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 質疑 回答案 

1 「Ⅱ公募期間等（1）5)」に示されている延床面積 4,000㎡以上の新築工事実績は代表

企業及び全構成企業について必要でしょうか？ 

 中小企業規模の会員企業の入札参加を可能として頂くべく、当該参加資格について

『参加企業又は共同企業体の代表企業』のみ必要な参加資格と変更頂けませんでしょ

うか？ 

12 月 24 日付で「入札公告の変更について」をホームページ上で示

しています。 

延床面積 4,000 ㎡以上の新築工事実績は、「参加企業又は共同企業

体の代表企業」のみの参加資格としています。 

2 参加資格に「沖縄県内の事務所、庁舎」とございますが、公共施設の公立学校や那覇

市民会館の「那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事(機械･2 工区)」も該当しますで

しょうか。 

質疑で示されている実績は、「沖縄県内の事務所、庁舎」の実績には

該当しません。 

3 「Ⅱ公募期間等（1）5)」記載の延床面積 4,000㎡以上の新築工事実績は共同企業体の

代表企業としての実績が必要でしょうか？または、（）内の出資比率 20％以上の構成

企業の実績で充足可能ということでしょうか？ 

 加えて、中小企業参画の可能性を広げるため、当該参加資格を『参加企業又は共同

企業体の代表企業』のみ必要な参加資格と変更頂けませんでしょうか？ 

回答１を参照してください。 

「参加企業又は共同企業体の代表企業」は、延床面積 4,000㎡以上

の新築工事実績が参加資格となります。共同企業体での実績は、出

資比率 20％以上の実績（代表企業ではなく、構成企業としての実績

も含む）を対象とします。 

4 「Ⅱ公募期間等（1）5)」記載の『参加企業又は共同企業体の代表企業・構成企業』が

求められております延床面積 4,000 ㎡以上の新築工事実績について、共同企業体の代

表企業としての実績を（）内の出資比率 20％以上の構成企業としての実績にて充足可

能ということでしょうか？ 

 また、本件の中小企業振興の目的から、5）の参加資格を必要とする企業を『参加企

業又は共同企業体の代表企業』へと変更できませんでしょうか？ 

回答１，４を参照ください。 

5 最低制限価格の設定方法をご教示ください。 入札予定価格の 70％以上で、商工会議所独自で設定いたします。 

6 令和 4 年 1 月 14 日（金）午後 3 時までに提出書類は、「一般競争入札参加申込書」の

みで宜しいでしょうか。 

①協定書の有無（必要な場合その書式） 

②他必要書類の有無 

令和 4年 1月 14日（金）午後 3時までに提出書類は、「一般競争入

札参加申込書」のみで結構です。 

共同企業体での入札参加の場合は、落札候補者決定後の「一般競争

入札参加資格確認申請書（様式９）」の提出に際して、協定書を提出

していただきます。 
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「共同企業体を結成する場合の要件」については、事前に十分確認

をお願いします。 

別添協定書様式を参考にしてください。 

7 下記の添付書類は、代表企業および各構成企業それぞれ必要でしょうか 

①沖縄県指名競争入札適格審査合格通知書の写し 

②参加資格となる施工実績および証する書類 

③配置予定者技術者の資格、3ヶ月以上の直接雇用等を証する書類 

④誓約書 

代表企業及び各構成企業それぞれで作成し、提出してください。 

8 

 

①「Ⅰ（9）最低制限価格」の決定方法について可能な範囲でご教示ください。 

②解体工事について、地下タンク（オイルタンク）が含まれていますが、周辺土壌の

汚染調査は実施済みでしょうか？仮に汚染が発見された場合は増加費用をご負担いた

だけるとの理解でよろしいでしょうか？ 

③仮囲い引継ぎについて、地上解体工事における契約内容の開示をお願いします。 

④受電方式について、「2 回線受電」に係る負担金は建築工事に含まれるのでしょう

か？ 

⑤建築設計概要書上、駐車台数が「自走式 20 合計 16 台との記載になっております

が、 

建築 A104の図面上の台数を正として捉えてよろしいでしょうか？ 

⑥建築 4 階平面詳細図-2（A408）事務室 5 の耐荷重について、分電盤点検口記載箇

所右側に耐荷重の境界ラインがございますが、「500kg/㎡」範囲に「耐荷重：1.000kg/

㎡」も記載もございます。どちらが正でしょうか？ 

⑦7 階平面詳細図（A410）記載の「テナント用発電機スペース」について、本発電機稼

働時の燃料タンクの設置想定箇所はどこでしょうか？本スペース内の想定でしょう

か？ 

 

