の整備スケジュールの想定があればお示しください。ま
た、第二仮設校舎を別の位置に提案することは可能でしょうか。

第2仮設校舎については、今年度中に配置されます。
また、第２仮設校舎の位置を変更した配置提案は不可です。

40
工事費に関する記述がございませんが、想定がございましたら教えて頂けます
でしょうか。

基本的には文部科学省の標準的な復旧単価となることが想定されます。

41
ボーリングテータを頂くことは可能でしょうか。 現在準備中です。

42
風配図等の資料を頂くことは可能でしょうか。 資料はありません。

43
敷地内に盛土の範囲がございましたらその範囲を教えて頂けますでしょうか。 No41の質問をご覧下さい。

44
提出期限の1 月9 日(月)は祝日です。土日祝日を除くと記載されておりますの
で、実質上は1 月6 日(金)が提出の期限となるのでしょうか。

No8の質問をご覧下さい。

45

中学校建て替え時には校舎を分離した連携型小中一貫校、将来的には校舎を一
体化した併設型小中一貫校に移行するご予定と考えて宜しいでしょうか。
また｢七ヶ浜小中一貫校必要諸室の規模・面積と設備｣の最後の頁、下部に「二
期工事の小学校の・・・」とございます。その際、小学校を改修するのか、新
築するのかは提案によるものと考えて宜しいでしょうか。

中学校建て替え時は小中一貫校への準備段階とし、現段階では小中一貫校ではなく、
将来的には校舎を一体化した併設型小中一貫校に移行します。
小学校の既存校舎は、老朽化が進んでいます。そのため現段階では、将来的な維持可
能性を考えて、新築を想定していますが、改修の提案を妨げるものではありません。

46
｢七ヶ浜小中一貫校必要諸室の規模・面積と設備｣に関して、中学年(5~7 年生)
の欄に教科教室(英語＋共通1)とございますが、共通1 はとはなにをさしてい
るでしょうか。

今後の生徒増加にも対応できるよう、普通教室としての利用への対応を想定していま
す。

47

教科センター方式との記述が見受けられませんでしたが、ホームベースとあり
ますので、教科センター方式の学校と考えて宜しいでしょうか。その場合、｢
七ヶ浜小中一貫校必要諸室の規模・面積と設備｣の高学年(8~9 年生)普通教室
はどのように使われるのでしょうか。

教科センター方式の学校となります。
その際の高学年(8~9 年生)普通教室は小中学校の学習の総集時期ですので、少数教室
と合わせて、学習を行う教室です。また、国語は全ての教科と通じるものがあるため、高
学年(8~9 年生)普通教室を国語の教科教室としています。

48
提出期限が1月9日（月）午後5時まで（土曜、日曜、祝日を除く）と　　書か
れていますが、1月9日は成人の日ですので、実質的な締め切りは1月6日（金）
後5時ということでしょうか？

No8の質問をご覧下さい。

49
少人数指導はどのような教科で、週何時間程度実施されていますか ○科目：主に数学・英語。○授業時数：１年～３年とも、　概ね４時間/週　程度

50
特別支援教育教室には現在何名の生徒がいますか？　専任教員は何名います
か？

生徒：現在０人、専任教員：０人

51
高学年（８〜９年生）の授業は教科教室ではなく、普通教室で行うのでしょう
か？

No47の質問をご覧下さい。

52
必要諸室の中に国語の教科教室がありませんが、国語の授業はどこで行うので
しょうか？

No47の質問をご覧下さい。

53
新しい給食センターが別敷地に新設され、給食はそこから運ばれてくると考え
てよろしいでしょうか？

そのとおりです。

54
中・高学年（５〜９年生）はどこで給食を食べる想定でしょうか？ 基本は教室とし、ランチルームでも給食の飲食を予定しています。

55
教職員数と内訳をご教示ください。（小学校○○人、中学校〇〇人、数学担当
〇〇人、英語担当〇〇人、保健の先生○人　等）

○亦楽小学校：２８人（内養護教諭1人）
○七ヶ浜中学校３０人（内　国語：4名、数学：3人、社会2名、理科2名、英語：4人、養護教
諭1人）



NO
質問事項 回　　　　　答

56

コンペティティブ・ダイアローグはどなたと行うものでしょうか？評価委員で
しょうか？町職員でしょうか？

コンペティティブ・ダイヤローグは、一次審査通過者と発注者が二次提出に向けて相互に
理解を深めるために設けるものです。現段階では、各社から3名程度の参加者を交え
て、町教育委員会、評価委員の一部、ならびにアドバイサーが一堂に会して意見を交換
する方式を想定していますが、確定したものではありません。詳細なスケジュール内容等
については現在検討中です。決まり次第、ホームページでお知らせします。

