
 

様式第 5 号（第 10 条関係） 

 

質 疑 応 答 書 
 

平成.30 年 10 月 12 日 

 

女川町長 須 田 善 明  殿 

 

業 者 名                  ㊞ 

 

電 話 番 号  

 

担当者氏名                   ㊞ 

 

工 事 名 女川町立女川小・中学校建設工事 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

（共通） 

1. 本計画は土壌汚染対策法の一定規模  

の土地の形質変更にあたりますが、事前に届出

は行っているのでしょうか？ 

届出は提出済みです。 

2. 万一調査命令が出た場合以降の費用、工期

については別途協議とさせて頂きますが

宜しいでしょうか。 

宜しいです。 

 

3. 入札公告には、工事期限が契約日の翌日か

らとありますが、現在計画地は敷地造成を

行っております。見積に反映する都合、工

事開始の出来る期日をお示しください。 

平成 31 年 1 月末に建築敷地全体の造成工事が

完了し、土地の引渡を受ける予定ですが、校舎

建設エリアでは引渡前の平成30年12月末以降

に本工事の着工が可能となる予定です。 

4. 現況図を造成完了後の状態と考えて宜し

いでしょうか。 

(A-17) 

宜しいです。 

5. 上記に関連するインフラの盛替えは発生

しないものと考えて宜しいでしょうか。 

宜しいです。 

 

6. 入札公告 2.(4)配置技術者に関する条件

で、「イ.入札日において他の工事の技術者

となっている場合には、その工事の完了検

査が終了していること」とありますが、入

札日から工事着工まで3か月程度ございま

すので、工事着工日の段階で配置可能な技

術者とさせて頂けないでしょうか。 

質問にある完了検査が終了している日は、入

札日ではなく、仮設工事等の現場施工に着手で

きる予定の平成 31 年 1 月 1日に改めます。 

工事着工可能時期については、№３の回答に

よります。 

7. カタールフレンド基金を一部財源とされ

ることで、工事出来高等、施工上の条件が

発生することがあれば教えて頂けますか。 

 施工条件等はありません。 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

(構造) 

8. 土工事の特記仕様書に建設発生土の処理

について 60km の構外指示の場所に搬出す

ると記載がありますが、具体的な場所を差

し支えなければ教えて頂けますか。 

(A-2) 

構外の 60ｋｍのみとします。 

<校舎棟> 

9. 柱ﾘｽﾄにおいて高強度せん断補強筋は溶接

閉鎖型とありますが中子筋及び梁のｽﾀｰﾗｯ

ﾌﾟはﾀｶﾞ形と考えて宜しいでしょうか｡御

指示下さい｡ 

(S-31.35) 

宜しいです。 

10. 参考数量書において梁貫通孔補強が細物･

太物合せて44.4t計上されていますが図面

上で梁貫通孔補強要領が記載されている

のは人通孔補強配筋要領図のみで10t程度

しかありません｡見込むべき梁貫通孔補強

の数量を階別･補強要領別･径別に御指示

下さい｡ 

(S-04.14.79) 

別紙を参照ください。 

11. 基礎形式変更要領図がありますが、今回は

採用しないものと考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。 

(S-85) 

宜しいです。 

該当箇所の支持層が想定よりも浅かった場合

に、直接基礎への変更を可としています。 

 

12. ﾌｧﾌﾞﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞﾘｽﾄがありますが、今回は採

用しないものと考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。 

(S-36A) 

宜しいです。 

該当箇所の支持層が想定よりも浅かった場合

に、直接基礎への変更を可としています。 

 

13. 屋外階段A構造図で屋外階段のｺﾝｸﾘｰﾄ強度

が FC21N となっていますが、特記仕様書で

は FC24N からの採用となっています。屋外

階段 A のｺﾝｸﾘｰﾄ強度は FC=24N と考えて宜

しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-2.S-92 

Fc21 とします。 

 

<小学校体育館> 

14. 参考数量書において梁貫通孔補強が細物

0.2t 計上されていますが範囲が不明です｡

見込むべき梁貫通孔補強の数量を階別･補

強要領別･径別に御指示下さい｡ 

(S-04.14) 

 

別紙を参照ください。 

<中学校体育館> 

15. 参考数量書において梁貫通孔補強が細物

0.1t 計上されていますが範囲が不明です｡

見込むべき梁貫通孔補強の数量を階別･補

強要領別･径別に御指示下さい｡ 

(S-04.14) 

 

別紙を参照ください。 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

(外部) 

16. 特記仕様書(4)金属工事の軽量鉄骨天井下

地において、海浜地帯の屋外天井等に用い

る野縁等はｽﾃﾝﾚｽとありますが、本工事に

おいては該当無しと考えて宜しいでしょ

うか。御指示下さい。 

(A-4) 

エントランス庇上部に見込む。 

17. 下記仕上材について、同等品･ﾒｰｶｰを御指

示下さい。 

･ﾋﾟﾛﾃｨ窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 

･物干金物 

･ﾋﾟﾛﾃｨ窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ：神島化学工業（株）ラ

ムダ L18 ヨコ同等品以上として下さい。 

･物干金物：ナカ工業（株）KS-DA707AB-ST 型 

L=700 同等以上とする。 

18. ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ及びﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ屋根のｱﾙﾐ材につい

て、部分詳細図(13)では t=7 ですが、部分

詳細図(14)では t=0.7 となっています。部

分詳細図(14)を正と考えて宜しいでしょ

うか。御指示下さい。 

(A-129･130) 

宜しいです。 

19. 屋根平面詳細図(1)において、太陽光ﾊﾟﾈﾙ

基礎がありますが、形状は部分詳細図(4)

の設備基礎 E と同様と考え、H=600 と考え

て宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-47･120) 

宜しいです。 

20. 屋根平面詳細図(1)において、避雷針基礎

がありますが、形状は部分詳細図(4)の設

備基礎 E と同様と考え、H=600 と考えて宜

しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-47･120) 

宜しいです。 

21. ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙの仕様について、特記仕様書と部

分詳細図で異なっています。特記仕様書を

正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ

い。 

(A-138) 

宜しいです。 

22. 旗ﾎﾟｰﾙについて、特記仕様書では H=7000

ですが、仕上表では H=6000 となっていま

す。特記仕様書を正と考えて宜しいでしょ

うか。御指示下さい。 

(A-6･10) 

宜しいです。 

23. ﾀﾗｯﾌﾟについて、特記仕様書ではｽﾃﾝﾚｽです

が、仕上表では溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理とな

っています。特記仕様書を正と考えて宜し

いでしょうか。御指示下さい。 

(A-4･10) 

宜しいです。 

24. 立面図(2)の北立面図において、X6 通りに

ﾀﾗｯﾌﾟがありますが、防護柵は H=3000 程度

と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ

い。 

(A-33) 

 

宜しいです。 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

25. EXP.J のｸﾘｱﾗﾝｽについて、仕上表では 150

ですが、部分詳細図では 100 となっていま

す。部分詳細図を正と考えて宜しいでしょ

うか。御指示下さい。 

(A-10･140) 

宜しいです。 

26. 断面詳細図(3)において、X10C 通り 4 階創

作ﾃﾗｽに塗膜防水とありますが、塗膜防水

上に防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄを見込むと考えて宜

しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-58) 

宜しいです。 

27. 1 階平面図において、Y7 通り X6～11 間に

上部ﾊﾞﾙｺﾆｰとありますが、天井伏図に記載

が無く、仕上が不明です。複層塗材 Eと考

えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-27) 

外部仕上表、バルコニー部分の記載通りとして

下さい。 

28. 断面詳細図(5)において、2 階 Y1 通り側に

床ﾀｲﾙ貼がありますが、仕様は特記仕様書

(3)ﾀｲﾙ工事のﾀｲﾙ A と考えて宜しいでしょ

うか。御指示下さい。 

(A-3･60) 

宜しいです。 

29. 立面図凡例 Aにおいて、複層塗材 Eの下地

がｺﾝｸﾘｰﾄ打放 A種とありますが、特記仕様

書(2)第 6 章ｺﾝｸﾘｰﾄ工事で、仕上塗材仕上

の下地は B 種です。B 種を正と考えて宜し

いでしょうか。御指示下さい。 

(A-2･32) 

宜しいです。 

30. 南立面図において、2 階 X8 通り円柱に RC

打放、杉板型枠とありますが、階段詳細図

(4)に記載の円柱と同様に撥水剤を見込む

と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ

い。 

(A-32･67) 

宜しいです。 

31. 部分詳細図(4)/D4-6 において、樋下沓石に

溶接金網φ2..3-50*50 とありますが、φ

2.3-50*50 はありません。溶接金網は、φ

3.2-50*50 と考えて宜しいでしょうか。御

指示下さい。 

(A-120) 

宜しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 部分詳細図(4)/D4-1 において、D2001～

2400 の庇が軒樋付になっていますが、平面

詳細図でｽﾃｰｼﾞ上のｱﾙﾐ庇からは竪樋の記

載がある為、軒樋付と考え、その他のｱﾙﾐ

庇は軒樋無しと考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。 

(A-42･120) 

 

 

庇は全て軒樋付きとする。 



 

 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

33. 部分詳細図(5)/D5-3 において、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

の下地金物がありますが、溶融亜鉛ﾒｯｷ仕

上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ

い。 

(A-121) 

宜しいです。 

 

34. 部分詳細図(22)/D22-1 において、人口木材

ﾙｰﾊﾞｰ 30*60 とありますが、@120 と考えて

宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-4･122) 

宜しいです。 

 

35. 部分詳細図(7)/D7-5 において、手摺φ38

に SOP とありますが、手摺及びﾌﾞﾗｹｯﾄに見

込むと考え、その他の手摺子等の塗装は不

要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ

い。 

(A-123) 

宜しいです。 

 

36. 部分詳細図(7)/D7-15 において、ﾌﾞﾘｯｼﾞ手

摺が FB-9*32 とありますが、手摺子も

FB-9*32 と考えて宜しいでしょうか。御指

示下さい。 

(A-123) 

宜しいです。 

 

37. 部分詳細図(10)/D10-1 において、AL-PL 

t1.6 がありますが、表面処理はﾌｯ素樹脂焼

付塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示

下さい。 

(A-126) 

宜しいです。 

 

38. 部分詳細図(10)/D10-1 において、小庇があ

りますが、天端は塗膜防水、見付及び上裏

は吹付ﾀｲﾙと考えて宜しいでしょうか。御

指示下さい。 

(A-126) 

宜しいです。 

 

39. 部分詳細図(10)/D10-1 の最下段断面図に

おいて、配管取出口のﾊﾟﾈﾙ部分に防水ﾓﾙﾀﾙ

ｺﾃと記載がありますが、ﾊﾟﾈﾙの為、不要と

考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-126) 

宜しいです。 

 

40. 部分詳細図(10)/D10-2 において、洗い場の

壁仕上は複層塗材Eと考えて宜しいでしょ

うか。御指示下さい。 

(A-126) 

部分詳細図（10）D10-2 に壁仕上げが記載し

てありますのでご確認下さい。 

41. 部分詳細図(10)/D10-2 において、手洗い場

上裏の仕上は、複層塗材 Eと考えて宜しい

でしょうか。御指示下さい。 

(A-126) 

宜しいです。 

 

42. 部分詳細図(10)/D10-2 において、洗い場に

排水目皿がありますが、ｽﾃﾝﾚｽ製と考えて

宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-126) 

 

宜しいです。 

 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

43. 部分詳細図(11)/D11-1 において、創作ﾃﾗｽ

と渡り廊下の取合にﾁｪｰﾝがありますが、ｽﾃ

ﾝﾚｽ.HL と考えて宜しいでしょうか。御指示

下さい。 

(A-127) 

宜しいです。 

 

44. 部分詳細図(11)/D11-2 において、ｶｰﾃﾝｳｫｰ

ﾙ上軒天にｹｲｶﾙ板がありますが、t=6.0 と考

え、表面仕上は複層塗材 Eと考えて宜しい

でしょうか。御指示下さい。 

(A-127) 

表面仕上げは EP-G とする。 

45. 部分詳細図(21)/D21-3 において、幕板ｳｯﾄﾞ

ﾃ ﾞ ｯ ｷ下地が建築工事とありますが、

C-100*50*20*2.3 @1200 と考えて宜しいで

しょうか。御指示下さい。 

(A-137) 

宜しいです。 

46. 参考明細 P59 において、層間塞ぎﾛｯｸｳｰﾙ充

填がありますが、図示がありません。不要

と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ

い。 

(明細 P59) 

必要とする。 

47. 上記質疑に関連して、必要であれば、範囲

を御指示下さい。  

(明細 P59) 

CW 等の層間区画範囲に設置。 

48. ﾋﾟﾛﾃｨ床の土間ｺﾝｸﾘｰﾄの増打ｺﾝｸﾘｰﾄについ

て厚みが不明です。増打ｺﾝｸﾘｰﾄの厚みは

t=15 と考えて宜しいでしょうか。御指示下

さい。 

(A-59) 

水勾配を取るため、1階平面詳細図（1）～（3）

に記載したレベルが確保できるよう増打ちす

ること。 

  

49. ﾋﾟﾛﾃｨﾎﾟｰﾁの300角磁器質ﾀｲﾙの周囲の見切

について外部仕上表に SUS 金物 W=40(風除

室前)と御座いますが形状･詳細を御指示

下さい。 

(A-10･36) 

SUS HL コ字見切り W35*H15 t=1.5 とする。 

50. ﾋﾟﾛﾃｨﾎﾟｰﾁのﾀｲﾙ仕上について外部仕上表

では 300 角磁器質ﾀｲﾙですが、1階平面詳細

図(2)ではﾀｲﾙ A(150角磁器質ﾀｲﾙ)と相違し

ています。1階平面詳細図(2)を正とし 150

角磁器質ﾀｲﾙと考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。 

(A-3･10･36) 

宜しいです。 

51. ﾋﾟﾛﾃｨ風除室前ﾎﾟｰﾁの天井仕上について天

井伏図では EP ですが、部分詳細図(35)で

は EP-G と相違しています。天井伏図を正

としEPとし廻縁及び下り天井見切はｱﾙﾐ製

と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ

い。 

(A-102･150’) 

 

塗装は EP-G とする。天井見切りはアルミとす

る。 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

52. ﾋﾟﾛﾃｨ内の梁型仕上について天井伏図で

R1(RC 素地)と御座いますが、化粧打放しで

は無いものと考えて宜しいでしょうか。御

指示下さい。 

(A-102) 

天井伏せ図の通り。 

53. ﾋﾟﾛﾃｨ内の壁及び柱型の仕上について外部

仕上表及び断面詳細図(5)で化粧打放しと

御座いますが、仕上特記仕様書･外部仕上

表の(補足)ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上に外部ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ化粧打放し面には撥水材 2 回吹付とする

と御座います。ﾋﾟﾛﾃｨ内の柱型･壁の化粧打

放し面に撥水材仕上は必要でしょうか。御

指示下さい。 

(A-10･60) 

必要とする。 

54. ﾋﾟﾛﾃｨの二重壁内及びPSの 600角点検口に

ついて仕様が不明です。ｱﾙﾐ点検口と考え

て宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-35･60) 

宜しいです。 

55. ﾋﾟﾛﾃｨの二重壁及びPS壁の窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

の下地について詳細が不明です。溶融亜鉛

ﾒｯｷ C-100*50*2.3 下地、足元土台通し金物

溶融亜鉛ﾒｯｷ L-30*30*3 と考えて宜しいで

しょうか。御指示下さい。 

(A-35･59･60) 

下地は L50*50*4 として下さい。その他、階段

詳細図（2）を参照して下さい。 

56. ﾋﾟﾛﾃｨの二重壁及びPS壁の窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

について厚み･表面仕上が不明です。窯業

系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ面に仕上が御座いましたら仕

様とあわせて御指示下さい。 

(A-59･60) 

アクリル樹脂塗装とする。 

 

 

 

  

57. 地下外壁面の塗膜防水について特記仕様

書(3)に駐車場外壁(接地部)と御座います

が、施工範囲について土接部とし GL 迄と

考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-3･59) 

宜しいです。 

58. ﾋﾟﾛﾃｨ二重壁内の排水溝の仕上について塗

膜防水(X-2)と考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。 

(A-59) 

宜しいです。 

59. ﾋﾟﾛﾃｨ風除室廻りの ALC 垂壁について参考

明細376で複層塗材Eが計上されています

が、天井懐内の為、不要と思われますが必

要でしょうか。御指示下さい。 

(A-150’･参考明細 376) 

宜しいです。 

60. 断面詳細図(4)に図示のある排水管 VP125

φについて配管経路が不明です。1 階平面

詳細図(1～3)の桝間を接続するものと考

えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-35～37･59) 
 

雨水排水平面図に示された校舎南側の枡に接

続する。 

 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

61. 階段 D の段床について内部仕上表で RC 直

押えと御座いますが、ﾓﾙﾀﾙ仕上げと考えて

宜しいでしょうか。また段鼻にﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ

(金物)は必要でしょうか。必要な場合は段

鼻の仕様とあわせて御指示下さい。 

(A-12･65) 

モルタルコテ押え、段鼻タイル 150*60*10 

W=840 

62. ﾋﾟﾛﾃｨ風除室廻りﾎﾟｰﾁの円柱について部分

詳細図(35)にｽﾁｰﾙ t=1.6 と御座いますが、

下地及びｽﾁｰﾙ面の仕上が不明です。御指示

下さい。 

(A-36･150’) 

