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質疑 回答

1
委任状と工事費内訳書について、入札書と同様に
それぞれ封筒に入れ、件名を記載し提出となりま
すでしょうか。

委任状と工事費内訳書は、封筒入れ不要です。

2
委任状提出の場合、入札書へも代理人名の記載と
押印必要でしょうか。

様式を変更します。

3
入札書の日付は、入札日の９月７日でよいでしょ
うか。

左記のとおりでよろしいです。

4 地下部の参考数量をご教示願います。
地下部は今回の工事対象外のため、
提示は行いません。

5
外周部地下壁一部存置とありますが、図No.A003
のF通りは柱、壁共残すことで宜しいでしょう
か。

左記のとおりでよろしいです。

6
外周地下部を残す為には、地下底盤と地下壁の関
係から、底盤部も地下壁からいくらかは残します
が、存置範囲についてご教示願います。

1スパン（次の柱まで）の残しとお考えくださ
い。

7 積算価格は、見積採用でしょうか。 処分費の一部見積を採用しています。

8
最低制限価格は積算価格の何％以内でしょうか。
基準をご教示願います。

最低価格基準の公表は行いません。
（予定価格は事後公表）

9
工事用の電気、水道は既存を分岐し使用と考えて
よろしいでしょうか、又電気、上下水道の分岐位
置のご指示を願います。

インフラに関しては供給が停止されていることを
確認後、分岐して使用する場合は新たに供給開始
の手続きを行ってから使用してください。
電気に関しては敷地南西部電柱、上水は市道久米
16号と27号の交差点部分、下水は久米27号の浄化
槽側近です。

10
アスベスト含有範囲、（外壁塗装）下地調整材に
含まれてますが、外壁（タイル）下地材には含ん
でいないと考えて宜しいでしょうか。

よろしいです。

質疑回答書

件名：那覇商工会議所既存建物等解体工事
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11
内訳書１．仮設工事　枠組本足場22m未満の建枠
600×1700とありますが、900×1700と考えてよろ
しいでしょうか。

600ｘ1700でお考えください。安全対策上、仕様
変更が必要な場合は解体施工段階にて別途協議を
行うこととします。

12
仮囲い設置ですが、図面A004の隣地・道路境界線
上に設置と宜しいでしょうか、ご指示願います。

よろしいです。

13

特記仕様書 1 頁Ⅰ工事概要 4 工事期間につい
て、工事に先立ち提出しなければならない特定粉
じん排出等作業実施届出等の書類作成から提出先
に受理されて 14 日間の経過期間があること、及
び事前調査の期間を踏まえて全体的な工期を算出
した場合、かなり厳しい工事期間となります。工
事期間について受注者決定後に協議する余地はご
ざいますか。ご教授下さい。

工期は令和4年2月28日を厳守してください。
契約時に詳細工程表を提示頂き、工期延長が必要
と思われる場合は、関係各署との調整を行い判断
します。

14

特記仕様書 8 頁 1.11 技能士について、アスベ
スト除去工事の技能士は特定化学物質作業主任者
と記載がありますが、石綿作業主任者でも要件も
満たすと考えて宜しいでしょうか。ご教授下さ
い。

よろしいです。

15

特記仕様書 11 頁第 2 章仮設工事 2.2 安全対策
等（7）騒音・振動・粉塵測定について、使用す
る機材に指定規格等はありますでしょうか。ご教
授下さい。

指定はありません。

16

特記仕様書 12 頁第 2 章仮設工事 2.2 安全対策
等（9）孔子廟計測は、振動の測定を 1 回/日行
うという考えで宜しいでしょうか。ご教授下さ
い。

よろしいです。

17

特記仕様書 23 頁第 5 章 5.1 有害物質等の取り
扱い（2）・蛍光灯安定器・トランス・シーリン
グ材へ有害物質が確認された場合、適当な保管容
器を用意する費用は本工事に含まれているので
しょうか。規格や材質を含め、ご教示下さい。