57

中高一貫教育はいつ開始予定でしょうか？中学校完成時でしょうか？
コンペティティブ・ダイアローグへの参加人数・参加者の制約はありますで
しょうか。また、コンペティティブ・ダイアローグは、一次審査通過者全員に
対して同時に行われますか、それとも1者ごとに個別に行われますか。後者の
場合、1者に対してかける想定時間もお教え下さい。

小中一貫校は小学校が建設されてからであり、中学校が建設された時はそこに向けた
準備段階です。
コンペティティブ・ダイアローグについては、No５６の質問をご覧下さい。

58
コンペティティブ・ダイアローグへや2次審査での、模型の提出は認められま
すか。

2次審査では模型持ち込み可ですが、コンペティティブ・ダイアローグ時の持ち込みは現
在検討中です。

59
掲題書類のフォーマットを、ご提示頂けないでしょうか。 基本的には自由です。審査しやすい、わかりやすいフォーマットを心掛けてください。

60
技術提案書の提出期限は1月9日ということですが休日ですので6日（金）とな
りますが、郵送で6日の消印有効で送って宜しいでしょうか

No8の質問をご覧下さい。

61
提出資料A でC)はB)の業務実績の内容を写真・図面・文章等で表現すると考え
て宜しいですか

No31の質問をご覧下さい。

62
資料6と資料7の基本計画エリアが少し違うようですが（仮設住宅地側の敷地境
界線）、どちらを正と考えれば宜しいですか

資料7を基準にお考え下さい。

63
資料9の中学校面積の室名で「中学年(5〜7年生)」とありますが「中学年(7年
生)」の誤りでしょうか

そのとおりです。

64
資料9で中学校のプールは「小中学生の共同利用も念頭にいれておく」とあり
ますが、将来的にはプールは小中で1つになると考えて宜しいですか

現時点では、将来的にプールは小中で1つと考えております。

65

現在の小・中それぞれのプールの利用状況を教えて下さい 小学校では、小学校の北側にあるプールを利用しています。中学校に関しては、第一仮
設校舎の北に位置する50mプールが破損しているため、そこは使用せず、七ヶ浜町内の
町民プールを利用しています。

66
基本計画時解体建物の七ヶ浜町学校給食センター、さくら児童館は基本構想エ
リア外に移転すると考えて基本構想を進めて宜しいでしょうか？

給食センターは基本計画エリア外に移転建設中ですが、さくら児童館については移設先
等を検討中ですので、基本構想に盛り込んでも構いません。

67

「第２仮設校舎」には現状利用している木造校舎の機能が入ると考えて宜しい
でしょうか？
また、「第２仮設校舎」を「構想エリアと計画エリアについて」にある予定位
置以外の場所に変更して配置することは可能でしょうか？

一部機能移転です。　第２仮設校舎の位置を変更した配置提案は不可です。

68

「必要諸室の規模・面積」に記載のある教科教室の共通1とはどのような内容
でしょうか？また、「教科教室・教科広場」に国語が無いですが必要ないので
しょうか？

No47の質問をご覧下さい。

69
亦楽小学校から道路を挟んで西側（七ヶ浜役場の北側）の工事中部分には何が
できる予定なのでしょうか？

民有地であり開発内容は把握していません。

70
新築建物は解体予定建物と配置が重複して構わないのでしょうか？（新築建物
の建設時に解体がおわっていると考えて良いでしょうか？）

大まかなスケジュールではありますが、新築建物実施設計期間中に解体する予定でおり
ますので、配置が重なっても構いません。

71

プロポーザル実施要領P2 「2　プロポーザルの概要(3) イ」に記載されている
中学校設計条件仕様書の出展をご指示ください。町所有の資料である場合、可
能であれば情報の提供をお願いします。