仕上げ：SOP、下地□250 t=9 

63. ﾋﾟﾛﾃｨの X16通に 1階平面詳細図(3)で伸縮

門扉と御座いますが、仕様が不明です。同

等品が御座いましたらﾒｰｶｰ名･型番を御指

示下さい。 

(A-37) 

四国化成工業（株）アルミ製バリューアコー同

等以上として下さい。 

64. 階段 D 前の点字ﾌﾞﾛｯｸの図示が 1 階平面詳

細図(2)に 2 箇所御座いますが、階段詳細

図(2)にはありません。階段 D の昇降部に

点字ﾌﾞﾛｯｸは必要と考えて宜しいでしょう

か。また階段 Dの各踊場には必要無いでし

ょうか。御指示下さい。 

(A-36･65) 

点字ブロックは必要となります。踊り場にも設

けて下さい。 

65. 階段 D 前の点字ﾌﾞﾛｯｸについて特記仕様書

(6)ではｺﾝｸﾘｰﾄ製ですが、1 階平面詳細図

(2)の凡例では点字鋲と相違しています。1

階平面詳細図の凡例を正とし300角点字鋲

と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ

い。 

(A-6･35) 

階段 Dについては、点字鋲で宜しいです。 

 

66. 2 階平面詳細図において、Yb1･Yb5 通り側

に梁型が出ますが、天端は塗膜防水と考え

て宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-54) 

宜しいです。 

67. 更衣室屋根の幕板が下記の様に相違して

います。 

断面詳細図(6)･･･ｹｲｶﾙ板 

部分詳細図(29)･･･ｶﾗｰｱﾙﾐ(屋根同材) 

部分詳細図(29)を正と考えて宜しいでしょ

うか。御指示下さい。 

(A-61･145) 

宜しいです。 

68. 壁ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ下の水切りは、ｱﾙﾐ t=1.5 曲

げ加工W210*H170と考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。 

(A-61) 

宜しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

69. 下がり壁ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ下端の見切りは、ｱﾙﾐ

t=1.5 曲げ加工 W100*H50 と考えて宜しい

でしょうか。考えて宜しいでしょうか。御

指示下さい。 

(A-61) 

宜しいです。 

70. 外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板と天井取合い水切り

は、ｱﾙﾐ t=1.5 曲げ加工 W40*H90 と考えて

宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-57) 

宜しいです。 

71. Xb2 通りのﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ排水溝も樹脂ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

設置と考えてよろしいでしょうか。御指示

下さい。 

(A-57) 

宜しいです。 

72. ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ廊下ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ取合い金物は、ｽﾃﾝﾚ

ｽ PL-6 と考えて宜しいでしょうか。御指示

下さい。 

(A-55) 

宜しいです。 

73. 外部仕上表に点検ﾊﾞｰ SUSφ38 の記載があ

りますが、設置箇所が不明です。御指示下

さい。 

(A-10･55) 

A-31 軒先端 Yb2-Yb4 間に設置。 

  

74. 参 考 数 量 内 訳 P360 に ﾌ ﾟ ｰ ﾙ 受 け 樋

W180*H200*L2280 と W100*L2280 がありま

すが、設置箇所が不明です。御指示下さい。 

A127 図渡り廊下（４階）断面図参照。 

75. 参考数量内訳P360にﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ押え金物があ

りますが、設置箇所が不明です。御指示下

さい。 

プール部 

76. 屋根軒天のｶﾗｰｱﾙﾐ壁材に断熱吹付とあり

ますが仕様と厚みが不明です。御指示下さ

い。 

(A-143) 

ウレタンｔ20 

谷樋も同様とする。 

77. 勾配屋根の縦ﾊｾﾞ葺きの下地について硬質

ｾﾒﾝﾄ板･ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞの図示が外部仕上

表･断面詳細図に御座いませんが木垂木に

直張りでしょうか。下地がある場合は仕

様･詳細を御指示下さい。 

(A-266) 

下地は硬質セメント板、改質ファルトルーフィ

ングｔ2.0 とする。     

  

 

78. 勾配屋根のｹﾗﾊﾞ側の納まりについて水上

と同様、ｹﾗﾊﾞ鼻隠しを設置するものと考え

て宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-266) 

宜しいです。 

79. 勾配屋根下の軒天について断面図で軒裏ｹ

ｲｶﾙ板 NAD 塗装と御座いますが、断面詳細

図では垂木にｷｼﾗﾃﾞｺｰﾙと相違しています。

勾配屋根の軒裏はｹｲｶﾙ板にNADとし見え隠

れの垂木にｷｼﾗﾃﾞｺｰﾙをしているものと考

えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-266) 

宜しいです。 



 

 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

80. 軒裏ｹｲｶﾙ板の天井廻縁の仕様について塩

ﾋﾞ製と考えて宜しいでしょうか。御指示下

さい。 

(A-266) 

アルミとする。 

 

 

 

 

 

 

 

81. 外壁の窯業系ｻｲﾃﾞｼﾝｸﾞの下地について断

面詳細図にｹｲｶﾙ板と御座いますが厚みが

不明です。ｹｲｶﾙ板の厚みは t=6.0 と考えて

宜しいでしょうか。また透湿防水ｼｰﾄの記

載がありませんが不要でしょうか。あわせ

て御指示下さい。 

(A-266) 

宜しいです。 

透湿防水ｼｰﾄは必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82. 南面外壁の換気扇の枠について仕様が不

明です。詳細を御指示下さい。 

(A-266) 

Ａ226 図の南側立面図に品名記載。 

 

 

 

 

 

 

83. 洗場ﾎﾟｰﾁの床仕上についてWC便所と同様、

浸透性ｺﾝｸﾘｰﾄ表面保護材と考えて宜しい

でしょうか。御指示下さい。 

(A-266) 

宜しいです。 

 

 

 

 

 

84.下記の使用材料について同等品が御座いま

したらﾒｰｶｰ名｡型番を御指示下さい。 

○手洗場 50 角磁器質ﾀｲﾙ 
 

LIXIL プレイン 50 同等品以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

(内部) 

85. 小･大体育館 壁有孔ｼﾅ合板の厚みが､平面

詳細図 t=5.5､部分詳細図 t=15 と相違し

ています｡厚みはt=15が正と考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-54･117) 

平面詳細図が正です。 

86. 小体育館 展開 B 2F 壁 ｻｯｼ間の壁下地は､

LGS W=65+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 の上､木胴縁+

有孔ｼﾅ合板と考えて宜しいでしょうか｡御

指示下さい｡ 

(A-101) 

宜しいです。 

87. 小体育館 外壁面は､断面詳細図より 断熱

材打込みとなっています｡特記仕様 内装

では､外壁はｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付となっていま

す｡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付t=20と考えて宜しいでし

ょうか｡御指示下さい｡ 

(A-6･57) 

特機で記載しているのは、入込部分である。 

それ以外は打ち込みである。 

88. 大体育館 ｽﾃｰｼﾞ開口枠は下記の様に考え

て宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

･上枠 t=35 625*100 L 型 

･縦枠 t=35 743*100 L 型 

(A-50･56) 

宜しいです。 

89. 大体育館 階段 踏面の床消音 V 床ｼｰﾄ t4.9

は特記に記載の 消音ｼｰﾄ ﾀｷﾛﾝｼｰｱｲﾀｷｽﾃｯ

ﾌﾟ 5W同等と考えて宜しいでしょうか｡御指

示下さい｡ 

(A-6･66) 

宜しいです。 

90. 大体育館 1～2 階への階段 蹴込は､SOP 塗

と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ

い｡ 

(A-66)  

宜しいです。 

91. 大体育館 展開 D 校歌板取付下地の詳細を

御指示下さい｡ 

(A-100) 

構造用合板 t15 程度とするが、既設中学校、小

学校の校歌板を調査、提案しを行い、監督員の

確認をえること。         

92. 1F 柔剣道場の畳及び畳寄せは､平面詳細図

で､点線表記です｡別途工事と考えて宜し

いでしょうか｡御指示下さい｡本工事に含

まれる場合は畳及び畳寄せの仕様･詳細を

御指示下さい｡ 

(A-36) 

宜しいです。 

93. 1F 柔剣道場 収納の仕上が不明です｡下記

の様に考えて宜しいでしょうか｡御指示下

さい｡ 

･床 ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝+VS-A 

･巾木 V 

･壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放又は石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+EP

塗 

･天井 (天井伏図に記載有) 

(A-11) 
 

宜しいです。 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

94. 小体育館 分電盤･端子盤の壁仕上は､石膏

ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡ 

(A-53) 

ＥＰ塗とする。 

95. 4F ﾌﾟｰﾙ機械室及びﾌﾟｰﾙ倉庫 壁にある耐火

ﾊﾟﾈﾙは､H=2000 以上の外壁面裏側を指して

いると考えて宜しいでしょうか｡御指示下

さい｡ 

(A-16) 

お見込みの通り。 

96. 4 階ﾌﾟｰﾙ機械室及びﾌﾟｰﾙ倉庫の天井、屋根

表し部の鉄骨母屋は、SOP 塗と考えて宜し

いでしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-16) 

さび止め塗装の上ＳＯＰとする。 

97. 立体ﾄﾗｽ 2次鉄骨には､SOP塗が必要と考え

て宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

(S-57) 

宜しいです。 

98. 1F便所1-b･1-cのﾎﾞｰﾀﾞｰﾀｲﾙはﾀｲﾙ Cと考え

て宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-3･68･119) 

宜しいです。 

99. 1F 多目的便所 A 鏡が平面詳細図 600*900･

展開図 350*1100で相違します｡600*900を

正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ

い｡ 

(A-68) 

展開図を正とします。 

100.各SKの仕上げは隣接するWCに倣うと考え

て宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-68) 

宜しいです。 

101.1F 便所 1-a 仕上表備考に手摺･手洗いの

指示がありますが､平面詳細図に図示があ

りません｡不要と考えて宜しいでしょう

か｡御指示下さい｡ 

(A-12･68) 

必要です。 

102.1F 便所 1-a 前の前室の仕上げは便所に倣

うと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ

い｡ 

(A-68) 

宜しいです。 

103.1F 調理室廻り、天井の化粧ｹｲｶﾙ板には捨

張は不要と考えて宜しいでしょうか｡御指

示下さい｡ 

(A-11) 

宜しいです。 

104.便所内の鏡がD3-12は小型､D9-6で相違し

ます｡D3-12 の小型を正と考えて宜しいで

しょうか｡もし､大型鏡が正の場合､ﾎﾞｰﾀﾞｰ

ﾀｲﾙは不要と考えて宜しいでしょうか｡御

指示下さい｡ 

(A-119･125) 

 

 
 

部分詳細図（3）D3-12 を正としますが、鏡の H

寸法は D9-6 を正とします。 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

105.1F 便所 1-a の鏡が仕上表 W500*H1350･鏡

ﾘｽﾄ W400*H700 で相違します｡鏡ﾘｽﾄを正

と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ

い｡ 

(A-12･125) 

宜しいです。 

106.2F 多目的便所 B の鏡が平面詳細図

600*900 ･ 展 開 図  350*1000 ･ 鏡 ﾘ ｽ ﾄ 

600*1000 でそれぞれ相違します｡鏡ﾘｽﾄの

品番より 600*900 を正と考えて宜しいで

しょうか｡御指示下さい｡ 

(A-69･125) 

宜しいです。 

107.1F 休憩室 巾木は､杉 小節 t18 H60+WP 塗

装と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ

い｡ 

(A-11･35) 

宜しいです。 

108.1F 休憩室(調理室)の事務室側に家具のよ

うな図示がありますが､家具案内図に図示

がありません｡何を図示しているのか御指

示下さい｡ 

(A-35･185) 

ロッカー（備品）となります。 

109.1F ｺﾞﾐ置場及びﾕｰﾃｨﾘﾃｨ室､ﾗｲﾆﾝｸﾞはｺﾝｸﾘｰ

ﾄﾌﾞﾛｯｸ t=120+ﾓﾙﾀﾙ仕上げと考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-35) 

宜しいです。 

110.階段室BCの見切30*30はEP塗装と考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-64) 

CL 塗装として下さい。 

111.消火水槽の防水はｹｲ酸室系塗布防水と考

えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-3) 

パラテックス B-2 同等品以上 

112.ﾋﾟｯﾄの釜場及び溝は防水ﾓﾙﾀﾙ仕上げと考

えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-26) 

宜しいです。 

113.排水口 C 2750*900 が図示されていませ

ん｡不要と考えて宜しいでしょうか｡御指

示下さい｡ 

(A-35･128) 

必要です。1 階平面詳細図（1）検収室を確認

して下さい。 

114.木製巾木の塗装に於いて、部分詳細図に天

然木化粧合板の記載がありますが、特記無

き限りｽﾌﾟﾙｰｽ+CL 塗と考えて宜しいでし

ょうか｡御指示下さい｡ 

(A-117/D1-9) 

宜しいです。 

115.1F 事務室 1-a のﾐﾆｷｯﾁﾝ(F-32)に於いて、

平面詳細図で背面に水切ｶﾊﾞｰの様な記載

がありますが、家具詳細図では記載があり

ません。家具図を正と考えて宜しいでしょ

うか｡水切りｶﾊﾞｰが必要な際は、仕様･詳細

を御指示下さい。(A-37･192) 

宜しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

116.1F事務室1-aの仕上表にｶｳﾝﾀｰの記載があ

りますが、平面詳細図に記載がありませ

ん。壁面収納(F-4)の事と考えて宜しいで

しょうか｡御指示下さい｡ 

(A-12･37) 

宜しいです。 
 

117.2F 職員更衣室の鏡のｻｲｽﾞに於いて、平面

詳 細 図 は 1800*800 、 部 分 詳 細 図 は

600*1000 2 箇所と相違します。部分詳細

図を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示

下さい｡ 

(A-38･125) 

宜しいです。 

118.2F ｽﾀｼﾞｵ･放送室 B の壁詳細は部分詳細図

の音楽室(D1-26)に倣うと考えて宜しいで

しょうか｡御指示下さい｡ 

(A-13･117) 

宜しいです。 

119 有孔ｼﾅ合板(音楽室)の目地は縦横@900 と

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-117) 

宜しいです。 

120.2F ｽﾀｼﾞｵの巾木ですが、仕上表はﾋﾞﾆﾙ巾木

ですが、部分詳細図では有孔ｼﾅ合板部はﾀ

ﾓ集成材+UC の記載です。部分詳細図を正

と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ

い｡ 

(A-13･117) 

宜しいです。 

121.2F ｽﾀｼﾞｵの仕上表のｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽの記載があ

りますが、天井伏図に記載がありません。

必要な際は範囲を御指示下さい。 

(A-13･102) 

必要です。L=1900 

122.2F 校長室･応接室の天然木化粧合板の厚

みは厚 6.0 と考えて宜しいでしょうか｡御

指示下さい｡ 

(A-13) 

宜しいです。 
板の総厚 6ｍｍ、表面材の厚みは 0.6ｍｍとす
る。 

123.2F 和室の杉柾化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞの厚みは厚

9.5 と考えて宜しいでしょうか｡御指示下

さい｡ 

(A-12) 

宜しいです。 

124.2F 和室(踏込)の上框に於いて、仕上表は

ｹﾔｷ、部分詳細図はひのき集成材と相違し

ます。部分詳細図を正と考えて宜しいでし

ょうか｡御指示下さい｡ 

(A-12･117) 

仕上表を正（ケヤキ）とする。 

125.2F 和室(踏込)(廊下)の巾木･雑巾摺は CL

塗と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ

い｡ 

(A-122) 

素地とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

126.2F 和室(踏込)(廊下)の上り框は PLC 塗と

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-122) 

素地とする。 

127.2F 和室(押入)の天井仕上に於いて、仕上

表は GB-D、天井伏図はﾗﾜﾝﾍﾞﾆｱと相違しま

す。天井伏図を正と考えて宜しいでしょう

か｡御指示下さい｡ 

(A-12･102) 

ＧＢ-Ｄ（木目模様）とする。 

128.2F和室の巾木(杉板)はCL塗と考えて宜し

いでしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-94) 

素地とする 

129.2F 相談室 2-b のﾌﾛｰﾛﾝｸﾞの仕様は(E)と考

えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-13) 

宜しいです。 

130.2F 通級指導室、特別支援学級の流し台に

於いて、平面詳細図は L900、家具詳細図

は L1200 と相違します。平面詳細図を正と

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-40･193) 

家具詳細図を正とする。 

131.2F 通級指導室 1.2･各階教室･生活科室･3F

多目的室等の壁仕上に於いて、仕上表に

EP-G 塗と掲示用ｸﾛｽの記載がありますが、

掲示用ｸﾛｽの範囲が不明です。御指示下さ

い。 

(A-12･92) 

家具詳細図を正とする。 

132.2F 通級指導室 1.2 の仕上表に下記の記載

がありますが、平面詳細図･展開図に記載

がありません。必要な際は仕様･詳細を御

指示下さい。 

(A-12･40･93) 

・学校用間仕切 

・掲示板他 

・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 

学校用間仕切壁：不要 
掲示板：不要 
ホワイトボード：必要（W1800*H1200、2 カ所） 

133.教室(E2-1)の展開図に於いて、展開 Aでは

柱型は腰壁無しの記載ですが、展開 Dでは

腰壁有りの記載です。各階教室の RC+EPG

の柱型は腰壁無しと考えて宜しいでしょ

うか｡御指示下さい｡ 

(A-92) 