 

① 入札予定価格の 70％以上で、商工会議所独自で設定いたします。 

② 土壌調査は未実施です。汚染が確認された場合は追加協議の対

象となります。 

 

③ リース契約です。落札候補者に開示致します。 

④ 電気工事となります。 

 

⑤ A104を正とし 18台とお考えください。 

 

 

⑥ 平面に記載の点線が区分ラインです。 

 

 

⑦ 消防法の「専用受電」を採用している為、本発電機及び燃料タン

クの設置はありません。 
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9 ① 解体工事図番 003 地下壁の撤去範囲で 4 通りの地下壁は GL-3200 程度までと杭に

干渉する範囲でよろしいでしょうか。 

② ①に伴い耐圧盤は存置でよろしいでしょうか。（杭干渉部別） 

③ 山留親杭の長さを御教示ください。 

④ 図番 A955／詳細図-ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装種別範囲及び A-A 断面-舗装下ｺﾝｸﾘｰﾄ範囲を御指示

下さい。 

⑤ 外構床ﾀｲﾙ規格の確認（図番 A955-詳細図歩道～車路詳細の歩道部床 100 角磁器ﾀｲ

ﾙ、図番 A954では 300角以上の表示） 

⑥ ゴミ箱の仕様・ﾒｰｶｰ等。 

⑦ 図番 A205 仕上げ表-5 共通階の PS､EPS 床仕上げがｺﾝｸﾘｰﾄ素地のままとあります

が、平面詳細図と矩計図では防塵塗装とあります。どちらが正でしょうか。 

 

① よろしいです。 

 

② 存置とします。 

③ 全長 8.5m(自立高さ 3.0m+根入れ長さ 5.5m)です。 

④舗装下ｺﾝｸﾘｰﾄ範囲は X1～X6、Y1～Y4 のフレーム内とお考えくだ

さい。 

⑤900ｘ150程度としてください。 

 

⑥四国化成ゴミストッカーPS型 1812 同等品として下さい。                                 

⑦コンクリート素地とします。 

10 1.特記仕様書：一般共通事項１節一般事項に式典費用（起工式・棟上式・定礎式・竣

工式）とありますが、各式典の参加人数をご教示下さい。 

2.ＣＡＤ図面データーは無償で貸出し頂けると考えて宜しいでしょうか。 

3.特記仕様書：一般共通事項４節材料・製品の支給材に型板ガラス２枚程度とありま

すが、規模及び取付場所をご教示下さい。 

4.特記仕様書：仮設工事に施工図調整専任係員を２名設けるについて、「一級建築士資

格を有し」との記載があります。一級建築士有資格者を施工図担当としての配置は難

しく、無資格でも宜しいでしょうか。 

5.特記仕様書：仮設工事の仮囲いに高さ３ｍ内外の標準型を工事期間中設ける。とあ

りますが、Ａ１０１現況図では H=2.0m地上部解体工事からの引継ぎとあります。現況

図が正と考えて宜しいでしょうか。 

6.特記仕様書：仮設工事のモックアップ等の作成にＰＣパネルのモックアップ木製に

て作成とありますが、塗装仕上げを含むと考えて宜しいでしょうか。 

7.特記仕様書：タイル工事の陶磁器質タイルの見本焼きに行うとありますが、外壁タ

イルのみと考えて宜しいでしょうか。 

①起工式：50名、上棟式：20 名、定礎式：20名、竣工式：50名程

度と設定ください。 

②よろしいです。 

③サイン図参照ください。 

 

④建築の知識を十分に有した方の専任を希望しているため、建築工

事の施工図担当としての経験を有した担当を配置すること。資格の

有無は問わないこととします。 

⑤Ｈ＝2.0ｍとしてください。 

 

 

⑥よろしいです。 

 

