
入札説明書10　契約保証金、および11支払い条件につき 前払い金の請求は可能です。金額は協議の上、

まして契約保証が必要と記載がありました為、保証会社の 決定します。

利用を考えております。ただ、保証会社規定により契約

保証は前払金保証とセットで加入しなければならない為、

契約時には県や公共工事のように何割かの前払い金を

ご請求させて頂いても宜しいものでしょうか。

仕上げ品の品番は同等品と考えて宜しいでしょうか。 宜しいです。

図中の材料等は同等品と考えて宜しいでしょうか。 宜しいです。

建設地は地中埋設物等の障害物は無いものと考えますが 地中埋設物等の障害物はありません。

宜しいでしょうか。また、地中埋設物が発生した場合は

別途協議お願いいたします。

図面A-01　特記仕様書①-⑤施工条件の部分に工事

用車両駐車場及び資機材置場所について（図示）に 外構平面図、指定仮設図を参照の上

よるとなっておりますが、どの図面を参照すれば 検討願います。

宜しいでしょうか。

1

工事名：(仮称）障害者支援センター御所野　新築工事

5

質 疑 回 答 書

質 疑番 号 回 答

2

3
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土工事、浅層改良の施工方法は下記のどちらで

しょうか。 ①の工法です。

①総堀→掘削土改良→改良土埋戻し

②布堀→掘削土及び地山を改良→掘削部を改良土

にて埋戻し

図面A-03　押し出しポリスチレンフォーム2種ｂ、

図面A-05　押し出しポリスチレンフォーム3種ｂ ３種ｂです。

どちらが正でしょうか。

細目別内訳A-3　埋戻し　改良土、仮置き埋め戻し

積込み　発生土2,185ｍ
3
の記載がありますが、埋戻し 光庭以外は浅層改良の改良土による

土はＢ種根切り土の中の良質土と解釈してよろしい 埋め戻しとなります。

でしょうか。

細目別内訳A-10　土間止め枠について、光庭PF板

ｔ20　H=120と記載されていますが、図面A-22　断面 光庭の土間は本体とは完全に切り離します。

詳細図2 ではエラスタイト目地W=15となっています。 エラスタイトの施工はご指摘のとおりです。

PF板で土間止め後、PF板にエラスタイトを施工する

考えでしょうか。

破風板の防腐処理は防腐注入材と考えて宜しいで 宜しいです。

しょうか。

図面A-25　木製建具キープランですが建具符号が Ａ-25図　木製建具キープランのみＰＤＦを

ありません。 添付します。

木製建具引き違い戸の下レールの仕様の指示 Ｙ型フラットレールです。

願います。

図面A-26　木製建具表１　WD-22×4ヶ所と記載されて

いますが明細別内訳書ではWD-22×2ヶ所と WD-22は2ヶ所です。

相違しています。どちらが正でしょうか。

8
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図面A-28　木製建具表3　SC-2×3ヶ所と記載されて

いますが明細別内訳書ではSC-2×4ヶ所と相違 SC-2は4ヶ所です。

しています。どちらが正でしょうか。

図面A-22、23、24　消火水槽以外の各ピットについ

ては、押し出し発泡ポリスチレンｔ20打ち込みの為 宜しいです。

塗膜防水は不要と解釈して宜しいでしょうか。

細目別内訳A-14　塩化ビニル樹脂系シート防水につ

立上がりｔ2.0　S-F2の記載ですが平場ｔ1.5　S-M2で 立上りはｔ1.5で宜しいです。

すので立上りをｔ1.5として考えて宜しいでしょうか。

細目別内訳A-15　御影石洗面台ｔ50　図面A-15　平面 先端部はｔ25ですが根元側に立上りがあり、

詳細図3ではｔ25です。どちらを正と考えれば宜しい 総厚はｔ50です。

でしょうか。 断面詳細図3を参照願います。

細目別内訳A-15では御影石W310、W145　ｔ50　 先端部はｔ25ですが根元側に立上りがあり、

図面A-15　平面詳細図ではｔ25　Ｒ加工とはどのような 総厚はｔ50です。

考えでしょうか。 断面詳細図3を参照願います。

細目別内訳A-18　アルミ庇　摘要：コーナー部ステー付

D900、L10,000+3,100 Ｌ型とあります。

図面A-15では屋根仕上げ表符号：Ｇ［ステー無で 庇コーナー部はステー付きです。

相違があります。庇のコーナー部は、メーカー標準仕

様でステー付きになります。細目別内訳が正ですか。

細目別内訳A-18　アルミタラップ

摘要：ALステップ　2400とありますが、図面A-05では

L=2100で相違があります。細目別内訳通りと考えて L=2100です。

宜しいでしょうか。

細目別内訳A-18　アルミ曲げ加工　車寄せ破風

H300×30とありますが、図面A-21　Ｂ詳細図では 協議の上、決定しますので双方を計上願い

カラーＧＬ鋼板ｔ0.4曲げ加工と相違があります。 ます。21

番 号 質            疑
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細目別内訳A-20　ﾘﾊｽﾍﾟｰｽ、食堂ｽｲｰﾙ手摺