宜しいです。 

134.学校間仕切の取付下地は LGS の開口補強

の仕様と考えて宜しいでしょうか｡鉄骨下

地の際はﾒﾝﾊﾞｰを御指示下さい｡ 

(A-133) 

宜しいです。 

135.学校間仕切の移動間仕切･乾式壁取合の当

り枠に於いて、間仕切工事と記載がありま

すが、学校間仕切に含むということでしょ

うか。御指示下さい。 

(A-134) 

宜しいです。 



 

 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

136.ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙの袖壁ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙの仕上は掲

示用ｸﾛｽと考えて宜しいでしょうか｡御指

示下さい｡ 

(A-132) 

SOP 塗装とする。 
 

137.2F 特別支援学校(小学校)の仕上表に下記

の記載がありますが、平面詳細図･展開図

に記載がありません。必要な際は仕様･詳

細を御指示下さい。 

(A-12･40･92) 

・掲示板他 

・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 

不要とする。 

138.各階教室の仕上表に掲示板他の記載があ

りますが、平面詳細図･展開図に記載があ

りません。必要な際は仕様･詳細を御指示

下さい。 

(A-12･40･92) 

掲示板は不要とする。 

139.3F 被服室の仕上表にﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ架台他の記

載がありますが、部分詳細図では黒板

(BB-2)でﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀはありません。誤記と考

えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-14･131) 

宜しいです。 

140.3F 美術室の流し台に於いて、平面詳細図

は L900、家具詳細図は L1200 と相違しま

す。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょ

うか｡御指示下さい｡ 

(A-45･210) 

家具詳細図を正とする。 

141.3F ﾊﾟｰﾄ練習室の収納戸棚(F-90)に於い

て、平面詳細図は L8000、家具詳細図は

L7200 と相違します。平面詳細図を正と考

えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-45･207) 

家具詳細図を正とする。なお躯体と家具の間に
隙間が生じる場合は、塞ぐこと。 

142.4F音楽室1.2の天井 照明架台の範囲が不

明ですが、天井伏図に照明と記載されてい

る範囲の長辺 L 寸 1 列を計上すると考え

て宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-103) 

音楽室の天井照明全てに架台が必要とする。 

143.4F音楽室1.2の天井 照明架台の詳細図に

L25*25*3 の記載がありますが、架台と直

交方向に記載されており、範囲が不明瞭で

す。範囲を天井伏図に御指示下さい。 

(A-103) 

不要とする。 
 
 
 
 
 
 
 

144.4F 音楽室 1 の収納の仕上が不明です。御

指示下さい。 

(A-15･45) 

国土交通省建築工事標準詳細図 6-46 を参照す
ること。 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

145.家具詳細図に下記の記載がありますが、本

工事外と考えて宜しいでしょうか｡本工事

の際は詳細を御指示下さい｡ 

・F-11 収納戸棚 金庫(家具工事外) 

・F-23 測定器具収納 身長計(家具工事

外) 

・F-52 作業台 糸のこ(家具工事外) 

宜しいです。 

146.4F 図工準備室の収納棚(F-103)の数量に

於いて、詳細図に 2 箇所の記載ですが、ﾚ

ｲｱｳﾄ図では 1箇所と相違します。1箇所と

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-185･210) 

宜しいです。 

147.畳の仕様に於いて、特記仕様書で C種と D

種がありますが、使い分けが不明です。す

べて D 種と考えて宜しいでしょうか｡御指

示下さい｡ 

(A-6) 

宜しいです。 

148.2F 踏込(和室)で参考数量内訳書に下記の

項目が計上されておりますが、上履き入れ

(F-18)とは別に必要なのでしょうか。必要

な際は詳細を御指示下さい。 

(A-39･94･185･189) 

・下足箱 (参考数量内訳書 P133) 

・ｽﾘｯﾊﾟ入れ (参考数量内訳書 P134) 

不要とする。 

149.平面詳細図に凡例の図示があるｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ

は部分詳細図の木製ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞが該当する

ものと考えて宜しいでしょうか。御指示下

さい。 

(A-36･118/D2-10) 

宜しいです。 

150.1F 風除室 1-a 下足入(F-2)のｻｲｽﾞに於い

て、平面詳細図では L=2400、家具詳細図

では L=3300 と記載が異なります。平面詳

細図を正とし、L=2400 にて見込んで宜し

いでしょうか。御指示下さい。 

(A-36･187/F-2) 

家具詳細図を正とする。 

151.1F ﾎｰﾙ 平面詳細図 X7･8 通り～Y7 通り 

柱型に見切りとの記載がありますが、仕様

が不明です。詳細を御指示下さい。 

(A-36) 

SUS コ 30*30 L=2700 とする。 

152.屋内の視覚障害者用点字鋲の仕様が不明

です。詳細を御指示下さい。 

(A-36) 

平面詳細図凡例と通りとする。 

153.1F 廊下 1-a 平面詳細図 X11 通り～Yb1

通り 間仕切小口にｺｰﾅｰ見切りとの記載

がありますが、仕様が不明です。詳細を御

指示下さい。 

(A-36) 

SF204 にて小口を処理する。 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

154.1F廊下1-aに水飲み(ｳｫｰﾀｰｸｰﾗｰ)の記載が

ありますが、建築工事と考えて宜しいでし

ょうか。宜しい場合は参考ﾒｰｶｰ･品番を御

指示下さい。 

(A-136) 

宜しいです。 
よろしい。（株）OSG コーポレーション オア
シスウォータークーラーM8CR 同等以上として
下さい。 
 
 

155.1F 防災倉庫 二重壁補強用下地鉄骨(□

-100*50*2.3)ですが、縦@300 にて見込ん

で宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-65) 

□はサイディング接合部に見込むこと。その他
下地は L50*50*4@300 とする。 

156.前記に関連して、二重壁点検口の仕様が不

明です。詳細を御指示下さい。 

(A-65) 

アルミ製点検口とする。 

157.ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの厚みに於いて、凡例 A(ﾊﾟｲﾝ)以

外の厚みが不明です。全て t=15 と考えて

宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-6･117/D1-3) 

宜しいです。 

158.2F 昇降口 天井仕上 人工木の仕様が不

明です。詳細を御指示下さい。 

(A-13) 

□25*75@120 ハンディテクノ（株）ハンディ
ウッドルーバー25 ゼロライン同等以上とす
る。 

159.2F 廊下 2-b 他 壁仕上に於いて、平面詳

細図では練付合板貼との記載があります

が、練付合板 ﾎﾜｲﾄﾊﾞｰﾁ t=6.0(仕上

OSCL 塗装)を指すものと考えて宜しいで

しょうか。御指示下さい。 

(A-6･39) 

宜しいです。 

160.内部 間仕切面に設置されるｱﾙﾐ製ｻｯｼｭ

(AW-229 等)に於いて、建具表では木額縁

との記載ですが、断面形状は 60*25 とし、

ｻｯｼｭ両面に額縁付と考えて宜しいでしょ

うか。御指示下さい。 

(A-78) 

宜しいです。 

161.ｶｰﾃﾝ･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ本体の工事区分ですが、特記

無き限り全て別途工事と考えて宜しいで

しょうか。御指示下さい。 

(A-9) 

電動ロールスクリーン以外は宜しいです。 

162.2F廊下2-c 展開図C面及び部分詳細図に

掲示板の図示がありますが、平面詳細図で

は凡例の図示が確認できません。展開図を

正とし、設置と考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。 

(A-38･91･131) 

宜しいです。 

163.天井伏図にﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ架台+天井補強の記載

がありますが、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ架台の仕様が不明

です。詳細を御指示下さい。 

(A-102) 
 

（株）オーエス プロジェクタハンガー
TH-100PJ03S 同等以上 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

164.一般間仕切仕様に於いて、部分詳細図では

硬質 PBt=9.5+一般 PBt=12.5、平面詳細図 

凡例では一般 PBt=9.5+12.5 と記載が異な

ります。間仕切仕様については全て平面詳

細図 凡例を正と考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。 

(A-35･117/D1-16) 

宜しいです。 

165.2F ﾗﾝﾁﾙｰﾑ ｻｯｼｭ取付補強下地鉄骨に於い

て、平面詳細図では□-100*50*3.0、建具

詳細図では C-60*30*15*2.3 と記載が異な

ります。建具詳細図を正と考えて宜しいで

しょうか。御指示下さい。 

(A-39･113) 

平面詳細図を正とする。 

166.2F ﾒﾓﾘｱﾙｺｰﾅｰ･階段 E ｶﾞﾗｽ展示棚受 ｽﾃﾝ

ﾚｽ棚柱の取り付けﾋﾟｯﾁが不明です。@450

程度にて見込んで宜しいでしょうか。御指

示下さい。 

(A-123/D7-14) 

宜しいです。 

167.階段 E廻り 展示棚周囲壁仕上に於いて、

断面詳細図にﾋﾉｷ柱材 @105 の記載があ

りますが、図示では@105 の隙間無く連続

で設置されているように考えられます。柱

本数は展開図に図示の本数にて見込んで

宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-63) 

よろしい。柱材は連続して設置する。 

168.前記に関連して、ﾋﾉｷ柱材の仕上が不明で

す。UC 塗装にて見込んで宜しいでしょう

か。御指示下さい。 

(A-63) 

宜しいです。 

169.ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ廻り納まりに於いて、4F 天井面

吹抜部は曲面形状となっていますが、塔屋

部分では直線となっており、曲面部分とな

る深さが不明です。梁下まで曲面形状と考

えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-129) 

宜しいです。 

170.前記に関連して、見下げ面の□-○部分の

納まりが不明です。詳細を御指示下さい。 

(A-129) 

ボード材によるシリンダ―状の部分はメディ
アセンター天井から RFL の床までとする。 
天井材、天井下地材が必要であれば適宜加えて
もよい。詳細は施工図作成により、現場にて監
督員の確認のうえ承認とする。 
 

171.4F 廊下 4-d 床仕上に於いて、一部ﾃﾞｯｷ

の図示がありますが、屋内部ﾃﾞｯｷの仕様･

下地組の仕様が不明です。それぞれ詳細を

御指示下さい。 

(A-127) 

部分詳細図（1）D1-20 を参照し、木下地を組
んだ上にデッキを施工する。 

172.階段 A 壁付手摺(2 段)の仕様が不明で

す。階段 B 木製手摺と同仕様にて見込ん

で宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-62･64) 

 

宜しいです。 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

173.前記に関連して、手摺の仕上が不明です。

OSCL 塗装にて見込んで宜しいでしょう

か。御指示下さい。 

(A-64) 

宜しいです。 
 
 
 
 
 
 
 

174.階段 A 仕上表 備考欄に点字ｼｰﾄ他との

記載がありますが、何が必要となるのか不

明です。仕様･設置箇所数を御指示下さい。 

(A-12) 

不要とする。 

175.階段室 E(学校の幹) 吹抜部壁面仕上に

於いて、展示棚間の鋼製建具(SD209･306･

409)上下にﾊﾟﾈﾙのような図示があります

が、仕様が不明です。詳細を御指示下さい。 

(A-62) 

パネルはなく、RC+EP-G となる。 

176.2F階段室E Y5通り(階段周囲RC壁端部)

にｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞの記載がありますが、仕様が

不明です。詳細を御指示下さい。 

(A-39) 

宜しいです。 

177.ｼｬｯﾀｰ取付下地補強(防火区画部)に於い

て、部分詳細図ではﾎﾞｰﾄﾞ下地の記載です

が、断面詳細図ではｽﾁｰﾙ t=1.6 との記載が

あり相違します。防火区画部下地は部分詳

細図を正と考えて宜しいでしょうか。御指

示下さい。 

(A-62･124/D8-2) 

宜しいです。 

178.階段室 E 3～4F 部分鉄骨階段に於いて、

吹抜面側の手摺壁は全てｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ

t=0.8 B-2 種<ｱｻﾋ金属 AK156 同等>+ｱﾙﾐ

PLt=1.6裏打ちをLGS下地に直張と考えて

宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-62･63) 

階段吹抜面および階段面側面を アルミスパ
ンドレル厚 0.6 アサヒ金属 KOP-15A（11K 型
シリーズ）同等品 ＡＰ（アクリル焼付）指定
色（特注色対応）とする。傾斜天板その他取り
合い部をアルミＰＬ1.5 加工とし、同塗装とす
る。ＬＧＳ下地直張とするが、ボード等による
補強は適宜加えてもよい。詳細は施工図作成に
より、現場にて監督員の確認のうえ承認とす
る。 

179.外壁面及びｽﾗﾌﾞ下 内断熱の仕様に於い

て、特記仕様書では建築工事標準詳細図

(図 7-01-1)によるとの記載があります

が、吹付断熱とする範囲が不明です。本物

件で吹付断熱を必要とする範囲がありま

したら具体的に御指示下さい。 

(A-6) 

左記仕様及び、宮城県建築・設備設計要領で必
要とされる範囲に吹付断熱を行う。 

180.ｽﾗﾌﾞ下内断熱の範囲に於いて、断面詳細図

では外断熱の有無により、内断熱の有無が

特に考慮されておらず、ｽﾗﾌﾞ下断熱の必要

範囲が不明です。建築工事標準詳細図に倣

い、屋根床外断熱がある場合は内断熱は外

壁面より折返し W=300 のみと考えて宜し

いでしょうか。否の場合はｽﾗﾌﾞ下内断熱が

必要な範囲を具体的に御指示下さい。 

(A-6･56･59) 

 

よろしい。上記回答及び、部分詳細図（4）D4-2
も確認のこと。 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

181.階段室 E ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ部 点検床の仕上は

ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝押 素地と考えて宜しいでし

ょうか。御指示下さい。 

(A-62) 

宜しいです。 

182.4F 階段室 E の内訳区分に於いて、平面図

内訳区分(ｶﾗｰ色分け)では補助金対象外と

なっていますが、参考数量内訳書に上記部

の区分がありません。共用部校舎(凡例青

色)に区分されるものと考えて宜しいでし

ょうか。否の場合は補助金対象外の具体的

な範囲を御指示下さい。 

(設計概要表) 

宜しいです。 
 

183.内訳区分毎の天井点検口･天井開口補強の

設置位置･箇所数が不明です。全て参考内

訳数量同様にて見込んで宜しいでしょう

か。御指示下さい。 

(A-102) 

宜しいです。 

184.特記仕様書 ﾕﾆｯﾄ及びその他工事にｺｰﾅｰ

ﾋﾞｰﾄ塩ﾋﾞ製･ｽﾃﾝﾚｽ製 H=2.0m の記載があ

りますが、該当箇所が不明です。該当位置

をそれぞれ御指示下さい。 

(A-6) 

SUS 製コーナーガードは該当しません。 

その他、部分詳細図（2）の通り。 

185.特記仕様書 ﾕﾆｯﾄ及びその他工事にｺｰﾅｰ

ｶﾞｰﾄﾞ <ﾅｶ工業 NS-50V･NPC-3535V 同等

>の言い再がありますが、該当箇所･高さが

不明です。本物件で適用となり、屋内で使

用する場合は具体的な設置位置･ｻｲｽﾞを御

指示下さい。 

(A-6) 

駐車場のコーナーガードはﾅｶ工業 NPC-3535V 
L=2000 同等品とする。 
 
 

186.付属棟 便所のﾗｲﾆﾝｸﾞですが、仕様は全て

校舎内 WC に倣うものと考えて宜しいでし

ょうか。御指示下さい。 

(A-266) 

宜しいです。 

187.付属棟 便所に排水口の記載があります

が、建築工事にて必要なものがあれば詳細

を御指示下さい。 

(A-266) 

設備工事。 

188.付属棟 壁下地組に於いて、以下の木軸構

成が不明です。それぞれ詳細を御指示下さ

い。 

・耐力壁構造用合板設置以外の外壁木下地 

・耐力壁構造用合板設置部の間仕切壁木下

地 

・耐力壁構造用合板設置以外の間仕切壁木

下地 

(A-266) 

 
・耐力壁構造用合板設置以外の外壁木下地 

⇒間柱 105×45 ＠500 以下 

  
 
・耐力壁構造用合板設置部の間仕切壁木下地 
⇒間柱 105×45 ＠500 以下 
 
・耐力壁構造用合板設置以外の間仕切壁木下地 

⇒間柱 105×30 ＠500 以下 
 
    
 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

189.特記仕様書 木工事に防腐･防蟻･防虫処

理の記載がありますが、施工場所が不明で

す。付属棟が該当するものと考えて宜しい

でしょうか。宜しい場合は処理範囲を具体

的に御指示下さい。 

(A-4) 

宜しいです。 
 
ＦＬから高さ 1.0ｍ以内の木部 

190.下記項目の参考ﾒｰｶｰ･品番がございました

ら御指示下さい。 

・2F 和室床 ﾀｲﾙ F 

・床下点検口 ｱﾙﾐ製 600 角 目地ﾀｲﾌﾟ 

・床下点検口 ｽﾃﾝﾚｽ製 600 角 防水･防

臭 

・ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 天井直付 ｱﾙﾐ ｼﾝｸﾞﾙ 

・ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ ﾀﾞﾌﾞﾙ 

・木材保護塗料 

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ A ﾊﾟｲﾝ 

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ B ｵﾆｸﾞﾙﾐ 

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ C ﾊﾞｰﾁ(ｶﾊﾞｻﾞｸﾗ) 