追加掲載の特記仕様書のとおり

72 【実施要領等について】 ー

73
プロポーザル実施要領P5 提出資料AのB）C）D）は任意様式と解釈してよろし
いでしょうか。

任意様式で構いません。

74

プロポーザル実施要領P5 提出資料AのB）は総括責任者の分のみであり意匠担
当、構造担当などに関しては不用と解釈してよろしいでしょうか。

そのとおりです。

75
プロポーザル実施要領P5 提出資料AのC）の内容とは何を指しますか。具体的
にご指示ください。

No31の質問をご覧下さい。

76
プロポーザル実施要領P5 提出資料Bは任意様式と解釈してよろしいでしょう
か。

任意様式で構いません。

77

プロポーザル実施要領P6 J）「避難所機能」とは具体的には「[資料9]No.1-2_
七ヶ浜小中学校の面積票(PDF版)」の設計条件および備考の赤字と解釈してよ
ろしいでしょうか。

「[資料9]No.1-2_七ヶ浜小中学校の面積票(PDF版)」の設計条件および備考の赤字の解
釈で相違ありません。また、追加掲載の特記仕様書内の※『阪神・淡路大震災における
避難所の研究』も参考として頂ければ幸いです。

78
七ヶ浜小中学校の面積票(PDF版)の最終ページ【屋外施設】（1）についてです
が、直線100mは小学校、中学校とも必要と考える必要がありますでしょうか。

両方とも必要です。

79

七ヶ浜小中学校の面積票(PDF版)の最終ページ【屋外施設】（8）プールは将来
的に中学校のプール一つに集約され小学校のプールがなくなることを基本構想
の条件と考えてもよろしいでしょうか。

問題ありません。

80
七ヶ浜小中学校の面積票(PDF版)の最終ページの表中紫色の地域開放施設につ
いては今回の提案に含むと考えることが必須と考えてよろしいでしょうか。

No13の質問をご覧下さい。

81

本プロポーザルの募集要綱が発表された当初、[資料1]七ヶ浜中学校建設基
本・実施設計業務委託 プロホーサル方式実施要領(PDF版)にp10（設計業務委
託特記仕様書）がありましたが、現在ダウンロードできるものにはなくなって
います。以前のP10は無視すべきものと考える必要がありますか。

No７１の質問をご覧下さい。

82
本計画敷地の用途地域、防火／準防火地域指定の有無をご指示ください。 用途地域は第一種中高層地域。防火・準防火地域の指定なし。

83
現状では中学校のグラウンド部に仮説住宅が設置されています。仮設住宅の存
続期間等のスケジュールがありましたらご指示をお願いします。

仮設住宅は原則2年となっていますが、今回の震災は規模が大きく甚大なため未定で
す。

84
現在仮説住宅の設置されているグラウンドと中学校南側のグラウンドの本来的
な使い分けがありましたらご指示願います。

震災以前は野球とサッカーで使い分けておりましたが、将来的な使い分けについては提
案に委ねます。



NO
質問事項 回　　　　　答

85

中学校武道館南側に建設予定の仮設校舎【特別教室】は、中学校建替工事に伴
うものでしょうか。その場合、建設位置は図示の位置から小学校敷地を含めた
他のエリアへ動かす提案をすることは可能でしょうか。もしくは、近日中の建
設予定であり本プロポーザルの提案ではこの位置に仮設校舎ありきと解釈する
のが妥当でしょうか。

仮設校舎【特別教室】は中学校建替工事よりも前に建設されるものであり、この位置から
動かすことは不可です。本プロポーザルの提案ではこの位置に仮設校舎あるとお考え下
さい。

86
可能であれば、既存利用を念頭に置く武道場と体育館の一般図（平面図、立面
図）の情報提供をお願いします。

No16の質問をご覧下さい。

87
本計画地における卓越風（季節風）等の状況がわかる資料があればご指示願い
ます。

No42　の質問をご覧ください。

88

現在の小中学校を運営されている経験から理解されている本計画地における顕
著な地理的条件がありましたらご指示願います。例えば、夏場の西日、グラン
ドの水はけ等、現状で問題になっている事項を知りたいと考えています。

特にありません。

89

学年に応じ普通教室、教科教室、ホームベース、少数教室など多様な変化を持
つ構成が求められています。必要諸室の設置条件は配布資料で確認できます
が、多様な教室構成の背景にある教育的な思想を理解したいと考えています。
可能であれば例えば七ヶ浜小中一貫学校の教育方針など教室運営の骨子をなす
資料があればご提示願います。