地下部に保存されているPCB以外には想定をして
おりません。よって、有害物質が確認された場合
は別途協議を行うこととします。

18

特記仕様書 26 頁第 6 章アスベスト含有建材の
撤去等 6.1 アスベスト含有建材の撤去（2）工事
施工⑫処分先について、県内の特別管理産業廃棄
物処分業者とございますが、県外処分業者への委
託処分が安価となる場合、県外業者へ委託しても
宜しいでしょうか。ご教授願います。

よろしいです。
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19

特記仕様書 27 頁第 7 章 7.1（7）その他の対策
について、建物外周には防音パネル＋防炎シート
養生を行うとありますが、この資材は指定になり
ますでしょうか。ご教示下さい。

設置してください。なお、材料自体の指定はあり
ません。

20

参考数量書 No7～8（発生剤積込）（発生材運
搬）No22 発生材処分（建築）へアスベスト含有
（接着剤）の項目がございません。ご教示下さ
い。

接着剤を使用している材料の数量に含まれるとお
考えください。

21

参考数量書 No20 アスベスト除去工事の外壁下地
調整材撤去作業、及び建具周りシーリング撤去作
業を行う際、防塵・防音対策用の仮設足場へ張り
出しブラケット等を設置し作業床とする必要がご
ざいます。No5 仮設工事数量には含まれていない
ようですが、別途協議の上清算できると考えて宜
しいでしょうか。
　また、これらのアスベスト撤去作業中は防音
シートを足場外側へ設置しなければなりません
が、外部解体中は防音シートを内側へ張り替える
ことで足場資材へ解体したコンクリートがらが直
接当たり足場が倒壊する等のリスクを抑制したい
と考えております。防音シートの掛け払い手間は
何回で計画されておりますでしょうか。ご教示下
さい。

参考数量ではブラケット及び、防音シート等の掛
け払い手間は見込んでおりません。安全対策上、
仕様変更が必要な場合は解体施工段階にて別途協
議を行うこととします。

22

解体設計図 1 階平面図 建築/A013 浄化槽・地下
タンク解体は土留め工事を必要としない範囲
という考えで宜しいでしょうか。もしくは、下端
スラブまでが解体の対象となるのでしょうか。ご
教示下さい。

浄化槽、地下タンクの解体は工事範囲外となりま
す。

23
パネルゲートの寸法・規格詳細をご教示お願いし
ます。

W=6,000、H＝2,000として検討ください。

24
高圧引込、電話のケーブル及び給水など切り離し
は受注者が行うのでしょうか、ご教示お願いしま
す。

既存の高圧引込、電話ケーブル、給水は発注者に
て切り離しを行います。

25

外周足場組立及び重機搬入に支障のある建物の先
行撤去、工事範囲内でしょうか、工事範囲外で
しょうか、工事範囲であれば範囲についてご教示
お願いします。

支障のある建物はないと考えておりますが、もし
も先行で撤去を行う部分がある場合は工事範囲内
となります。
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26
防音パネル設置について参考数量書が見当たりま
せん、参考数量書をご教示お願いします。

数量は養生シートと同じとし、防音シートでお考
えください。また、防音対策上必要と思われる仕
様変更については、解体工事施工段階で別途協議
を行うこととします。

27
ＰＣＢの有無について、有りの場合の処理につい
てご教示お願いします。

地下部に保存されているPCB以外には想定をして
おりません。よって、有害物質が確認された場合
は別途協議を行うこととします。

28
外構工作物解体撤去詳細が見当たりません、詳細
についてご教示お願いします。

外周フェンス、塀、擁壁については工事範囲外と
します。

29
建物解体後、安全対策として仮囲いを設置します
か？また、どの程度の仮囲いを行いますか。ご教
授ください。

特記仕様書P12参照ください。

30
建物解体後、ドライエリア（吹き抜け部）転落防
止の養生は行いますか。

特記仕様書P17参照ください。

31

那覇商工会議所既存建物等解体工事請負業者募集
I.(5) 工事期間は契約日から令和4 年2月28日
(月)とありますが、V. (2) 契約期間には、令和3
年10月1日(金)~令 和4年2月28日(月)(予定)とあ
ります。竣工について、協議の上、工期延長が可
能と考えて宜しいでしょうか。
 また、特記仕様書I.4工事期間では、令和3年9月
17日~令和4年2月15日となっています。どちらが
正でしょうか。