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ D ﾔﾏｻﾞｸﾗ 

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ E ｹﾔｷ 

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ F ﾅﾗ 

・複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ B ｲﾀﾔｶﾃﾞ 

・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.5 

・帯電防止ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t=6.5 

・体育館 鋼製床組 

・和室 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ 聚楽柄 

・掲示用ｸﾛｽ 

・網代ｸﾛｽ 

・ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞｼｰﾄ 

・屋内ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ 

・階段室 A 点字ｼｰﾄ 

・視覚障害者用点字鋲 注意喚起 

・視覚障害者用点字鋲 誘導 

・階段室 E 手摺笠木 ｺﾞﾑﾃｯｸ 

・2F 保健室 ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ 

・1F 体育館更衣室 ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ 

・洗濯機ﾊﾟﾝ 

・多目的 WC ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ 

・4F 特別支援学級 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 

・ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ｱﾙﾐ既製品 

・天井 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ架台 

 
・2F 和室床 ﾀｲﾙ F⇒株式会社 LIXIL 庵路 
150mm 角平同等以上 
・木材保護塗料⇒（株）オスモ&エーデル株式会
社オスモ同等以上 
・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ A ﾊﾟｲﾝ⇒昭和洋樽製作所 
・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ B ｵﾆｸﾞﾙﾐ⇒昭和洋樽製作所 
・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ C ﾊﾞｰﾁ(ｶﾊﾞｻﾞｸﾗ)⇒昭和洋樽製作所 
・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ D ﾔﾏｻﾞｸﾗ⇒昭和洋樽製作所 
・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ E ｹﾔｷ⇒昭和洋樽製作所 
・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ F ﾅﾗ⇒昭和洋樽製作所 
・複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ B ｲﾀﾔｶﾃﾞ⇒昭和洋樽製作所 
・体育館 鋼製床組⇒染野製作所 
・ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞｼｰﾄ⇒コクヨ東北販
売（株）アクティブホワイトウォール同等以上 
・屋内ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ⇒ハンディテクノ（株）ハンディ
ウッド同等以上 
・階段室 E 手摺笠木 ｺﾞﾑﾃｯｸ⇒ホクシヨー（株）
ゴムテック同等以上 
・多目的 WC ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ⇒設備図を確認下さい。 
・4F 特別支援学級 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ⇒小松ウオー
ル工業（株）移動間仕切り 
・天井 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ架台⇒（株）オーエス プロジ
ェクタハンガーTH-100PJ03S 同等以上 
 
その他材料について、詳細は現場にて監督員の確
認のうえ承認とする。 
 

191. A-63 図に全面寒冷紗-EP と記載がありま

すが特記なき限り幅 500mm に適用と考え

てよろしいでしょうか。又、A-63 図の範

囲以外に該当箇所があれば具体的な範囲

をご指示願います。 

（A-6.A63） 

宜しいです。 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

(建具) 

192.小体育館 1F ｷｰﾌﾟﾗﾝ、Xb1-b2 間に WD-b108

がありますが､これは建具表より WD-b104

と読み替えて宜しいでしょうか。御指示下

さい。 

(A-71･89) 

建具表より WD-b108 であり、WD-b104 は該当な
しとしる。 

193.3F ｷｰﾌﾟﾗﾝ､X6 通りの便所 3-d の洗面ｶｳﾝﾀｰ

左横の袖壁小口に一方枠の図示がありま

せんが、建具表の SF-302 が付くと考えて

宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-41･73･86) 

宜しいです。 
 
 
 
 
 
 
 
 

194.4F ｷｰﾌﾟﾗﾝ、X2-3 通り間の便所 4-f の PS

に LSD-301 がありますが､これは建具表よ

り LSD-402 と考えて宜しいでしょうか。御

指示下さい。 

(A-74･85) 

宜しいです。 
 
 
 
 
 
 
 
 

195.小体育館 4F ｷｰﾌﾟﾗﾝ、ｼｬﾜｰ室に AF-b402 の

建具記号がありますが､これは無しと考え

て宜しいでしょうか。御指示下さい。 

(A-45･74･89) 

アルミ四方枠ことである。 
 
 
 
 
 
 
 

196.SD-108 のｹ所数について､建具表は 2 ｹ所

で、ｷｰﾌﾟﾗﾝでは 3 ｹ所となっています。ｷｰ

ﾌﾟﾗﾝを正と考えて宜しいでしょうか。御指

示下さい。 

(A-71･81) 

宜しいです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

197.SD-204 のｹ所数について､建具表は 2 ｹ所

で、ｷｰﾌﾟﾗﾝでは 3 ｹ所となっています。ｷｰ

ﾌﾟﾗﾝを正と考えて宜しいでしょうか。御指

示下さい。 

(A-72･82) 

宜しいです。 
 
 
 
 
 
 
 
 

198.ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具の断熱性能について記載が

ありません。H-2 程度と考えてよろしいで

しょうか。 

(A-4)  
 

断熱性能は H-3 とします。 
なお、風圧力について地表面粗度区分をⅡと

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

(外構) 

199.特記仕様書(1)第 1 章一般共通事項におい

て､敷地境界の復元の記載が有りますが､

復元本杭の仕様及び設置場所が不明です｡

詳細を御指示下さい｡ 

(A-1) 

 
北東部コンクリート土留基礎部分、正門、東側
階段部分において既設境界杭を復元するもの
とします。 

200.特記仕様書(7)第 22 章舗装工事において､

路床土の支持力比(CBR)試験を行うと記載

が有りますが､回数が不明です｡試験実施

回数を御指示下さい｡ 

(A-7) 

2 箇所×2回。 
 

201.現況図において､校舎側 FH26.00､ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

側 FH30.00 と記載が有りますが､現況地盤

ﾚﾍﾞﾙを示すと考えて宜しいでしょうか｡御

指示下さい｡ 

(A-17) 

宜しいです。 

202.2 階平面詳細図(1)Y1 通り柱際において､

雨水桝の記載が有り､外構工事と指示が有

りますが､外構図雨水排水平面図では､桝

の位置が異なります｡外構図雨水排水平面

図を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示

下さい｡ 

宜しいです。 

203.施設平面図 両開門扉 2･3 において､凡例

では各 1 箇所と記載が有りますが､平面図

では両開門扉 2 が 2 箇所､両開門扉 3 が 0

箇所となっており相違しています｡凡例数

量を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示

下さい｡ 

(A-226) 

宜しいです。 

204.外構工作物において､参考内訳で一部(補

助対象外)とし､区分計上されております

が､設計図書に区分指示が見当たりませ

ん｡区分該当項目は､参考内訳に倣うと考

えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-226) 

区分該当項目は参考数量内訳書に倣います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

205.舗装平面図 CP1 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 1 において､

凡例では 33.0 ㎡と記載が有りますが､平

面図では 40.7 ㎡となり相違しています｡

平面図を正と考えて宜しいでしょうか｡御

指示下さい｡ 

(A-229) 

宜しいです。 
 
 
 
 
 
 
 
 

206.舗装詳細図 CA1 ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 1 におい

て､多目的ｽﾍﾟｰｽはｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ舗装と

するとありますが､内容が不明です｡ﾃﾞｻﾞｲ

ﾝ舗装詳細を御指示下さい｡ 

(A-230) 

3 色程度の色分けとする。 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

207.舗装詳細図において､以下に示す項目のﾒｰ

ｶｰ仕様･品番を御指示下さい｡ 

(A-230) 

･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 1･2 

･ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ 

･視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 

･外用磁器質ﾀｲﾙ 150 角 

･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 1･2 

･ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ 

･視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 
については、メーカー指定は無し。一般品とす
る。ILB は 3 色以上、直線配置。貼パターンを
作成して決定する。 
･外用磁器質ﾀｲﾙ 150 角タイルは特記仕様書記
載のタイル A 

208.視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸにおいて､点状･線状

の設置詳細が不明です｡それぞれの配置ﾌﾟ

ﾗﾝを御指示下さい｡ 

(A-230) 

始、終点、折点が点状、それ以外は線状。舗装
平面図に概略で表記。 

209.ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 2 詳細図において､化粧目地､

伸縮目地の記載が有りますが､設置間隔が

不明です｡化粧目地@3000､伸縮目地@10000

と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ

い｡ 

(A-230) 

宜しいです。 

210.ﾀｲﾙ舗装詳細図において､校舎躯体と差筋

により連結と有りますが､詳細が不明で

す｡異形鉄筋 D13 L=1040 @200 と仮定して

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-230) 

宜しいです。 

211.ﾌﾟﾗ土留において､凡例では 328.5m と記載

が有りますが､平面図では 195m となり相

違しています｡平面図を正と考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡ 

(A-231) 

328.5m が正。外周部に設置。 

212.排水詳細図(1)雨水桝において､配筋要領

が不明です｡D10@200 ｼﾝｸﾞﾙ､端部 D13 を見

込むと考えて宜しいでしょうか｡御指示下

さい｡ 

(A-234) 

宜しい。 

213.雨水桝詳細図において､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋の耐荷

重は桝ﾘｽﾄを参照すると指示が有ります

が､桝ﾘｽﾄに耐荷重の指示が有りません｡各

桝ごとの蓋耐荷重を御指示下さい｡ 

(A-234･240) 

別紙参照。 
 
 
 
 
 
 

214.排水詳細図(1)､外構詳細図(12)において､

特記事項(岩石の機械土工)の記載が有り､

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ東側と西側で岩石出現天端ﾚﾍﾞﾙの

違いが有るようですが､境界線が不明で

す｡岩天端ﾚﾍﾞﾙ-300 と-1000 のそれぞれの

範囲を平面図にて御指示下さい｡ 

(A-234･252) 

 
別紙「宅地仕上げ工平面図」参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

215.上記､岩石において､ｸﾞﾗﾝﾄﾞ南側及び校舎

建設範囲においても､岩石埋設の場合は岩

石出現天端ﾚﾍﾞﾙを御指示下さい｡ 

(A-234･252) 

 
№214 の回答による。 
 
 

216.屋外設備機器置場詳細図において､各設備

基礎の断面､配筋､地業､根入等詳細を御指

示下さい｡ 

(A-265) 

・非常発電機機械基礎 W1180×L2630×H=GL
＋400 根入れ GL-350 Fc21 S15 D16@200 ﾀﾞﾌﾞ
ﾙｸﾛｽ 側面D13@200 捨コンt50 砕石t100再生
砕石(RC-40)。 
 
・燃料小出槽(油庫)機械基礎 W2450×L3200
×H=GL＋400 根入れ GL-350 Fc21 S15 D16@200
ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾛｽ 側面D13@200 捨コンt50 砕石t100
再生砕石(RC-40)。 
 
・ｶﾞｽﾊﾞﾙｸ機械基礎 W2400×L4400×H=GL＋400 
根入れ GL-350 Fc21 S15 D16@200 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾛｽ 側
面 D13@200 捨コン t50 砕石 t100 再生砕石
(RC-40)。  
 
・受水槽機械基礎 W4400×L3500×H=GL＋600 
根入れ GL-350 のべた基礎と、下部スラブ t200
でW400×L2974×H=GL＋600 根入れGL-350の
ゲタ基礎 3本が一体化しています。 
（投影形状で W4400×L6474） 
べた基礎部 D16@200 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾛｽ 側面 D13@200 
ゲタ基礎部 頂部 3-D16 側面 D13@200 
下部スラブ  上端筋 D13@200 クロス 下端筋
D16@200 クロス 
Fc21 S15 捨コン t50 砕石 t100 再生砕石
(RC-40)。 
 

217.以下､囲障､門扉等の基礎に配筋がありま

せん｡無筋と考えて宜しいでしょうか｡有

筋の場合は､各配筋を御指示下さい｡ 

･ｹﾞｰﾄ門扉基礎 (A-248) 

･ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ門扉基礎 (A-249) 

･ﾌｪﾝｽ 2 基礎 (A-250) 

･門扉 1.2.3 基礎 (A-251) 

･防球ﾈｯﾄ基礎 (A-252) 

･ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ基礎 (A-252) 

･ｹﾞｰﾄ門扉基礎 (A-248) 
t200 FC18-8-25 異形鉄筋 D13 @200 ﾀﾃﾖｺﾀﾞ
ﾌﾞﾙ配筋程度 
 

･ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ門扉基礎 (A-249) 
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄは異形鉄筋 D13 @200 ﾀﾃﾖｺﾀﾞﾌﾞﾙ
配筋程度 
 

･ﾌｪﾝｽ 2 基礎 (A-250) 
異形鉄筋 主筋 4-D13 ﾊﾗ筋 2-D19 ST D10 
@200 程度 
 
･門扉 1.2.3 基礎 (A-251) 
異形鉄筋 D10 @200 ﾀﾃﾖｺ 砕石地業 t100 再
生砕石(RC-40)程度 
 
･防球ﾈｯﾄ基礎 (A-252) 
異形鉄筋 D13 @200 ﾀﾃﾖｺｺﾗﾑ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ H1650
×450Φは異形鉄筋 主筋 8-D13 HOOP D10 @100 
捨ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ  t50 砕石地業 t150 再生砕石
(RC-40)程度 
 
･ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ基礎 (A-252) 
異形鉄筋 D13 @200 ﾀﾃﾖｺﾀﾞﾌﾞﾙ配筋 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ 
t50 砕石地業 t150 再生砕石(RC-40)程度 
 

218.参考内訳 P413 において､盛土と有ります

が､計上数量対象範囲が不明です｡当該工

種に計上する盛土の範囲を御指示下さい｡ 

(A-225) 

外構階段部、擁壁１，２、タイル舗装部とする。 
 
 
 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

(設備) 

219.総合調整 「室内気流及び塵埃の測定」に

印がありますが、パーティクルカウンター

による清浄度測定と考えて宜しいでしょ

うか。御指示下さい。 

（M-01） 

測定方法について指定はしませんが、正確に測
定できる方法で計測してください。 
 
 

220.区分表 消火器本体が給排水設備工事と

なっていますが、給排水設備図・参考数量

表に詳細がありません。別途工事と考えて

宜しいでしょうか。本工事の場合、意匠図

A35-55 を参考と考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。 

（A-9） 

消火器本体は、工事区分表の通り機械設備工事
とします。数量は、校舎内は、A35-55 を参考
に算出ください。また、キュービクル置場、バ
ルクタンク置場にもABC10形をSUS製ボックス
内に納めるよう、それぞれ 1組づつ見込んでく
ださい。 

221.機器表 BG-01 ﾊﾞﾙｸ貯槽（980ｋｇ）２基

となっていますが、仕様の記載がありませ

ん。詳細をご指示下さい。 

また、参考内訳書では１基と記載がありま

すが、図面を正とし２基と考えて宜しいで

しょうか。御指示下さい。 

（M-04） 

バルク貯槽の仕様はつぎのとおりです。 

  型式：バルク貯槽 

  設置区分：地上設置形（縦置、胴取出） 

  充填ガス：液化石油ガス 

  内容積：2440Lit 

  充填ガス量：980kg 

  設計圧力：1.8MPa 

  設計温度：40℃ 

  胴体：SM520B 

  鏡板：SM520B 

  吊金具：SS400 

  脚：SS400 

  ノズル（ネック）：S20C 

  サイフォン管：STPG370 

  プロテクター：SS400 

  ボルト・ナット：SUS304 

   

  附属品は次の通りです。 

  蒸発器（ガス燃焼式温水器による）、給湯

器、二段二次式調整器（×2）、高圧認定バ

ルブ（×2）、32A ボールバルブ（×2）、圧

力計 75φ（0.25MPa）、圧力計（10kPa）（×

2）、ゲージ取付金具（×3）、ガスメーター、

メーターバイパスバルブ（×3）、SUS ホー

ス、50A ボールバルブ、他標準附属品共 

  

  上記のものを、図面を正とし、2基として

ください。 

 

配管については、取り出し管は、自動で切り替

える機構を有し、校舎へ 80A にて供給する

計画としてください。また、バルクへの補

給口は、それぞれに有し、安全に補給がで

きる位置に設置し、学校運営に支障なく供

給できる計画としてください。 
 



 

222.高圧引込ｹｰﾌﾞﾙ 系統の遮断電流が 12.5

ｋA となっています。ケーブルサイズを

60SQ にする必要はないでしょうか。御指

示下さい。 

（E-003,004） 

6.6kV EM-CET 60sq としてください。 

223.太陽光設備 逆電力継電器・ケーブルが受

変電設備図にありません。本工事で取付と

考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

（E-003,010) 

宜しいです。 
逆電力継電器および RP1・OV1 の制御ケーブル
は、太陽光発電工事に含めてください。 

224.高圧SC,SRが単線結線図ではL=13%となっ

ていますが、凡例・特記仕様書では L=6%

となっています。どちらを正とするかご指

示下さい。 

（E-001,004） 

高圧 SC および SR は、L=13%対応品としてくだ
さい。 
 

225.工事区分 【中央監視装置及び中央監視部 

分】【盲人誘導鈴】が電気設備に印があり

ますが、電気設備図に仕様がありません。

別途工事と考えて宜しいでしょうか。御指

示下さい。 

（A-9） 

不要とする。 

226.自動検針 2F 職員室へ自動検針装置の設

置がありますが、仕様が不明です。詳細を

御指示下さい。 

（E-006） 
 

集中自動検針装置は、三菱電機 B-AM-70CA 相当
品としてください。 
 
 