現時点では小中一貫の骨子まで検討しておりません。ただ、平成12年度以来「ジョイント
５（ﾌｧｲﾌﾞ）」を立ち上げ、小中５校の教員が小中の垣根を越え学校訪問により授業の交
流及び児童生徒同士の交流を行い教育の向上を図っている。

90

中学年（小学5-6年生）についてですが、必要緒室によりますと、教科教室
（社会・数学）とありますが、それ以外の教科はどこで授業を行うことを想定
されていますか。

中学校部分にある、英語教室、国語教室（No47の質問を参照）、理科室、総合家庭科室
の利用を想定します。

91
七ヶ浜小中学校の面積票(PDF版)１ページ目に、中学年（5〜7年生）とありま
すが、中学年（7年生）と解釈してよろしいですか。

その通りです。

92
中学年（7年生）についてですが、教科教室（英語+共通１）とありますが、そ
れ以外の教科はどこで授業を行うことを想定されていますか。

小学校部分ができるまでは、高学年（８〜９年生）の普通教室を社会・国語・数学の教科
教室して割り振り、小学校建設後に面積表の割り振りにする予定です。

93
同上、共通１とは具体的にどの教科を指していますか。 現段階では、どの教科にも属しませんが、構想として数学、社会、英語です。

94

現段階のもので結構ですが、各学年の時間割もしくは教科科目のリストをご提
示願います。

（■教科、　①年、②年、③年　時数は週単位）　■国語：①4h、②3ｈ、③3ｈ、　■社会：
①3h、②3ｈ、③2.5ｈ、　■数学：①4h、②3ｈ、③4ｈ、　■理科：3h、②4ｈ、③4ｈ、　■音
楽：①1.5h、②１ｈ、③１ｈ、　■美術：①1.5h、②１ｈ、③１ｈ、　■保体：①2.6h、②3ｈ、③2.6
ｈ、　■技家：①2h、②2ｈ、③１ｈ、　■英語：①3.6h、②4ｈ、③4ｈ

95

給食の運営方法をご指示ください。敷地内既存の七ヶ浜町学校給食センターは
解体予定とあり、[資料9]No.1-2_七ヶ浜小中学校の面積票(PDF版)１ページ目
ランチルームの設置条件には「調理室と隣接」とあります。　別棟の給食セン
ターが無くなり、一貫学校に新たな調理室を設置するという解釈でよろしいで
しょうか。その場合、調理室の規模、設置条件などをご指示ください。

給食センターは新たに移転建設を行なっており、今後はそこから給食が運ばれるように
なります。
そのため、新たに設ける調理室というのは、面積表に記載している総合家庭科室を指し
ますので、そちらの規模、設置条件を参照下さい。

96

七ヶ浜小中学校の面積票(PDF版)の設置条件などを参考にしますと、職員室、
理科室、音楽室周辺が小学校、中学校施設の混在が確認されます。一方、施設
の設計建設は中学校部分だけが先行します。中学校部と小学校部は明確に棟と
して分けることが必須と考えてよろしいでしょうか。もしくは提案によると考
えてよろしいでしょうか。

提案によると考えて下さい。
ただし、混在や隣接する場合は工程計画により中学校の授業の妨げとならないよう十分
な配慮をお願い致します。

97
敷地周辺の道路の種別と幅員をご指示ください。 （資料6の亦楽小学校・七ヶ浜中学校敷地地図による）

亦楽小西側の道路：県道・幅員８m。　七ヶ浜中の南側の道路：町道・幅員7.5m

98
敷地の建ぺい率、容積率をご指示ください。 建ぺい率…60％、容積率…200％です。

99
壁面の位置指定があればご指示ください。 特にありません。

100
日影規制の規制時間をご指示ください。 4時間の2.5時間

101
本計画に対する想定の生徒数は何人ですか？ 300名～400名です。

102
地域開放施設は条件以外のものを提案してもいいですか？ 基本構想においては構いません。

103

屋上からどのような景色が見えますか？ 東側に仙台湾、　西側に役場、遠くは蔵王連峰、　南側に町のｽﾎﾟｰﾂ施設、仙台新港に
往来する貨物船等、　北側には松島湾の島々、東北電力仙台火力発電所

104 教員数、事務員数を教えてください。 教職員の想定は30～35名です。事務員は未定です。

105

特別支援教育の充実（実施要領P.6）は特別支援学級に対して行われる教育で
しょうか？具体的な内容がありましたら教えてください。また特別支援学級以
外の学級、地域に対しての教育活動がございましたら教えてください。