工期は令和4年2月28日を厳守してください。
契約時に詳細工程表を提示頂き、工期延長が必要
と思われる場合は、関係機関等との調整を行い判
断します。
工期については募集要綱を正としてください。

32
那覇商工会議所既存建物等解体工事請負業者募集
I. (9)最低制限価格について、最低制限価格の基
準は那覇市に準ずると考えて宜しいでしょうか。

那覇商工会議所にて独自に設定します。

33

那覇商工会議所既存建物等解体工事請負業者募集
II. (3) 2) 主任技術又は監理技術者は、次のい
ずれかの資格を有し、かつ同等の実務経験を有す
るものを開札日において配置できることとある
が、同等の実務経験とは同規模の新築 or 改修
or 解体の主任技術者又は監理技術者いずれかの
実務経験を有していれば、との考えで宜しいで
しょうか。

延床面積2,000㎡以上の解体工事の実務経験とお
考えください。

34
特記仕様書 第2章 2.3 (1) 1別途指示する位置に
仮囲いを設置するとありますが、別途指示があり
ません。ご提示をお願いします。

道路境界、及び隣地境界の外周部すべてとしてく
ださい。
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35

特記仕様書 第2章 2.3 (1) 2解体工事後仮囲いは
撤去・解体せず新築工事の施工者に引き継ぐとあ
りますが、仮囲いをリースで設置した時、竣工引
渡し後は新築工事業者とリース会社が契約すると
考えて宜しいでしょうか。 もしくは、仮囲いは
購入で積算したほうが宜しいでしょうか。御回答
願います。

解体完了後は、新築工事業者とリース会社が契約
するとお考えください。

36

特記仕様書 第2章 3.6(1) 既存建物等の基礎解体
後GL-500mmまで埋め戻しを行うとありますが、今
回は基礎解体がない為、埋め戻しはないと考えて
宜しいでしょうか。

よろしいです。

37
アスベスト含有 外壁-1(図面, 建築 A018) が色
分けの区分の含有材はすべて下地調整材でしょう
か。また、色分け毎の内容をお教え下さい。

全て下地調整材です。

38

アスベスト含有外壁-3(図面建築 A013) ピロティ
部軒先から 500 をアスベストが含有範囲とみな
すとあります。試験結果証明書 (分析結果)には
ありませんが、含有部は下地調整材でしょうか。
御回答願います。

下地調整材です。

39

カーペットの接着剤材は、試験結果証明書(分析
結果)により、アスベストは無検出ですが、数量
表 NO.20にアスベスト除去工事 床カーペット撤
去(アスベスト含有接着剤 のみ)とあります。
カーペットはアスベスト処理で考えて宜しいで
しょうか。

よろしいです。

40
南面2階、3階、4階のベランダルーバーの塗材及
び材質にはアスベストは使用されていないと考え
て宜しいでしょうか。

よろしいです。

41

 1．特記仕様書　第2章　仮設工事内、2.4直接仮設
（3）防音パネル及び防音シート内③防音パネルは枠
組み防音パネル（一部単管防音パネル）とし、重ねて
防音シート貼りとする。とありますが、参考数量書で
は、防音パネル + 防音シートと記載が無く、防炎1類
のみ記載されております。見積りは防音シートのみで
考えて宜しいでしょうか。御指示願います。

※解体専門業者より、防音パネルは県内で在庫等がな
い為、本土からのリース等が発生するので、輸送費含
めコスト高になるとのことです。

防音シートでお考えください。
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