227.動力盤 動力制御盤【1M-3】【1M-4】の仕

様が不明です。詳細を御指示下さい。 

 （E-006,029） 

大体育館用動力盤 1M-3 および小体育館用動力
盤 1M-4 は不要です。 
 

228.太陽光電池モジュール架台のメーカーリ

ストがありませんが、ご指定無しと考えて

宜しいでしょうか。御指示下さい。 

（E-011） 

宜しいです。 
架台は指定無しとしてください。 
（メーカーリストは参考程度の扱いです。） 
 

229.外構電気図 LED 街路灯,監視カメラ,ス

ピーカー用のポールの仕様が不明です。詳

細を御指示下さい。 

（E-035,079,094） 

機器は照明ポールに取り付けします。 
照明ポールは公共品番 T4.5 相当品で重耐塩対
応としてください。 
 

230.接地工事において通常工法で規定の抵抗

値が取れるものと考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。 

（E-001） 

宜しいです。 
 

 

 

 



 

 

 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

２３１．配置予定技術者につきまして、条件を満

たす者の複数申請は可能でしょうか。ご

教示願います。 

宜しいです。 

２３２．本契約につきまして、議会の議決日はい

つ頃を想定されていますでしょうか。ご

教示願います。 

11月臨時議会での議決を想定していますが、12

月になる可能性もあります。 

２３３．建設予定地は現在造成工事中であります

がいつ頃の引渡しとなるのでしょうか。

ご教示願います。 

№３の回答によります。 

２３４．A-09図： 工事区分表において消火器本

体が給排水設備工事となっております

が、機械設備設計図並びに参考数量内訳

書に消火器の記載がありません。別途そ

の他工事と考えて宜しいでしょうか。本

工事にて設置する場合は、設置数量を御

指示願います。 

消火器本体は、工事区分表の通り機械設備工事

とします。数量は、校舎内は、A35-55を参考に

算出ください。また、キュービクル置場、バル

クタンク置場にもABC10形をSUS製ボックス内

に納めるよう、それぞれ1組ずつ見込んでくだ

さい。 

２３５．M-01図： 特記仕様書において、残土処

理を場外に搬出するように記載されて

おりますが、参考数量内訳書では構内敷

き均しとなっております。特記仕様書通

り、場外搬出処分と考えて宜しいでしょ

うか。ご教示願います。 

場外搬出処分とする。 

２３６．M-01図： 特記仕様書の給水設備におい

て子メーターは隔測メーターを取付け

るように記載されておりますが、自動制

御設備(Ｍ-62図)の管理点一覧表に水道

メーターの記載がありません。隔測メー

ターを取付けて個別型受信器を目視で

きる位置に取付けると考えて宜しいで

しょうか。 

遠隔検針盤は、電気図面にあります。 

２３７．M-01図： 排水設備の1.配管材料におい

て、排水管に排水用塩ビライニング鋼管

を使用するように記載されております

が、衛生器具接続管の記載がありませ

ん。衛生器具接続管として、耐火二層管

（ＶＰ）、ピット内及び埋設は硬質塩化

ビニル管(ＶＰ)を使用すると考えて宜

しいでしょうか。 

宜しいです。 

２３８．M-02図： 特記事項のその他に、屋外設

置の機器鋼製架台は溶融亜鉛鍍金材を

使用するように記載されておりますが、

配管並びにダクト平面図ではステンレ

ス鋼材を使用するように記載されてお

ります。特記仕様書通り、溶融亜鉛鍍金

鋼材を使用すると考えて宜しいでしょ

うか。 

機器架台は、溶融亜鉛メッキ鋼材とする。 
配管のラッキング、屋外露出ダクトはSUS製と

する。 



 

 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

２３９．M-02図： 特記事項のその他に、海浜地

区におけるベンドキャップは、ステンレ

ス製超深型を使用するように記載され

ておりますが、ダクト図ではステンレス

製深型を使用するように記載されてお

ります。海浜地区に該当せず、ステンレ

ス製深型ベンドキャップを取付けると

考えて宜しいでしょうか。 

海浜地区に該当しますが、SUS製深型ベントキ

ャップとする。 

 

２４０．M-03図： 凡例にて耐圧仕様にする範囲

が記載されておりますが、耐圧仕様の内

容が不明です。耐圧仕様にするための具

体的な内容を御指示願います。 

消防車進入路です。給水管は、土被り600mm以

上としてください。マンホール蓋は、耐圧25

ｔ以上とし、600mmより浅い排水管については、

コンクリートによる保護を施してください。 

 

２４１．M-04図： 機器表においてバルクタンク

を2台設置するように記載されておりま

すが、機器仕様並びにM-22図にタンク廻

りの配管の記載がありません。参考数量

内訳書では１台記載されておりますが、

配管数量の記載がありません。機器仕様

及びバルクタンク廻りの配管図を配布

願います。 

№２２１の回答によります。 

２４２．M-04図： ２階小学校保健室シャワー用

WHG-03が参考数量内訳書に記載されて

おりませんが、機器表通りに設置すると

考えて宜しいでしょうか。 

設置します。 

２４３．M-06図： 系統図において共同調理室系

統の給水管に水道メーターを取付ける

ように記載されておりますが、配管図に

記載がありません。天井内分岐箇所に水

道メーターを取付けると考えて宜しい

でしょうか。 

宜しいです。 

２４４．M-08図： １階ゴミ庫に集水桝を設置す

るように記載されておりますが、床下ピッ

トのため、コンクリート桝を設置すること

ができません。ステンレス製吊桝を設置す

ると考えて宜しいでしょうか。 

宜しいです。 

２４５．M-14・M-15図： 駐車場内の給水、給湯

管に凍結防止ヒーターを巻くように記載

されておりますが、保温外装の仕様が不明

です。参考数量内訳書通り、天井内、パイ

プシャフト内アルミガラスクロス仕上げ

とし、保温厚は屋内基準と考えて宜しいで

しょうか。 

保温仕様は、屋外露出仕様としてください。 

２４６．M-14・M-15図： 駐車場内の排水管(M47

図ドレン管共)の保温の仕様が不明です。

参考数量内訳書通り、天井内、パイプシャ

フト内アルミガラスクロス仕上げとし、保

温厚は屋内基準と考えて宜しいでしょう

か。 

保温仕様は、屋外露出仕様としてください。 



 

 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

２４７．M-15図： 屋外手洗場の給水管に不凍水

抜栓並びにボックスを取付けるように記

載されておりますが、床下が駐車場のた

め、水抜き排水と雨水が駐車場に流れ込ん

でしまいます。駐車場内に階上水抜栓を取

付けて、排水は駐車場内集水桝に接続する

と考えて宜しいでしょうか。 

宜しいです。 

２４８．M-22図: 加圧給水ポンプからの主管100

Ａから付属棟・散水系統50Ａが分岐し、更

に付属棟系統50Ａと散水系統50Aに分かれ

ておりますが、散水系統は配置図(Ｍ-03

図)で32Ａとなっております。散水系統は

分岐部分から32Ａで配管すると考えて宜

しいでしょうか。 

32Aとする。 

２４９．M-37～M-39図： パッケージエアコンの

室外機に防雪フードを取付けるように記

載されておりますが、材質並びに取付け箇

所が不明です。ステンレス製の防雪フード

を、吹出側に取付けると考えて宜しいでし

ょうか。 

宜しいです。 

２５０．M-37・M-41図： 機器表において２階職

員室のパッケージエアコンPAC-207及び全

熱交換器HEU-207のリモコンスイッチが1

個と記載されておりますが、自動制御設備

図(Ｍ-64図)では、２ヵ所に取付けるよう

に記載されております。パッケージエアコ

ン及び全熱交換器のリモコンスイッチは

２個と考えて宜しいでしょうか。 

自動制御図を正として2個とする。 

２５１．M-38図： 機器表においてPAC-227の機

器名称に寒冷地仕様と記載されておりま

すが、記載されております機器の能力では

寒冷地仕様の４方向カセット機がありま

せん。寒冷地仕様の壁掛ルームエアコンも

しくは一般仕様のセパレートエアコン４

方向カセットのどちらを設置するか御指

示願います。 

一般型とする。 

２５２．M-38図： ３階職員室のパッケージエア

コンPAC-311が参考数量内訳書に記載され

ておりませんが、機器表通りに設置すると

考えて宜しいでしょうか。 

機器表の通り、メディアセンターに設置する。 

２５３．M-38図： 機器表においてPAC-218及び

PAC-219を２台設置するように記載されて

おりますが、配管平面(Ｍ-47図)では１台

となっております。平面図通り１台設置す

ると考えて宜しいでしょうか。 

PAC-218は2台設置、PAC-219は1台設置とする。 



 

 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

２５４．M-42図： 換気ファンの機器表において、

FE-121～FE-130及びFE201～FE-203の厨房

用ストレートシロッコファンに強弱スイ

ッチを付属するように記載されておりま

すが、厨房用ストレートシロッコファンが

単ノッチ機種のため、強弱の切替運転がで

きません。強弱切替なしのＯＮ/ＯＦＦリ

モコンスイッチを付属すると考えて宜し

いでしょうか。 

ON/OFFリモコンとする。 

２５５．M-42・M-43図： 換気ファンの機器表に

おいて、リモコンスイッチを付属するよう

に記載されておりますが、自動制御設備図

に配線工事の記載がありません。リモコン

スイッチは電気設備側に支給して配線工

事を行うと考えて宜しいでしょうか。 

ファンのスイッチは、電気工事に支給です。配

線は、電気工事にて行います。 

２５６．M-46図： 直天の機械室1-ａ並びに倉庫

1-ａに冷媒配管を吊込むように記載され

ておりますが、特記仕様書に冷媒配管の仕

上げの記載がありません。被覆銅管表しと

考えて宜しいでしょうか。 

屋内露出仕様とする。 

２５７．M-46図： 駐車場内に室外機を取付ける

ように記載されておりますが、駐車場内

露出の冷媒配管の外装は屋外と同じくＳ

ＵＳラッキングで仕上げると考えて宜し

いでしょうか。 

SUSラッキングとする。 

２５８．M-51図： 洗浄室及びアレルギー対応食

調理室の制気口リストに風量の異なる排

気口が記載されておりますが、平面図で

１ヵ所となっておりますので、排気ファ

ンと同風量の排気口を１個取付けると考

えて宜しいでしょうか。 

宜しいです。 

２５９．M-51図： 全熱交換器の排気を廊下２ｂ

にパスとして吹出しておりますが、制気

口リストと機器表とで風量が異なってお

ります。風量の大きいHEU-217に合わせて

VHS200×200を４個取付けると考えて宜

しいでしょうか。 

宜しいです。 

２６０．M-51図： 全熱交換器の排気を廊下２ｃ

にパスとして吹出しておりますが、制気

口リストと機器表とで風量が異なってお

ります。風量の大きいHEU-209に合わせて

VHS250×250を１１個取付けると考えて

宜しいでしょうか。 

 

 

宜しいです。 



 

 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

２６１．M-57図： フードリストに給排気フード

を取付けるように記載されております

が、給気口の仕様(形状、寸法)の記載が

ありません。給気口の仕様を御指示願い

ます。 

二重フードとする。 

２６２．E-003 E-004図： 高圧引込ケーブルに

ついて、6.6kV EM-CET38ｓｑと記載があ

りますが、系統の遮断電流が12.5ｋＡと

なっているためケーブルサイズは60sqを

必要とします。60sqにて見込んでよろし

いでしょうか。 

宜しいです。 

6.6kV EM-CET 60sq とする。 

 

２６３．E-003 E-010図： 太陽光設備図におい

てRPR：逆電力継電器が受変電設備図にあ

りませんが、見込むことでよろしいでし

ょうか。また、継電器からのケーブル

EM-CEE2sq-2cも含みます。 

宜しいです。 
逆電力継電器およびRP1・OV1の制御ケーブル

は、太陽光発電工事に含めてください。 

 

２６４．E-001 E-004図： 高圧SC、SRにおいて、

単線結線図ではL=13％となっております

が、凡例、特記仕様書はL=6%となってお

ります。どちらを正とするのかご指示願

います。 

高圧 SC および SR は、L=13%対応品とする。 
 

２６５．【電気共通】 接地工事について、規定

の抵抗値が取れるものとして通常工法に

てお見積りすることとしますが宜しいで

しょうか。 

宜しいです。 

 

  

２６６．E-002 E-011図： 太陽電池モジュール

架台のメーカーリストがございません

が、ご指定はございましたでしょうか。

ご指示願います。 

架台は指定無しとする。 
（メーカーリストは参考程度の扱いです。） 
 

２６７．M-01図： 特記仕様書にて「厨房器具設

備」に○印がありますが、図面が見受け

られません。「厨房器具設備」は別途工事

でよろしいでしょうか。 

厨房機器は、建築工事です。 

２６８．M-04 M-22図： 機器表にバルクタンク

の仕様明細が見受けられません。また、

詳細図にバルクタンク廻りの詳細配管も

見受けられません。ご指示願います。 

№２２１の回答による。 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

（共通）  
２６９．配置技術者について、参加条件を満たす複

数人での参加申請を行い落札候補者になっ

た場合、提出した技術者から 1 名を選択し

配置することは可能でしょうか。ご教示願

います。 

 
宜しいです。 
 
 
 
  
 

２７０．入札公告の 8(2)において「自社の様式を使

用する場合には、必ず項目（工事区分､工種､

名称､数量､単位等）は閲覧した内訳書と同

様のものを記載すること」とありますが、

閲覧した内訳書には「記載されている数量

は参考数量」とあります。数量以外の工事

区分､工種､名称､単位等も参考と考えて宜

しいでしょうか御指示下さい｡  

 
宜しいです。 
 
 
 
 

＜建築工事＞  
(構造_校舎、小・中学校体育館棟)  
２７１．<S-4> 地中梁天端の増打補強は配筋標準

図の梁の打増しによると考えて宜しいで

しょうか。御指示下さい。  

宜しいです。 

２７２．<参考数量内訳> 校舎棟土工事の岩掘削の

範囲・深さ等を御指示下さい。  
  

範囲は別紙参照ください。深さは躯体寸法から設
定ください。 
 

２７３．<参考数量内訳> 中学校体育館土工事の岩

掘削の範囲・深さ等を御指示下さい。  

範囲は別紙参照ください。深さは躯体寸法から設
定ください。 
 

２７４．<参考数量内訳> 外構付属棟土工事の岩掘

削の範囲・深さ等を御指示下さい。  
  

範囲は別紙参照ください。深さは躯体寸法から設
定ください。 
 

２７５．参考数量内訳書の土工事に岩掘削数量の記

載がありますが、実際の施工時の数量と差

異があった場合は、別途精算対象になると

考えて宜しいでしょうか御指示下さい｡  

精算対象とするが、工期内に議決を含めた契約変
更ができない場合は協議を要す。 

２７６．A-2 図 土工事 建設発生土の処理の項目

で、搬出場所が 2.0km と 60km と記載があ

ります。指定場所がありましたら御指示下

さい｡  

2.0 ㎞は女川町石浜字高森地内、 
60 ㎞の場所は、№８回答のとおりです。 

２７７．杭発生残土(泥土)の処分地がありましたら

御指示下さい｡  

指定していません。 

２７８．杭工事の試験掘により杭長変更となります

が、決定までの施工日数による工期延伸と

費用は精算されるものと考えて宜しいでし

ょうか御指示下さい｡ 

費用の精算はあり得ますが、工期は原則、延伸し
ません。 

２７９．A-2 図 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 高性能 AE 減水剤の記

載がありますが、参考数量内訳書には記載

がありません。適用しないと考えて宜しい

でしょうか御指示下さい｡  
  

高性能 AE 減水剤の使用は調合計画に応じて適
宜ご判断ください。参考数量では高性能 AE 減水
剤は使用していません。 
 
 



質  疑  事  項 回  答  事  項 

２８０．A-36A 図 ﾌｧﾌﾞﾃﾞｯｷの記載がありますが、

在来工法とﾌｧﾌﾞﾃﾞｯｷのいずれでも良いと考

えて宜しいでしょうか御指示下さい｡  
   

宜しいです。 

(外部_体育館棟)  
２８１．<A-30.143> 雪止め金物設置位置が 4 階平

面図と部分詳細図(27)で相違が有ります。4
階平面図を正と考えて宜しいでしょうか。御

指示下さい。   

宜しいです。 

(外部_ﾌﾟｰﾙ棟)  
２８２．<A-119> ﾌﾟｰﾙの ECP 足元水抜きﾊﾟｲﾌﾟの

＠は＠3000 程度と考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。  

宜しいです。 

２８３．<A-57.105> ﾌﾟｰﾙ更衣室軒天塗装が断面詳

細図(2)では EP 塗､天井伏図では NAD 塗と

相違しています。天井伏図を正と考えて宜し

いでしょうか。御指示下さい。  

宜しいです。 

２８４．<A-57.61.145> ﾌﾟｰﾙ更衣室幕板が断面詳

細図ではｹｲｶﾙ板ですが部分詳細図では耐火

野地板下地屋根同材になっています。ｹｲｶﾙ

板を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下

さい。 

部分詳細図が正。 

 (外部_校舎棟)  
２８５．<A-60.61.102> 駐車場天井木毛ｾﾒﾝﾄ板の

施工範囲が断面詳細図と天井伏図で相違し

ています。断面図の範囲を正と考えて宜しい

でしょうか。御指示下さい。  

天井伏せ図が正。 

２８６．<A-37.61> 駐車場二重壁点検口はｽﾁｰﾙ DP
塗装と考えて宜しいでしょうか御指示下さ

い。 

アルミ製とする。 

２８７．<A-10> 外部仕上表駐車場の歩行者用床塗 

装の床塗装は、Y1 通りと Y1+2000 の W850
の範囲と考えて宜しいでしょうか。御指示下

さい。   

車路の両側及び、風除室前とする。 
 

２８８．<A-65> 階段 D の壁仕上は、撥水剤仕上

と考えと宜しいでしょうか。御指示下さい。  
  

宜しいです。 

２８９．<A-127> 作業ｽﾍﾟｰｽと駐車場の間仕切は、 
ALCt100 下地吹付ﾀｲﾙと考えて宜しいでし

ょうか。御指示下さい。 
 

宜しいです。 

２９０．<A-42.61.33> 屋根 D が平面図では金属屋

根 になっていますが、断面詳細図･立面図

では陸屋根になっています。陸屋根を正と考

えて宜しいでしょうか。御指示下さい。  
  

宜しいです。 
 
 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

２９１．<A-10.124> 旗ﾎﾟｰﾙの高さが仕上表では

H6000、部分詳細図では H7000 と相違し

ています。 
H7000 を正と考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。  
  

宜しいです。 

２９２．<A-47> 屋上 E 太陽光ﾊﾟﾈﾙ基礎の仕様･寸

法を御指示下さい。  
  

形状は部分詳細図（4）設備基礎 E と同等とお考
え下さい。H=600 として下さい。 
 

２９３．<内訳書 P62> 校舎(放課後児童ｸﾗﾌﾞ除く)
防水工事･左官工事外部の範囲が不明で

す。御指示下さい。  

図 A-126 D10-5 デッキテラス管理扉のフェン

ス基礎、D10-6 創作テラスの格子フェンス基礎、

図 A-127 D11-2 屋上アルミ金属パネル基礎に

係る工事です。 
 

    (内部_中学校体育館)  
２９４．<A-6．141>大体育館の床:複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ B