摘要：Sｔ楕円　58*30*1.6、支柱21.7φ*2.8サビ止め 内訳書の摘要欄が正です。

とありますが、図面A-22では○60×30×1.6　丸鋼16φ 但し、足元の丸鋼20φも設置になります。

1000＠、丸鋼20φ　SOPで相違があります。

細目別内訳A-19　床下点検口

摘要：目地タイプ鍵付　SUS製600×600とありますが、

図面A-03特記仕様書では※アルミニウム製 ＳＵＳ製600角です。

図面A-10、16～20ではSUS製　600×600　鍵付で

相違があります。

化学畳について、図面　A-03特記仕様書　畳種別Ｃ種

となっていますが、Ｃ種はワラサンド床で現在ワラの入手 不可、Ｃ種以上です。

状況が悪い状態なので、Ｄ種として考えても宜しい

でしょうか。

種目別内訳書　A-37縁甲板　桧程度　直張りｔ15と

あります。その縁甲板下地として洋ネダｔ65と表記され 洋ネダ（ネダフォーム　油化三晶建材）

ていますが、床張りは下地組又は直張りどちらになるの 下地の直張りです。

でしょうか。また、下地としての洋ネダとは集成材という

解釈でしょうか。

種目別内訳書　A-16　敷居1.5ｍと表記されていますが

どの部位の部材でしょうか。 清掃員休憩室の引き戸の敷居です。

図面A-05　特記事項6　小屋裏には現場発泡ウレタン

ｔ40吹付のこと（母屋共）と表記がありますが、鉄骨柱、 現場発泡ウレタン吹付の小屋裏は母屋を含

梁、胴縁等は不要と解釈して宜しいでしょうか。 みます。外壁の吹付には胴縁、間柱が含まれ

ます。　平面詳細図を参照願います。

図面A-05　外部仕上げ表　基礎コンクリート打ち放しと

記載されていますが、打ち放し補修の考えでしょうか。 補修の無い打ち放しコンクリートです。

カーテンボックス及びカーテン又はブラインドで、金属

建具表にてカーテン又はブラインドと表記されていますが カーテン、ブラインド等の記載は省エネ計算用

設計内訳書に記載がありません。別途と考えて宜しい です。カーテン、ブラインド類は別途、カーテン

でしょうか。また、カーテンボックスも不要と考えて宜しい ボックスはありません。

でしょうか。
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天井化粧石膏ボードｔ9.5（ジプトーン）は全て準不燃材

料で宜しいでしょうか。 宜しいです。

図面A-07、08図廊下壁居室出入り口上部ＥＰ塗装、

展開図では化粧ケイカル板張りで相違があります。 化粧ケイカル板張りです。

どちらでしょうか。

図面G-01、外構平面図　外構仕上げリスト

Ｃ：透水性コンクリート（歩道）ｔ80 歩道ｔ100、車道ｔ130が正です。

Ｄ：透水性コンクリート（車道）ｔ100

細目別内訳A-46　歩道ｔ100、車道ｔ130と相違があり

ます。

種子吹付の種子の種類について、細目内訳書摘要欄

に記載がありません。

種子の種類などのご指示願います。 種子はクーロバーです。

張り芝（目地張り）は70％張り（目地幅6cm）と解釈して

宜しいでしょうか。また、張り芝下地に客土等を計上して 張り芝（目地張り）は目地幅は30mm以内

おりますでしょうか。 です。バーク堆肥を計上しています。

植栽Ａ及びＢの規格寸法及び支柱形式のご指示 植栽Ａ　ヤマボウシ　H3.0-C-0.15ｰW1.5

願います。 また、単木か株立ちのどちらかでしょうか。 二脚鳥居、八つ掛け（竹）、添え柱形支柱

植栽Ｂ　ケヤキ　H4.0-C-0.15ｰW1.2

二脚鳥居、八つ掛け（竹）、添え柱形支柱

植栽Ａ、Ｂ共単木

図面A-70　指定仮設図

北側トラロープ及びメッシュシートで囲われている部分は、北側の先端部は残土処理のエリアになり

資材置場で工事中に使用できるでしょうか。 ます。外構平面図、指定仮設図を参照の上

資材置き場の検討願います。

工事車輌の出入りは、敷地東側の県道41号線よりの

出入り口とし、最初のＴ字路に交通誘導員を配置する 交通誘導員の配置位置、期間については

考えで宜しいでしょうか。 施工者と協議の上決定します。
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図面G-01　外構平面図