No19の質問をご覧下さい。

106
基本構想エリア内に仮設住宅があります。仮設住宅に関する今後の予定を教え
下さい。

No83の質問をご覧下さい。

107
七ヶ浜中学校、亦楽小学校、地域開放施設は敷地内を自由に行き来できるもの
と考えて構いませんか？

基本的には構いませんが、地域開放施設と小中学校の間には分けることができるものを
設けて下さい。

108

第一仮設校舎と第二仮設校舎は中学校校舎の建替え時に使用される一次的な校
舎と考えてよろしいですか。また、「構想エリアと計画エリアについて」の資
料に位置が示されていますが、その場所は変更可能ですか。

仮設校舎については、新校舎完成や引っ越し完了後、解体の予定です。
また、仮設校舎の位置変更は不可です。

109
グランドを仮設住宅地としてどのくらいの期間、使用する予定ですか。 No83の質問をご覧下さい。

111

提出資料AのE)実務実績を確認できるもの、として雑誌『新建築』のデータ
シート内、建築設計担当の掲載されているページの写しは、有効と考えてもよ
ろしいでしょうか？

掲載雑誌等からの転載は有効ですが、冗長なものとならないように注意してください。

112
既存利用の体育館及び、武道場の図面や写真などの情報を、配布していただく
ことはできますか？

No16　の質問をご覧下さい。

113

「必要諸室の規模・面積と設備」の体育館内、防災倉庫のセルの色が白色です
が、防災倉庫は、今回の基本計画に含まれ、現況体育館に増築するという理解
でよろしいでしょうか？

そのとおりです。

114
プールは２期工事の予定であり、小学校及び中学校で共同利用するという理解
でよろしいでしょうか？

No64　の質問をご覧下さい。

115

給食センターは、基本構想、基本計画ともに、計画なしという理解でよろしい
でしょうか？給食センターは外部に設け、計画では、搬入に配慮するというこ
とで、よろしいでしょうか？

そのとおりです。



NO
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116

「必要諸室の規模・面積と設備」の規模の欄にある、部屋のサイズについて、
四角形の縦横の比率はどの程度重要なものかお聞かせ願えますでしょうか？面
積のみの目安ではない理由を教えてください。

これは一般的な教室や特別教室の寸法を参考としています。必ずしもこの縦横比に従わ
なくても構いません。提案時の使われ方によります。

117

理科の広場は、２期工事の必要諸室ですが、今回計画の理科室と一体的に利用
するとあります。隣接の必要があるのでしょうか？また、一体的な利用の具体
的なイメージがありましたら、教えてください。

No23の質問をご覧下さい。
理科の広場については、理科の授業や放課後などに、屋外を使って科学に対する理解
を深める活用を想定しています。

118
地盤調査データ（近隣のものでもかまいません）がありましたらご提示下さ
い。

現在準備中です。

119
仮設住宅の存置期間について、何らかの目途がありましたらご教示下さい。 No83の質問をご覧下さい。

120
今回の提案においては、基本構想においても体育館・武道館は既存利用と考え
るべきでしょうか。

基本構想においては、移転や新築は可能とします。

121
体育館を建替える場合、小中学校全体に１ヶ所の想定でよいでしょうか。 現時点では、1ヶ所を想定します。

122
二期工事の段階で設置するプールは、屋内プールとする想定でしょうか。 屋内、屋外どちらでも構いません。提案によります。

123
特別支援学級は、低・中・高学年が一緒の部屋と考えてよいでしょうか。 障害別ですが、学年は一緒の部屋を想定してます。ただし、部屋内での学年のテリトリー

を分けて使用することはありえます。

124
中学校の１クラスは何人を想定していますか。 No36　の質問をご覧ください。

125
さくら児童館の行方としては、地域開放施設の児童センターで代用することを
想定してるのですか。

No66　の質問をご覧ください。

126
給食センターは新しく計画せずに、配膳室のみを計画すれば良いのですか。 そのとおりです。

127
現在、グラウンドに仮設住宅があるのですが、今後はどのようにお考えです
か。

No3　の質問をご覧ください。

128

体育館及び武道場ですが、実施要項には既存のものを利用と書いてあります
が、面積表には建て替えを想定した面積が載っています。建て替えを想定した
場所も計画するということなのですか。