にて現場塗装仕上が下記の様に相違して

います。 
②部分詳細図(25)を正と考えて宜しいで

しょうか。御指示下さい。  
① 特記仕様(6)  

･･･ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗  
②  部分詳細図(25)  

･･･環境対応型油性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗 1 液  
3 回塗装  

  

宜しいです。 

２９５．<A-141>大体育館収納にて床:ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=15
塗装品 直張部(斜線部)にてﾒｰｶｰ名･品番が

不明です。御指示下さい。  
  

アリーナ部と同材。 

２９６．<A-88>ｻｯｼ AW にて額縁仕様はﾀﾓ集成材

+UC 塗と考えて宜しいでしょうか。御指示

下さい。 
  

宜しいです。 

２９７．<A-59．117>外壁 RC 面にて断面詳細図・

部分詳細図に断熱材打込 t=25 と有りますが

仕様はﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ打込と考えて宜しいでし

ょうか。 
御指示下さい。  

宜しいです。 

２９８．<A-10．61>仕上表特記仕様書にて｢外部ｺ

ﾝｸﾘｰﾄ化粧打放面には撥水剤 2 回吹付｣と有

りますが、内部ｺﾝｸﾘｰﾄ化粧打放面はｺﾝｸﾘｰﾄ

化粧打放補修 仕上と考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。  
  

宜しいです。 

２９９．<A-50.117>壁:ｼﾅ合板の LGS 壁面にて下

地は下記の様に考えて宜しいでしょうか。御

指示下さい。  
○ ｼﾅ合板の LGS 壁面下地  
･木胴縁横:21×45@450+PBt=9.5+12.5  

  

宜しいです。 
 
 
 
 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

３００．<A-150>ｽﾃｰｼﾞ下部の収納台車にて部分詳

細図に飾り板表面仕上(建築工事)と有りま

すが、仕様はｼﾅ合板 t=15+OSC 塗と考えて

宜しいでしょうか。御指示下さい。  
  

 
宜しいです。表面仕上げは本工事である。 
 
 

３０１．<A-88>木製建具 WD にて沓摺仕様は、  
ｽﾃﾝﾚｽ FB-4×12 と考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。  
  

宜しいです。 
 
 
 

３０２．<A-6．11．56>器具庫(C)の外壁 RC 面･梁

型 RC 面･ｽﾗﾌﾞ下(折返し部)にて仕上表･断面

詳細図に断熱材表しと有りますが、特記仕様

に硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 t=20 と有ります。仕様

は特記仕様を正と考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。  
  

宜しいです。 
 
 
 
 
 

３０３．<A-53>PS にて床仕上は、ﾓﾙﾀﾙ金鏝仕上と

考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。  
  

校舎の PS に同じ（RC 直押さえ、防塵塗装） 
 
 

３０４．<A-146>大体育館にて 1 階 AWa-101 にて

CR と記載とが有りますが、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ付ｶｰﾃ

ﾝﾚｰﾙと考えｶｰﾃﾝﾚｰﾙ仕様はｽﾃﾝﾚｽ ﾀﾞﾌﾞﾙと考

えて宜しいでしょうか。御指示下さい。  

宜しいです。 
 
 
 
 
 

３０５．<A-5.88>特記仕様にて木製建具枠仕様は

桧と有りますが、正と考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。  

宜しいです。 
 
 
 

３０６．<A-104.114.S-51.57.59>3 階天井伏図･建

具詳細図･立体ﾄﾗｽ伏図にて鉄骨立体ﾄﾗｽ･鉄

骨母屋･鉄骨胴縁等の見掛り仕上は、SOP 塗

と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

宜しいです。 
 
 
 
 
 

３０７．<A-66>大体育館の鉄骨階段の段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

にて階段詳細図に記載が有りませんが、必要

と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

宜しいです。 

３０８．<A-16>放送室 A にてﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄのﾒｰｶｰ名･

品番が不明です。御指示下さい。 

GA100 程度。 

(内部_小学校体育館)  
３０９．<A-6．142>小体育館の床:複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ B

にて現場塗装仕上が下記の様に相違してい

ます。 
③ 分詳細図(25)を正と考えて宜しいでしょ 
うか。御指示下さい。  
① 特記仕様(6)  

･･･ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗  
②  部分詳細図(26)  

･･･環境対応型油性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗 1 液  
3 回塗装  

  

宜しいです。 
 

 



質  疑  事  項 回  答  事  項 

３１０．<A-142>小体育館収納にて床 :ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 
t=15 塗装品 直張部(斜線部)にてﾒｰｶｰ名･

品番が不明です。御指示下さい。  

アリーナ部と同材 

３１１．<A-89>ｻｯｼ AW にて額縁仕様はﾀﾓ集成材

+UC   塗と考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。 

宜しいです。 

３１２．<A-61．117>外壁 RC 面にて断面詳細図・

部分詳細図に断熱材打込 t=25 と有ります

が、仕様はﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ打込と考えて宜し

いでしょうか。御指示下さい。  

宜しいです。 

３１３．<A-53.54.117>壁:ｼﾅ合板の LGS 壁面にて

下地は下記の様に考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。  
○ ｼﾅ合板の LGS 壁面下地  
･木胴縁横:21×45@450+PBt=9.5+12.5  

宜しいです。 

３１４．<A-71.89>小体育館の WDb-108 にてｷｰﾌﾟ

ﾗﾝには 1 ｹ所と記載が有りますが、建具表は

数量 0 ｹ所と相違しています。ｷｰﾌﾟﾗﾝを正と

考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。  

宜しいです。 

３１５．<A-147>小体育館にて 1 階 AWb-101･102
にて CR と記載とが有りますが、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

付ｶｰﾃﾝﾚｰﾙと考え、ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ仕様はｽﾃﾝﾚｽﾀﾞﾌﾞ

ﾙと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

宜しいです。 

３１６．<A-26.57>地下ﾋﾟｯﾄにて内部仕上は下記の

様に考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 
① 床･･･ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 仕上  
② 壁･･･ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修 仕上  
③ ｽﾗﾌﾞ下・立下り･･･ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ打込 t=25  
④ 釜場･･･防水ﾓﾙﾀﾙ金鏝 仕上  
⑤ 排水溝･･･W150×H20 防水ﾓﾙﾀﾙ金鏝 仕

上 
  
 
 

 
 
① 宜しいです。  
② 宜しいです。 
③ 宜しいです。 
④ パラテックス B-2  
⑤ 宜しいです。 
 

３１７．<A-5.89>特記仕様にて木製建具枠仕様は

桧と有りますが、正と考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。 
  

宜しいです。 
 
 

(内部_ﾌﾟｰﾙ更衣室)  
３１８．<A-16>ﾌﾟｰﾙ機械室の防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ内に

て溶接金網は必要と考え、種類は 6φ-100×
100 と考えて宜しいでしょうか御指示下さ

い。  
  

宜しいです。 

３１９．<A-16.55>ﾌﾟｰﾙ機械室にて仕上表に壁:耐火 
ﾊﾟﾈﾙと有りますが、平面詳細図に記載が有り 
ません。耐火ﾊﾟﾈﾙの仕様･範囲を御指示下さ

い。  
  

機械室は内装が仕上げが無いため。外壁スパン
ドレル部裏の耐火パネルがあらわしとなって
いることを示しています。 



質  疑  事  項 回  答  事  項 

３２０．<A-57>ﾌﾟｰﾙ更衣室等の外壁廻りにて断面

詳細図に断熱材の記載が有りませんが、断熱

材は不要と考えて宜しいでしょうか。尚、必

要の場合は仕様･厚みを御指示下さい。  
  

更衣室のみ、RC 壁部に 押し出しポリスチレ
ンフォームｔ25 

 (内部_校舎棟)  
３２１．<A-11.30.60.142> 柔剣道場床に畳寄せの

記載がありますが、床中央部に畳敷きがある

のでしょうか。畳敷きがあれば畳仕様.畳寄

せ畳下地等の詳細を御指示下さい。  

畳寄せは別途とする。 

３２２．<A-36> 柔剣道場に収納がありますが、収

納仕上.棚板等の詳細を御指示下さい。  

国土交通省建築工事標準詳細図 6-46 と同様と
する。 
 

３２３。<A-62> 階段 E 上部ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ部床は、ｺﾝ

ｸﾘｰﾄ金鏝素地と考えて宜しいでしょうか。御

指示下さい。  

宜しいです。 

３２４．<A-6.12> 壁仕上表の VC は、特記仕様書

の壁紙張りの VS と考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。  

宜しいです。 

３２５．<A-59> ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ部のﾌｶｼ梁型は、 
LGS+PBt=12.5 に EP-G 塗、壁がｸﾛｽの場合

はｸﾛｽ張りと考えて宜しいでしょうか。御指

示下さい。  

宜しいです。 

３２６．<A-13>  2 階昇降口の天井人工木の仕様

及び塗装仕様を御指示下さい。  

ハンディテクノ（株）ハンディウッド ルーバ
ー25 ゼロライン同等以上とする。 
 

３２７．<A-36>  壁種凡例の A 等で RC 面のﾎﾞｰﾄﾞ

下地は LGS65 形と考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。   

A は下地が LGS の場合です。RC 面が下地と
なる場合は、表中に別途記載してあります。 

３２８．<公開数量内訳>の下記について御指示下

さい。  
①  木巾木 H=60 のｽﾌﾟﾙｰｽ.杉上小.ﾀﾓ集成材の

範囲を御指示下さい。  
②  壁･ｽﾗﾌﾞ下のﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ打込範囲(ﾋﾟｯﾄ以 
外)を御指示下さい。  
③  ｽﾗﾌﾞ裏硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付の範囲を御指示

下さい。  
④  金属工事の下り天井塞ぎﾌﾟﾚｰﾄ H=550･
1100･1500 の範囲を御指示下さい。        
⑤  小学校校舎(補助対象外)の部屋は 1階部室

1a～1d のみと考えて宜しいでしょうか。御指

示下さい。  
  

①杉上小：ランチルーム、和室 
 スプールス：会議室、相談室、校長室、応接
室、その他使い分けは部分詳細図（1）に記載
の通りです。 
 タモ集成材：３F メディアセンター、図書室
ベンチ、音楽室、小体育館、大体育館、キャッ
トウオーク 
②、③国土交通省建築工事標準詳細図、宮城県
建築・設備設計要領に従い断熱を行って下さ
い。 
④ H=550･110 は階段室 A、H=1500 は階段
室 E 
 
⑤部室は中学校校舎であり、小学校校舎にはな
い。 
 
 
 
 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

３２９．<A-12>  2 階和室踏込床ﾀｲﾙ F のﾒｰｶｰ品番

を御指示下さい。  
  

 LIXIL 庵路 150mm 角平同等以上    
 

３３０．<A-12>  ﾗﾝﾁﾙｰﾑ壁ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞｼｰﾄのﾒｰｶｰ品

番を御指示下さい。  
  

コクヨ東北販売（株）アクティブホワイトウォー
ルとなります。 
 

(内部_校舎共同調理場)  
３３１．<A-71･86> 煮炊き調理室の FS-109 は 

F-109 と考えて宜しいでしょうか。 御指示

下さい。  
  

FS-109 はスチール枠とする。 

３３２．<A-11･35･59> 構造図がない為、T300 の

配 管押えｺﾝｸﾘｰﾄの範囲が不明です。 仕上表

の RC 腰壁のある部屋は全てと考えて宜し

いでしょうか。御指示下さい。  

宜しいです。 
ただし、休憩室、事務室 1-b、便所、前室 1-b、
洗面所を除く。 
 

３３３．<A-3･11> 前問のｽﾗﾌﾞ下り部分は、防水は 
不要と考えて宜しいでしょうか。  
御指示下さい。  

  

宜しいです。 

(建具_共用部体育館)  
３３４．<A-71.84> 共用体育館(1 階)便所 1-C の片

開き戸に建具符号が有りません。LSD-111
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

  

宜しいです。 

 (建具_校舎棟)  
３３５．<A-74> Y3、X2～X3 通り PS に付きます

LSD-302をLSD-402に読替えて宜しいでし

ょうか。御指示下さい。 

宜しいです。 

(建具_ﾌﾟｰﾙ諸室)  
３３６．<A-55.74> 4 階ﾌﾟｰﾙ X11 通りに AF-b402

の建具符号が有りますが、建具表が有りませ

ん。  
    W2300×H600 と考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。  
  

宜しいです。 
 
 
 
 

３３７．<A-55.74> 平面詳細図 4 階ﾌﾟｰﾙ Yb1 通り

に 4 方枠の記載が有りますが、ｷｰﾌﾟﾗﾝ及び建

具表が有りません。AF-b403 W5200×H600
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

  
  

宜しいです。 
 

(建具_小学校体育館)  
３３８．<A-71.89> 建具表 WD-b104 において、建

具ｷｰﾌﾟﾗﾝ 1 階小体育館に符号が見当たりませ

ん。  
    無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さ 

い。 

宜しいです。 
 



質  疑  事  項 回  答  事  項 

(建具_共通)  
３３９．<A-71～89> 下記符号の建具個数がｷｰﾌﾟﾗ

ﾝと建具表で相違します。ｷｰﾌﾟﾗﾝを正と考え

て宜しいでしょうか。御指示下さい。  
                建具表        ｷｰﾌﾟﾗﾝ  
〇SD-204      2              3  
〇SW-203    記載なし         1  
〇LSD-209      2             1  
〇WD-b108      5             1  
  
  

宜しいです。 
 

＜外構工事＞  
３４０．<A-2.227.228.229.230> ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

舗装 t80 のﾒｰｶｰ及品番を御指示下さい｡  
  

メーカー指定は無し。一般品で良い。3 色以上
の直線配置で、貼パターンを作成、決定する。 

３４１．<A-2.227.228.229.230> ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
舗装 t60 のﾒｰｶｰ及び品番を御指示下さい｡  

  

メーカー指定は無し。一般品で良い。3 色以上
の直線配置で、貼パターンを作成、決定する。 

３４２．<A-227.228.229.230> 間詰用ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 1 
t50 ｺﾝｸﾘｰﾄは無筋ｺﾝｸﾘｰﾄと考えて宜しいで

しょうか｡御指示下さい｡  
  

宜しいです。 

３４３．<A-229.232> ｺﾝｸﾘｰﾄ叩き部は、溶接金網  
6φ×150×150 を見込んで宜しいでしょう 
か｡御指示下さい｡ 

 

宜しいです。 

３４４．<A-229> 区画線 W=150 白線 W=450 白線､

路面表示 W=800 緑色は溶融式と考えて宜し

いでしょうか｡御指示下さい｡   

  

宜しいです。 
 
 
 
 

３４５．<A-232> ﾚﾝｶﾞ積 花 壇基 礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ H160

×W250 は異形鉄筋 D10 @200 ﾀﾃﾖｺ程度と考

えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

  

宜しいです。 
 
 
 

３４６．<A-232> 小端積花壇基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ H350×

W250は異形鉄筋 D10 @200 ﾀﾃﾖｺ程度と考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡  

  

宜しいです。 
 
 
 

３４７．<A-233.234> 雨水桝(鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)現場

打ｺﾝｸﾘｰﾄは異形鉄筋 D10 @200 ﾀﾃﾖｺ程度と考

えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡  

  

宜しいです。 
 
 
 

３４８．<A-7> A-7 図にて排水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ強度が FC21  

になっておりますが、18-8-25 と考えて宜し

いでしょうか｡御指示下さい｡  

宜しいです。 

３４９．<A-235.240> 雨水桝(鋳鉄蓋)現場ｺﾝｸﾘｰﾄ

は異形鉄筋 D10 @200 ﾀﾃﾖｺ程度と考えて宜し

いでしょうか｡御指示下さい｡  

  

宜しいです。 

 



質  疑  事  項 回  答  事  項 

３５０．<A-233.234> 可変側溝 敷ﾓﾙﾀﾙ(1:3)は、t20

程度と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ

い｡  

  