前面道路からの車両出入り口部分の歩道切下げ工事 乗り入れ部分の工事は後発の別途発注

については本体工事に含まれるのとして考えれば 工事です。（24条申請有り）

宜しいでしょうか。

構造図　S-01　構造設計特記仕様

4.地業工事

（1）直接基礎　独立基礎　載荷試験　有　2ヶ所 載荷試験は不要です。

（2）地盤改良　柱状地盤改良　載荷試験　有り

になっております。載荷試験必要でしょうか。

構造図　S-08　基礎1階伏せ図

Ｙ11通り、X14～16間の地中梁に符号がありません。 ＦＧ6です。

構造図　S-10　（Ｒ1階　梁伏せ図）

Ｘ13－Ｙ17、Ｘ15-Y7に柱記号がありません、 Ｃ3で宜しいです。

Ｃ3と考えて宜しいでしょうか。

図面－Ｅ01、13～15、17　配線器具のプレートについて、

特記仕様書の記載の表現が、平面上で不明瞭は点が

あります。下記で計上しますが宜しいでしょうか。 薄型金属ｶﾞｰﾄﾞｵｴﾚｰﾄ

ガード付スイッチ：新金属ガードプレート （ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　WN7863K同等品）

ワイド（コスモ）型プレート（樹脂）

その他のスイッチ：樹脂（モダン）型プレート 樹脂（モダン）プレート

ガード付コンセント：新金属ガードプレート 図中になし

居室内コンセント：ワイド（モダン）型プレート 樹脂（モダン）プレート

その他のコンセント：樹脂（モダン）型プレート 樹脂（モダン）プレート

ﾌﾙ2線ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ：ﾜｲﾄﾞ（ｺｽﾓ）型ﾌﾟﾚｰﾄ

外構地中配管工事において、既存アスファルト解体、 アスファルトの復旧は本工事です。

補修費は無いものと考えて宜しいですか。

キュービクル及び分電盤の仕様は官庁仕様でしょうか。 キュービクル、分電盤は官庁仕様としてい

又は、一般仕様でしょうか。 ます。特記仕様書：公共建築工事標準仕様

書、公共建築設備工事標準図に準拠と記述

しています。

42

居室内スイッチ：ワイド（コスモ）型プレート
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図面Ｍ-10　

排水用メーター65A×7とありますが。型番指定は 電磁式メーター（電池内蔵）でメーカーは不問

ございますか です。

前項メーターの数値の読み込み方法は、ピット内と考え 宜しいです。

て宜しいでしょうか。

図面Ｍ-06

雨水工事はＧＬ・土間以降を機械設備工事として宜しい 宜しいです。

ですか。

図面Ｍ-05

ポンプアップ排水管に点検枡は不要と考えて宜しいで 数量は９個、塩ビ製100×150とし、駐車場部

すか。必要な場合は仕様、個数、設置ヶ所をご指示くだ は防護蓋（Ｔ-8）、その他は塩ビ蓋です。

さい。

図面Ｍ-05

ポンプアップ排水管が道路及び駐車場を横断していま 再協議の上、施工とする。

す。横断許可は打合せ済とし、工事に支障は無いと考 上下水道局とは概略協議済みです。

えて宜しいですか。

図面Ｍ-05

ポンプアップ排水管が道路及び駐車場を横断していま 協議の上、施工とする。

す。工事は日中と考えて宜しいですか。

図面Ｍ-05 周辺施設と協議し、影響の少ない時間帯に

給水引込み口径が本管と同口径です。工事に際して 施工のこと。上下水道局とは概略協議済み

周辺地域が断水となります。上下水道局、周辺地域と です。水理計算書は周辺施設との協議時に

打合せ済とし、工事に支障がないと考えて宜しいですか。 活用します。

また、水理計算書の配布をお願いします。

図面Ｍ-09

GHW-1の給排気筒の記載がありません。直近外壁に 宜しいです。

最短距離にて排気して宜しいですか。

回            答
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室外機基礎が機械設備工事となっています。

建築工事として宜しいですか。 機械設備工事です。

アスファルト本復旧が機械設備工事となっています。

仮復旧までを機械設備工事とし、本復旧、駐車場 機械設備工事です。

白線引きは建築工事として宜しいですか。

以上

質            疑 回            答
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