No12　の質問をご覧ください。

129

面積表に、中学校の理科室、理科準備室と小学校の理科講義室、準備室を隣接
させると書いてありますが、中学校の計画ではなく、小中一貫校の計画をする
ということなのですか。

No23　の質問をご覧ください。

130
実施要項に、小中一貫校と小中併設校という２つの言葉が使われています。ど
ちらなのかはっきりさせて頂きたいのですが。

No45　の質問をご覧ください。

131
既存の体育館と武道場の平面図・立面図・断面図、及び構造形式をご教示くだ
さい。

No16　の質問をご覧ください。

132
下記施設の建替えのスケジュールをご教示ください。小学校校舎・  新設体育
館・武道場・  地域開放施設

No9　の質問をご覧ください。

133
仮設住宅の設置期間、または撤去時期について、現時点での見通しをご教示く
ださい。

No83　の質問をご覧ください。

134
中学校の第２仮設校舎について、配置は変更も可能でしょうか？また可能であ
る場合、基本計画エリア内での配置が条件となりますか？

No39　の質問をご覧ください。

135
中学校敷地と小学校敷地の間にある道路の種別をご教示ください。また、将来
小学校校舎を建替える時点で、当該道路は廃止も可能でしょうか？

No17　の質問をご覧ください。

136
・P2技術提案書提出期限が1月9日(月)となっているが、P5提出期限に土日祝は
除くとある。1月9日は祝日だけど良いか？

No8　の質問をご覧ください。

137
P5　E)実務実績を確認できるものとあるが、雑誌掲載時のクレジットや、前所
属事務所の所長による証明書などでも良いか？

要領のとおりです。

138
P10工事費の想定額を教えて欲しい。 No40　の質問をご覧ください。

139
地域開放施設に駐車場は必要か？またそれは何台程度か？ No25　の質問をご覧ください。

140
将来、予算がつかない場合に小学校を建て替えないこともありうるのか？ 未定です。

141

屋外施設は小学校用と中学校用の2つに分けて設けるとあるが、完全に分離す
る必要があるか？

No10及び11　の質問をご覧ください。屋外運動場は、放課後の利用と部活の利用がある
ため、分離することが望ましいが、その他施設は必要面積等を確保した上で、一体とした
提案は可能とします。

142
敷地境界について 中学校の敷地と小学校の敷地は申請上別敷地ですか？ 基本計画時は別敷地としてますが、基本構想時においては一体とした敷地とする想定で

す。

143
敷地境界について　一期工事を小学校敷地内に建設することは問題ないでしょ
うか？

No6及び10　の質問をご覧ください。

144
敷地境界について　二期工事を中学校敷地内に建設することは問題がないで
しょうか？

No6及び10　の質問をご覧ください。

145
既存建物の被災状況について　被災状況を診断した資料などはありますでしょ
うか？耐震改修が必要になりますか？

被災診断はありません。耐震改修の必要はありませんが、現在被災した箇所の改修を
行っています。

146
小中一貫使用について　理科室など一期、二期にまたがっている工事について
は、最終的には完全室内で接続する必要がありますか？

そのとおりです。

147
 小中一貫使用について　理科室など一期、二期にまたがっている工事につい
て、仮に全て一期工事としてしまっても可能でしょうか？

No6及び10　の質問をご覧ください。また、一期工事で建設できる面積（4300㎡～5500
㎡）に限りがありますので、工期別に工事を行う計画でお願い致します。

148

小中一貫使用について　一期工事の中学年教室は二期工事完成までは、実質中
学一年に相当すると考えてよろしいですか？それとも小学5，6年生も使用する
のでしょうか？

小学校5･6年生は使いません。

149
小中一貫使用について　一期工事と二期工事に分かれている中学年ホームベー
スは、完全室内で接続している必要がありますか？

そのとおりです。



NO
質問事項 回　　　　　答

150
建築可能範囲について　小学校敷地と中学校敷地の間の通路は基準法上の道路
に該当しない、建築可能と考えてよろしいでしょうか？

No17　の質問をご覧ください。

151
関係法令について　敷地の地域地区、建ぺい率、容積率、その他地区条例など
関係してくる法令がありましたら教えていただけますか？

No82及び98　の質問をご覧ください。

152
役所協議について　法規的な問題について、事前に役所に電話などで確認する
ことは可能でしょうか？

問題ありません。