宜しいです。 

３５１．<A-233.239> ｵｲﾙ阻集器躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ強度は 

FC18-8-25 と考えて宜しいでしょうか｡  

又､壁厚 t200 程度と考えて宜しいでしょう 

か｡御指示下さい｡  

  

宜しいです。 

３５２． <A-265> 非常発電機機械基礎は W1180×

L2630×H=GL＋400 GL-200 FC21 S18 異形鉄

筋 D13 @200 ﾀﾃﾖｺﾀﾞﾌﾞﾙ配筋 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 

砕石地業 t150 再生砕石(RC-40)程度と考

えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡  

 

 W1180×L2630×H=GL＋400 根入れ GL-350 
Fc21 S15 D16@200 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾛｽ 側面 D13@200 捨コ
ン t50 砕石 t100 再生砕石(RC-40)とする。 

３５３．<A-265> 燃料小出槽(油庫)機械基礎は

W2450×L3200×H=GL＋400 GL-200 FC21 S18 

異形鉄筋 D13 @200 ﾀﾃﾖｺﾀﾞﾌﾞﾙ配筋 捨ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ t50 砕石地業 t150 再生砕石(RC-40)程

度と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ

い｡ 

  

W2450×L3200×H=GL＋400 根入れ GL-350 Fc21 
S15 D16@200 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾛｽ 側面 D13@200 捨コン t50 
砕石 t100 再生砕石(RC-40)とする。 

３５４．<A-265> ｶﾞｽﾊﾞﾙｸ機械基礎は W2400×L4400

×H=GL＋400 GL-200 FC21 S18 異形鉄筋 

D13 @200 ﾀﾃﾖｺﾀﾞﾌﾞﾙ配筋 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕

石地業 t150 再生砕石(RC-40)程度と考え

て宜しいでしょうか｡御指示下さい｡  

  

W2400×L4400×H=GL＋400 根入れ GL-350 Fc21 
S15 D16@200 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾛｽ 側面 D13@200 捨コン t50 
砕石 t100 再生砕石(RC-40)とする。 

３５５．<A-265> 受水槽機械基礎は W4400×L6474

×H=GL＋600 GL-200 FC21 S18 異形鉄筋 

D13 @200 ﾀﾃﾖｺﾀﾞﾌﾞﾙ配筋 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 砕

石地業 t150 再生砕石(RC-40)程度と考え

て宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 

  

W4400×L3500×H=GL＋600 根入れ GL-350 のべ
た基礎と、下部スラブt200で W400×L2974×H=GL
＋600 根入れGL-350のゲタ基礎3本が一体化し
ています。 
（投影形状で W4400×L6474） 
べた基礎部 D16@200 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾛｽ 側面 D13@200 
ゲタ基礎部 頂部 3-D16 側面 D13@200 
下部スラブ  上端筋 D13@200 クロス 下端筋
D16@200 クロス 
Fc21 S15 捨コン t50 砕石 t100 再生砕石(RC-40)
とする。 
 

３５６．<A-265> 屋外設備機器置場 ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ(20
×100 @100)のﾒｰｶｰ及び品番を御指示下

さい｡ 
  

理研 SHS-2010 同等品以上 

３５７．<A-265> 屋外設備機器置場 目隠しﾊﾟﾈﾙ

(ECPW 900 t60)のﾒｰｶｰ及び品番を御指示

下さい｡  
  

（株）ノザワ アスロック 900 同等品以上 

３５８．<A-223> 駐車場案内ｽﾀﾝﾄﾞ､進入禁止ｽﾀﾝﾄﾞ､

出入口案内ｽﾀﾝﾄﾞ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ強度は FC21 

S18 程度と考えて宜しいでしょうか｡御指

示下さい｡  

  

宜しいです。 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

３５９．<A-244> ﾌﾞﾗﾝｺｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 450×450×H300

は異形鉄筋 D10 @200 ﾀﾃﾖｺ程度と考えて宜し

いでしょうか｡御指示下さい｡  

  

宜しいです。 

３６０．<A-244> ﾌﾞﾗﾝｺ安全柵ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 250×250

×H200は異形鉄筋 D10 @200 ﾀﾃﾖｺ程度と考え

て宜しいでしょうか｡御指示下さい｡  

  

宜しいです。 

３６１．<A-244> ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑｺﾝｸﾘｰﾄ布基礎 H150× 

W150 は異形鉄筋 主筋 4-D13 ST D10 @200 程

度と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さ

い｡ 

宜しいです。 

３６２．<A-244> ﾗﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 400×400×L1300

は異形鉄筋 D13 @200 ﾀﾃﾖｺ程度と考えて宜し

いでしょうか｡御指示下さい｡  

  

宜しいです。 

３６３．<A-245> 滑り台 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 650×650×

H500 及び 400×600×H200 は異形鉄筋 D10 

@200 ﾀﾃﾖｺ程度と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡   

宜しいです。 

３６４．<A-245> 低鉄棒ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 300×600×

H300は異形鉄筋 D10 @200 ﾀﾃﾖｺ程度と考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡  

  

宜しいです。 

３６５．<A-245> 高鉄棒ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500×800×

H500は異形鉄筋 D10 @200 ﾀﾃﾖｺ程度と考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい   

  

宜しいです。 

３６６．<A-245> <登り棒ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 600×600×

H600 及び 300×300×H200 は異形鉄筋 D10 

@200 ﾀﾃﾖｺ程度と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡  

  

宜しいです。 

３６７．<A-244.246> ﾌﾞﾗﾝｺ及び鉄棒部安全ﾏｯﾄ 

1400×600 が A-246 図にて 2000×1000 と相

違します｡A-246 図優先と考えて宜しいでし

ょうか｡御指示下さい｡  

  

宜しいです。 

３６８．<A-245.246> 滑り台部安全ﾏｯﾄ 2000×1000

が A-246 図にて 1400×600 と相違します｡

A-246 図優先と考えて宜しいでしょうか｡御

指示下さい｡ 

宜しいです。 

３６９．<A-6.248> 片引きｹﾞｰﾄは四国化成 SAL(F)  

H16-(R)-S H=1600 同等品と考えて宜しいで

しょうか｡御指示下さい｡  

宜しいです。 

３７０．<A-248> ｹﾞﾄ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄは t200 FC18-8-25 

異形鉄筋 D13 @200 ﾀﾃﾖｺﾀﾞﾌﾞﾙ配筋程度と考

えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡  

  

宜しいです。 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

３７１．<A-249> ｱｺｰﾃｲｵﾝ門扉のﾒｰｶｰ及び品番を御 
示下さい｡又､基礎ｺﾝｸﾘｰﾄは異形鉄筋 D13 
@200 ﾀﾃﾖｺﾀﾞﾌﾞﾙ配筋程度と考えて宜しいで

しょうか｡御指示下さい｡  
  

宜しいです。 

３７２．<A-226.250> 格子ﾌｪﾝｽ H=1500 のﾒｰｶｰ及

び  品番を御指示下さい｡  
  

四国化成 EAF3 型 H=1.5m 同等品以上とする。 

３７３．<A-226.250> 格子ﾌｪﾝｽのｺﾝｸﾘｰﾄ布基礎 
GL＋100 GL-500×250 は異形鉄筋 主筋 
4-D13 ﾊﾗ筋 2-D19 ST D10 @200 程度と考

えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡ 
  

宜しいです。 

３７４．<A-226.250> ｺﾝｸﾘｰﾄ土留基礎 H=1110～
1290×W250～700 は無筋ｺﾝｸﾘｰﾄと考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡  
  

宜しいです。 
 
 
 
 

３７５．<A-250> 現場内縁石 H100×W250 は無

筋ｺﾝｸﾘｰﾄと考えて宜しいでしょうか｡又､下

地砕石地業 t100 程度と考えて宜しいでし

ょうか｡御指示下さい｡  
  

宜しいです。 
 
下地砕石地業 t100 程度で宜しい。 

３７６． <A-226.251> 両開き門扉  H1500 ×

W2000 のﾒｰｶｰ及び品番を御指示下さい｡又､

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 350×350×H400 は異形鉄筋 
D10 @200 ﾀﾃﾖｺ 砕石地業 t100 再生砕石

(RC-40)程度と考えて宜しいでしょうか｡御

指示下さい｡  
  

四国化成 EAM3 型 H=1.5m 同等品以上とす
る。 
 
基礎は、お見込みのおとり。 
 

３７７． <A-226.251> 両開き門扉  H1500 ×

W3000 のﾒｰｶｰ及び品番を御指示下さい｡又､

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 400×400×H600 は異形鉄筋 
D10 @200 ﾀﾃﾖｺ 砕石地業 t100 再生砕石

(RC-40)程度と考えて宜しいでしょうか｡御

指示下さい｡  
 

JFE 建材フェンス TKK-SG 型同等品以上とす
る。 
基礎は、お見込みのおとり 

３７８．<A-226.251> 鹿除けﾈｯﾄ H=1800 のﾒｰｶｰ

及び品番を御指示下さい｡  
  

朝日スチール工業 製品同等品以上とする。 

３７９． <A-226.252> ﾊ ﾞ ｯ ｸ ﾈ ｯ ﾄ  H=10000 ×

W18488 のﾒｰｶｰ及び品番を御指示下さい｡

又､独立基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1100×1600×H1500
は異形鉄筋 D13 @200 ﾀﾃﾖｺﾀﾞﾌﾞﾙ配筋 捨
ｺﾝｸﾘｰﾄ  t50 砕石地業  t150 再生砕石

(RC-40)程度と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡ 
 

朝日スチール工業 製品同等品以上とする。 
基礎は、お見込みのおとり 



質  疑  事  項 回  答  事  項 

３８０． <A-226.252> ﾊ ﾞ ｯ ｸ ﾈ ｯ ﾄ  H=14700 ×

W18488 のﾒｰｶｰ及び品番を御指示下さい｡

又､独立基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 1200×2000×H1400
は異形鉄筋 D13 @200 ﾀﾃﾖｺﾀﾞﾌﾞﾙ配筋 捨
ｺﾝｸﾘｰﾄ  t50 砕石地業  t150 再生砕石

(RC-40)程度と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡  

朝日スチール工業 製品同等品以上とする。 
基礎は、お見込みのおとり 

３８１．<A-226.252> 防球ﾈｯﾄ H=10000 は、基礎ｺﾝ

ｸﾘｰﾄ 1100×700×H450 は異形鉄筋 D13 

@200 ﾀﾃﾖｺｺﾗﾑ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ H1650×450Φは

異形鉄筋 主筋 8-D13 HOOP D10 @100 捨ｺﾝ

ｸﾘｰﾄ t50 砕石地業 t150 再生砕石(RC-40)

程度と考えて宜しいでしょうか｡御指示下

さい｡  

  

朝日スチール工業 製品同等品以上とする。 
基礎は、お見込みのおとり 
 
 
 
 
 
 
 

３８２．<A-226.252> 防球ﾈｯﾄ H=14700 は、基礎ｺﾝ

ｸﾘｰﾄ 1200×1500×H700 は異形鉄筋 D13 

@200 ﾀﾃﾖｺ ｺﾗﾑ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ H2350×450Φは

異形鉄筋主筋 8-D13 HOOP D10 @100 捨ｺﾝｸ

ﾘｰﾄ t50 砕石地業 t150 再生砕石(RC-40)

程度と考えて宜しいでしょうか｡御指示下

さい｡ 

  

朝日スチール工業 製品同等品以上とする。 
基礎は、お見込みのおとり 

３８３．<A-226.252> 両開くぐり門扉は、基礎ｺﾝｸ

ﾘｰﾄ 700×700×1000 は異形鉄筋 D13 @200 ﾀ

ﾃﾖｺ捨ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ   t100  砕 石 地 業   

t150  再 生 砕 石(RC-40)程度と考えて宜

しいでしょうか｡御指示下さい｡  

  

朝日スチール工業 製品同等品以上とする。 
基礎は、お見込みのおとり 

３８４．<A-253> 現場打止石 H550×W150～250 は

異形鉄筋 D13 @200 ﾀﾃﾖｺﾀﾞﾌﾞﾙ配筋程度と考

えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡  

  

宜しいです。 

３８５．<A-253> 現場打ｽﾃｯﾌﾟ H200×W300 は異形

鉄筋D13 @200 ﾀﾃﾖｺﾀﾞﾌﾞﾙ配筋程度と考えて宜

しいでしょうか｡御指示下さい｡  

  

宜しいです。 

３８６．<A-256> 階段にてﾀｲﾌﾟ B､C ｺﾝｸﾘｰﾄ強度が 

18-8-25になっておりますが21-8-25と考え 

て宜しいでしょうか。御指示下さい｡  

壁と床と分けています。床は 18-8-25(20)とす
る。 

３８７．<A-257> 雨水貯留ﾀﾝｸ基礎 W600×L800 は

異形鉄筋 D13 @200 ﾀﾃﾖｺ程度と考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡ 

宜しいです。 

３８８．<A-259> 水位調整桝は異形鉄筋 D10 @200

ﾀﾃﾖｺ程度と考えて宜しいでしょうか｡御指示

下さい｡  

宜しいです。 

３８９． <A-259> 緑化ﾌｪﾝｽ H=1000 のﾒｰｶｰ及び

品番を御指示下さい｡ 
  

朝日スチール工業 製品同等品以上とする。 
 

 



３９０．<A
の仕様を御指示下さい｡

３９１．

範囲を御指示下さい｡

３９２．

うとありますがヶ所数を御指示下さい｡

３９３．

ありますが

います。どちらが正でしょうか御指示下さ

い。

３９４．

t=50
の形状仕様等が不明です。詳細を御指示下さ

い｡

  

３９５．A
舗装につきまして、遊具下ということで柔ら

かさ等の規定はございますでしょうか（臨界

落下高さ

ありましたら御提示を御願いします。

  

３９６．A
記載がありますが、これ以外に舗装や基礎等

の工作物部で岩掘削が生じた場合、別途精算

対象になると考えて宜しいでしょうか御指

示下さい｡

  
３９７．

掘削するとあります。岩掘削後の基礎の形状

を御指示下さい｡

３９８．

が、参考数量内訳書には記載がありません。

内訳書に計上すると考えて宜しいでしょう

か御指示下さい｡

  

質  

<A-259> 袖壁

の仕様を御指示下さい｡

１．<A-6> 旗竿

範囲を御指示下さい｡

２．<A-7> 路床土の支持力比

うとありますがヶ所数を御指示下さい｡

３．<A-38.229> A
ありますが A-
います。どちらが正でしょうか御指示下さ

い。  

４．A-230 図 ALP 
t=50～65 ㎜)と記載がありますが、芝丈、芝

の形状仕様等が不明です。詳細を御指示下さ

い｡  

A-230 図 GP 
舗装につきまして、遊具下ということで柔ら

かさ等の規定はございますでしょうか（臨界

落下高さ HIC
ありましたら御提示を御願いします。

A-252 図に防球ﾈｯﾄのｺﾗﾑ基礎部の岩掘削の

記載がありますが、これ以外に舗装や基礎等

の工作物部で岩掘削が生じた場合、別途精算

対象になると考えて宜しいでしょうか御指

示下さい｡   

７．A-252 図 防球ﾈｯﾄ基礎部は

掘削するとあります。岩掘削後の基礎の形状

を御指示下さい｡

８．A-233.239 図

が、参考数量内訳書には記載がありません。

内訳書に計上すると考えて宜しいでしょう

か御指示下さい｡

  疑  事  

袖壁 H550～
の仕様を御指示下さい｡ 

旗竿 H=7000 の記載がありますが

範囲を御指示下さい｡   

路床土の支持力比

うとありますがヶ所数を御指示下さい｡

38.229> A-3 図にて南側土間ｺﾝｸﾘｰﾄと

-229 図ではﾀｲﾙ貼舗装となって

います。どちらが正でしょうか御指示下さ

ALP ﾛﾝｸﾞﾊﾟｲﾙ人工芝

と記載がありますが、芝丈、芝

の形状仕様等が不明です。詳細を御指示下さ

GP 運動施設安全領域のｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ

舗装につきまして、遊具下ということで柔ら

かさ等の規定はございますでしょうか（臨界

HIC 等）又、その部分の詳細図が

ありましたら御提示を御願いします。

図に防球ﾈｯﾄのｺﾗﾑ基礎部の岩掘削の

記載がありますが、これ以外に舗装や基礎等

の工作物部で岩掘削が生じた場合、別途精算

対象になると考えて宜しいでしょうか御指

 

防球ﾈｯﾄ基礎部は

掘削するとあります。岩掘削後の基礎の形状

を御指示下さい｡  

図 ｵｲﾙ阻集器の記載があります

が、参考数量内訳書には記載がありません。

内訳書に計上すると考えて宜しいでしょう

か御指示下さい｡  

  項 

～950×L1600(1880)
 

の記載がありますが

 

路床土の支持力比(CBR)試験を行

うとありますがヶ所数を御指示下さい｡

図にて南側土間ｺﾝｸﾘｰﾄと

図ではﾀｲﾙ貼舗装となって

います。どちらが正でしょうか御指示下さ

ﾛﾝｸﾞﾊﾟｲﾙ人工芝(ﾓﾉﾃｰﾌﾟ状
と記載がありますが、芝丈、芝

の形状仕様等が不明です。詳細を御指示下さ

運動施設安全領域のｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ

舗装につきまして、遊具下ということで柔ら

かさ等の規定はございますでしょうか（臨界

等）又、その部分の詳細図が

ありましたら御提示を御願いします。

図に防球ﾈｯﾄのｺﾗﾑ基礎部の岩掘削の

記載がありますが、これ以外に舗装や基礎等

の工作物部で岩掘削が生じた場合、別途精算

対象になると考えて宜しいでしょうか御指

防球ﾈｯﾄ基礎部は 3.05ｍまで岩

掘削するとあります。岩掘削後の基礎の形状

ｵｲﾙ阻集器の記載があります

が、参考数量内訳書には記載がありません。

内訳書に計上すると考えて宜しいでしょう

L1600(1880) コンクリート化粧打放しとする。
 
 

の記載がありますが 校舎

試験を行

うとありますがヶ所数を御指示下さい｡   

2

図にて南側土間ｺﾝｸﾘｰﾄと

図ではﾀｲﾙ貼舗装となって

います。どちらが正でしょうか御指示下さ

タイル舗装が正

ﾓﾉﾃｰﾌﾟ状

と記載がありますが、芝丈、芝

の形状仕様等が不明です。詳細を御指示下さ

 

運動施設安全領域のｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ

舗装につきまして、遊具下ということで柔ら

かさ等の規定はございますでしょうか（臨界

等）又、その部分の詳細図が

ありましたら御提示を御願いします。  

柔らかさの規定は、

図に防球ﾈｯﾄのｺﾗﾑ基礎部の岩掘削の 
記載がありますが、これ以外に舗装や基礎等 
の工作物部で岩掘削が生じた場合、別途精算 
対象になると考えて宜しいでしょうか御指

№２１４回答の図面を確認してください。この図
面と

ｍまで岩

掘削するとあります。岩掘削後の基礎の形状

軟岩Ⅱは
削の対象。基礎形状は変わらない。

ｵｲﾙ阻集器の記載があります 

が、参考数量内訳書には記載がありません。 

内訳書に計上すると考えて宜しいでしょう

宜しい

コンクリート化粧打放しとする。
 
 
校舎の３F ステージテラスに

2 箇所×2 回とする。

タイル舗装が正

 

柔らかさの規定は、

№２１４回答の図面を確認してください。この図
面と差異が発生した場合は変更協議とする。

軟岩Ⅱは 300
削の対象。基礎形状は変わらない。

宜しいです。

回  答  

コンクリート化粧打放しとする。

ステージテラスに

回とする。 

タイル舗装が正。 

柔らかさの規定は、HIC 1000

№２１４回答の図面を確認してください。この図
差異が発生した場合は変更協議とする。

300 から、中硬岩は
削の対象。基礎形状は変わらない。

。 

  事  項

コンクリート化粧打放しとする。 

ステージテラスに設置。

HIC 1000 3.00m

№２１４回答の図面を確認してください。この図
差異が発生した場合は変更協議とする。

から、中硬岩は 1000 から下部が岩掘
削の対象。基礎形状は変わらない。 

項 

設置。 

3.00m  

№２１４回答の図面を確認してください。この図
差異が発生した場合は変更協議とする。 

から下部が岩掘
 

№２１４回答の図面を確認してください。この図

から下部が岩掘



質  疑  事  項 回  答  事  項 

３９９．A-259 図 ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ工事で参考になる見積業 
者があれば業者名を御指示下さい｡  

特に指示ありません。 

＜電気設備工事＞  
４００．接地工事について、規定の抵抗値が取れる

ものとし、通常工法にて見積しても宜しいで

しょうか御指示下さい｡  

宜しいです。 
 
 
 
 

４０１．E-003.004 図 高圧引込ｹｰﾌﾞﾙについて、

6.6KV EM-CET38SQ と記載がありますが、

系統の遮断電流が 12.5KA であり 60SQ の
ｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞが必要となります。60SQ にて見積

しても宜しいでしょうか御指示下さい｡  

宜しいです。 
6.6kV EM-CET 60sq としてください。 
 

４０２．E-001.004 図 ｺﾝﾃﾞﾝｻ･ﾘｱｸﾄﾙについて、単

線結線図(E-004)では L=13％、特記仕様書

(E-001)では L=6％と相違します。どちらを

正と考えたら宜しいでしょうか御指示下さ

い｡  
 

高圧コンデンサおよびリアクトルは、L=13%
対応品としてください。 
 

４０３．E-003.010 図 太陽光設備図において、必

要と考えられる RPR:逆電力継電器の記載が

ご ざ い ま せ ん 。 継 電 器 か ら の ｹ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ 
EM-CEE2SQ-2C を含め、本工事として見積

して宜しいでしょうか御指示下さい｡  

宜しいです。 
逆電力継電器および RP1・OV1 の制御ケーブ
ルは、太陽光発電工事に含めてください。 
 

４０４．E-002.011 図 太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ架台のﾒｰｶｰﾘ

ｽﾄがございません。ﾒｰｶｰﾌﾘｰと考えて宜しいで

しょうか御指示下さい｡  

宜しいです。 
架台は指定無しとしてください。 
（メーカーリストは参考程度の扱いです。） 
 

＜機械設備工事＞  
４０５．機械工事「参考数量内訳書」42,44 内訳の

工事明細がございません。ご提示御願いしま

す。又は見積業者名を御指示下さい。  
  

 
内訳 42 バルク貯槽に関する仕様は№221 の回答
によります。 
内訳 44 空冷セパレートエアコン等の別紙明細は
ありません。 
 
 

４０６．3F 図書･ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ設置の PAC-311×2 台
が「参考数量内訳書」に見当たりません。「4.
共用部校舎」と考えて宜しいでしょうか御指

示下さい｡  
  

共用部校舎です。 

４０７．M-01 図特記仕様書において、工事種目:厨
房機器設備に○印がありますが、詳細図面が

ございません。厨房機器設備は別途工事と考

えて宜しいでしょうか御指示下さい｡  
  

厨房機器は、建築工事です。 

４０８．M-01 図特記仕様書において、ｶﾞｽ配管工事

はｶﾞｽ供給事業者の責任施工とするとありま

すが、事業者名が不明です。御指示下さい。  
  

ガス事業法、高圧ガス保安法、液化ガス法及 び
省令、液化石油ガス法告示による。と読み替えて
ください。 

４０９．M-01 図特記仕様書で、空調用排水管の管

材が白ｶﾞｽ管のみとなっております。土中埋設

部も白ｶﾞｽ管で施工するものと考えて宜しい

でしょうか御指示下さい。  
  

土中埋設部分は VP 管としてください。 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

４１０．M-04.22 図 機器表にﾊﾞﾙｸﾀﾝｸの詳細仕様の

記載がございません。ﾊﾞﾙｸﾀﾝｸは別途工事と考

えて宜しいでしょうか。本工事の場合、強制

気化装置の有無･容量も含め、仕様を御指示下

さい｡ 
又、受水槽･ﾎﾟﾝﾌﾟ室廻り詳細図にﾊﾞﾙｸﾀﾝｸ廻り 
の配管も記載されておりません。見積出来る

仕様、配管図のご提示を御願いします。  
 
 

  

№２２１の回答による。 

 

４１１．M-04 図 受水槽は屋外に設置されますが、

保温型は必要ないでしょうか御指示下さ

い。  

保温型は必要ありません。 

４１２．M-04.06 図 受水槽の緊急遮断弁の口径が、

機器表(80A)と系統図(100A)で相違してお

ります。どちらが正と考えれば宜しいでし

ょうか御指示下さい。 

系統図を正としてください。 

４１３．M-24 図 排水用ｼﾝﾀﾞｰ内配管は DVLP と
し、防食工事を見込んで宜しいでしょうか

御指示下さい。 

宜しいです。 

４１４．M-04.37 図 ｴｱｺﾝ室外機が重塩害仕様にな

っております。屋外に設置する機器は、対

応  出来る範囲で重塩害仕様を見込むと

考えて宜しいでしょうか御指示下さい。(ﾍﾞ
ﾝﾄｷｬｯﾌﾟ､ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ､防振架台､防雪ﾌｰﾄﾞ等) 

屋外の設置機器類は、重塩害対応品を見込んで
ください。 

４１５．M-38 図機器表-2 で、PAC-218(2F ｻｰﾊﾞｰ
室設置)、PAC-219(2F 放送室設置)が各 2 台
とありますが、M-24 平面図では各 1 台設置

となっております。平面図を正とし、各 1 台
と考えて宜しいでしょうか。また「参考数量

内訳書」に PAC-219 が見当たりません。併

せて御指示願います。  

PAC-218 は 2 台設置、PAC-219 は 1 台設置とし
てください。 
 

４１６．M-48 図 3 階平面図(生徒会室設置)で、 
PAC-319 の区分が「色分け区分表」では「8.
中学校校舎」となっておりますが、「参考数量

内訳書」21 頁では「4.共用部校舎」に含まれ

ております。「4.共用部校舎」と考えて宜しい

でしょうか御指示下さい｡  

色分け区分表を正としてください。 

４１７．M-51 図 1 階ﾀﾞｸﾄ平面図で、洗浄室とｱﾚﾙ

ｷﾞｰ対応食調理室の制気口ﾘｽﾄに HS が 2 個
と記載されておりますが、平面図では 1 個と

相違します。平面図を正と考えて宜しいでし

ょうか御指示下さい。  

宜しいです。 

４１８．M-52 図 2 階ﾀﾞｸﾄ平面図で、調理室の外気

取入れﾀﾞｸﾄにﾌｨﾙﾀｰの記載が無く、制気口も普

通の VHS となっております。ﾌｨﾙﾀｰ付 VHS 
を見込まなくて宜しいでしょうか御指示下さ

い。  

フィルター付き VHS としてください。 
 

 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

４１９．特記仕様書（1）施工条件 

現場作業の着手可能日は平成 31 年 2 月 1

日とありますが、仮設事務所の建設及び事務

所作業開始は契約後可能として宜しいでしょ

うか。また、地盤調査、測量等を着手可能日

以前に行うことは可能でしょうか。ご教示く

ださい。 

 

№３の回答による。 

４２０．意匠図（A-154～A162）におきまして、体

育器具工事外と明記されています。図面のど

の部分の体育器具が別途でしょうか。ご教示

ください。 

 

体育器具工事とは参考数量内訳書上の区分を示
すものであり、それらを含め、図中の体育器具
はすべて本工事である。 

４２１．意匠図（A-163）の工事区分表におきまして、

建築工事と舞台設備工事が区分されていま

す。舞台設備工事は別途と考えてよろしいで

しょうか。ご教示ください。 

 

舞台設備工事とは参考数量内訳書上の区分を示
すものであり、それらを含め、図中の舞台設備
はすべて本工事である。 

 

４２２．意匠図（A168）の工事区分表におきまして、

建築工事とプール本体工事が区分されてい

ます。プール本体工事は別途と考えてよろし

いでしょうか。また、SUS アンカープレー

トはプール本体事業者から支給と考えて宜

しいでしょうか。ご教示ください。 

 

プール工事とは、参考数量内訳書上の区分を示
すものであり、それらを含め図中のプールはす
べて本工事である。 

 

４２３．意匠図（A-184）の調理場機器リストにおき

まして、本工事と備品が区分されています。

備品は別途と考えてよろしいでしょうか。ご

教示ください。 

宜しい。 

 

 

 





















 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

  
４７９．共通費を算出するにあたり、今回設備工事

を含めての一括発注となりますが、電気設

備、機械設備工事、昇降機設備工事は各々

の経費にて算出しているのでしょうか。そ

れとも、主たる工事となる建築工事として

算出しているのでしょうか。 

 

共通仮設費及び現場管理費は、それぞれ工事種
別毎の共通仮設費及び現場管理費に関する定め
により算出しています。 
 
 
 
 

４８０．参考数量内訳書で別紙明細 00-0139 があ

りません。 

 

鉄骨建て方機械器具の別紙明細は提示していま
せん。 

４８１．A-1 特記仕様書 第 1 章 一般共通事項

の施工条件に『契約上の施工期間とは別に、

現場作業の着手可能日は平成 31 年 2 月 1 日

である』と記載されておりますが、着手指

定日と考えて宜しいでしょうか。 

 
№３の回答による。 

４８２．A-2，A-9 特記仕様書 第 2 章 仮設工事

の敷地整理に※印があり『図示以外の障害

物の撤去、既存樹木の移植、伐採』記載が

あります。また、工事区分表 仮設関連項

目 1 地中障害物撤去欄にも○印があります

が、図面及び受領した資料にそれらの記載

がありません。工事期間中にそれら障害物

等が発見された場合、設計変更の協議対象

と考えて宜しいでしょうか。 

 

 
宜しいです。 
 
 

４８３．参考数量，A-2 特記仕様書 第 3 章 土

工事で、建設発生土の処理は構外指示の場

所に搬出するとありますが、処分に係る費

用は石礫等の受入困難なもののみとし、そ

れ以外の受入可能な良質土についての費用

負担は無いものと考えて宜しいでしょう

か。 

処分に係る費用も含むものとします。 
 
 
 

４８４．A-1～7 他 特記仕様書及び仕上表、その他

図面に記載のﾒｰｶｰ名、商品名・型番は全て

同等品と考えて宜しいでしょうか。指定品

がありましたらご指示下さい。 

宜しい。 
 
 

４８５．A-78，A-113 AW-227 について、建具表

ではペアガラス、詳細図では単板と相違し

ております。単板（強化 6 ミリ）を正と考

えて宜しいでしょうか。 

 

宜しい。 

４８６．A-79，A-113 AW-317 について、建具表

では単板（強化 6 ミリ）、詳細図ではペアガ

ラスと相違しております。ペアガラス（強

化 6+A6+強化 6）を正として考えて宜しい

でしょうか。 

 

宜しい。 



 

 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

４８７．A-183 エアシャワーの仕様が不明です。

参考メーカー及び型番等ありましたらご指

示下さい。 

 

（株）日立産業システム エアシャワー 
PCJ-87J 同等以上とする。 

４８８．S-12 から 12G 参考数量１校舎 土工事

で岩掘削とあり、ボーリングデータにも記

載があります。掘削は通常の重機バケット

で施工できる程度と考えて宜しいでしょう

か。また、施工困難で掘削方法が変更とな

った場合、設計変更の協議対象となるでし

ょうか。 

 

岩掘削については、適宜想定のうえご判断くださ
い。 
土質柱状図及び№２１４回答に示す図面と異な
る地質状況の場合は設計変更の協議ができるも
のとします。 

４８９．参考数量，Ｓ－36，Ｓ－36Ａ Ｓ-36Ａ図

が FABB-DECK 標準仕様書となっており、

スラブリスト欄に（Ｓ-36図のＳ1～を、DS1

～と読み替える）とあります。Ｓ-36 図に

記載のＳ1～4 及び 10 をそれぞれ DS-1～4

及び 10 と読み替えるものと考えて宜しい

でしょうか。なお、上記内容は参考数量に

反映されておりますでしょうか。反映され

ていない場合、FABB-DECK の数量をご教

示下さい。 

 

在来スラブ、ファブデッキスラブのどちらも採用
可としています。参考数量では在来スラブを採用
しています。 

４９０．E-003，E-004 高圧引込ケーブルについ

て、6.6ｋV EM-CET38sq と記載がありま

すが、系統の遮断電流が、12.5ｋA となっ

ているためケーブルサイズは 61sq を必要

とします。60sq にて見込んで宜しいでしょ

う か 。（ 継 電 器 か ら の ケ ー ブ ル

EM-CEE2sq-2c も含みます） 

 

宜しい。 
6.6kV EM-CET 60sq としてください。 
 

４９１．E-003，E-010 太陽光設備図において、

RPR：逆電力継電器が受変電設備図にあり

ませんが、見込むものと考えて宜しいでし

ょうか。 

 

宜しい。 
逆電力継電器および RP1・OV1 の制御ケーブルは、
太陽光発電工事に含めてください。 
 
 

４９２．E-002，E-011 太陽電池モジュール架台

のメーカーリストがありません。指定はあ

りますでしょうか。指定がありましたらご

教示下さい。 

 

架台は指定無しとしてください。 
（メーカーリストは参考程度の扱いです。） 
 

４９３．E-001，E-004 高圧 SC 及び SR におい

て、単線結線図では L=13％となっており

ますが、凡例、特記仕様書は L=6％となっ

ております。どちらを正とすれば宜しいで

しょうか。 

 

高圧 SC および SR は、L=13%対応品としてくださ
い。 
 

４９４．E-006 制御線が系統図並びに平面図にお

いて詳細が不明です。（受変電設備からの信

号線等）詳細をご指示下さい。 

 

E-120 図の注記 1 複合盤 8 回線内訳および系統
図に記載しています。 
 



 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

４９５．E-007 非常用発電設備関係の配線図（警

報、インターロック等）がありません。詳

細をご指示下さい。 

 

P 型 1 級複合受信機へ一括警報用配線、 
EM-HP 1.2-2C を接続してください。 
(E-120 図参照) 
 

４９６．接地工事について、規定の抵抗値が取れる

ものとし、通常工法にて計上して宜しいで

しょうか。 

 

宜しいです。 

４９７．M-01，A-09，A-183，A-184 機械設備特

記仕様書にて『厨房器具設備』に適用印が

ありますが、図面がありません。工事区分

表で建築工事に適用印、また建築意匠図

（A-183、184 図）に記載があることから、

工事区分は建築工事と考えて宜しいでしょ

うか。 

 

厨房機器は建築工事とする。 

４９８．M-04，M-22 機器表にバルクタンクの仕

様明細が見受けられません。また、詳細図

にバルクタンク廻りの詳細配管も見受けら

れません。詳細をご指示下さい。 

 

№２２１回答による。 

 