⑦よろしいです。 
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8.特記仕様書：タイル工事のコンクリート表面処理に目荒し工法（超高圧水洗）とあ

りますが、対象範囲は外壁タイルのみと考えて宜しいでしょうか。 

9.特記仕様書：屋根及びとい工事のとい材種で配管用鋼管（白管）とありますが、使

用範囲が不明です。使用範囲をご教示下さい。 

10.特記仕様書：左官工事の仕上塗材仕上で複層仕上塗材Ｅアクリル系とありますが、

立面図及び仕上表ではフッ素樹脂とあります。フッ素樹脂が正と考えて宜しいでしょ

うか。 

11.揚重機にタワークレーンを使用の場合、基礎及び杭が必要となりますが、基礎は解

体撤去しますが、 

杭（PHC杭 4本想定)は存置が可能と考えて宜しいでしょうか。 

12.特記仕様書：建具工事のアルミニウム建具に耐風圧性Ｓ－６（２８００Ｐａ）とあ

りますが、建具詳細図-1 から 14 に個別で耐風圧力が表記されております。特記・詳

細図に記載の耐風圧が高い数値が正と考えて宜しいでしょうか。 

13.構造特記仕様書：土工事の埋戻し及び盛土はＡ種（山砂の類）とありますが、根切

り土は全て処分で埋戻し土（流動化処理土以外）は全てＡ種と考えて宜しいでしょう

か。 

14.構造特記仕様書：コンクリート工事※普通コンクリート躯体の基礎、基礎梁、耐圧

スラブ、１階床の混和剤はＡＥ減水剤とありますが、強度補正Ｓ（３Ｎ）を加えると

３３Ｎ以上となり、沖縄県生コン協同組合では令和３年５月より３３Ｎから４０Ｎは

高性能ＡＥ減水剤に統一されています。高性能ＡＥ減水剤での見積計上で宜しいでし

ょうか。 

15.構造特記仕様書：コンクリート工事のマスコンクリート適用箇所に基礎、基礎梁と

ありますが、普通コンクリートにも基礎、基礎梁とあります。普通コンクリートが正

と考えて宜しいでしょうか。 

16.鉄骨主柱の材質が「BCP325」ですが現状、BCP の角ﾊﾟｲﾌﾟは材料発注から納入まで

15 ヶ月を要します。鉄骨制作期間を加えると鉄骨建方が令和５年９月となり、工事期

間の令和５年８月３１日に完了しません。工事期間を令和６年４月３０日まで延長可

⑧よろしいです。 

 

⑨屋内を通る竪樋でスラブ貫通する部分は防火区画貫通処理が必要

となるため、区画貫通部分の前後 1ｍは不燃材とします。 

⑩よろしいです。 

 

 

⑪よろしいです。 

 

 

⑫建具詳細を正としてください。 

 

 

⑬よろしいです。 

 

 

⑭よろしいです。 

 

 

 

 

⑮マスコンクリートを適用してください。温度応力解析の結果、普

通コンの適用を可とします。 

 

⑯⑰工期は原則として遵守すること。 
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能でしょうか。 

17.工事期間を令和６年４月３０日までが不可の場合、いつまで工期延長が可能かご教

示下さい。 

18.各デッキプレートの使用箇所が不明です。各スラブリストに該当するデッキ型式を

ご教示願います。 

「DP-N-08、DP-N-10、DP-N-12」「QL99-75-1.0-Y27・QL99-75-1.2-Y27」 

19.磁気探査計画図の山留がＨ鋼親杭に見えますが、地下解体時の湧水を考慮し鋼矢板

での山留を検討しております。山留の種類は指定無しと考えて宜しいでしょうか。 

20.解体工事にアスベスト及びＰＣＢが発生した場合、除去費は追加協議の対象と考え

て宜しいでしょうか。 

21.解体工事にアスベスト及びＰＣＢ工事を含む場合、範囲及び数量をご教示くださ

い。 

22.解体対象の浄化槽の内部には汚物等の洗浄は完了していると考えて宜しいでしょ

うか。 

23.既設建屋の６通り-Ａ通り基礎ですが、配置図面にプロットすると道路境界から越

境しています。解体に伴う道路占用等申請及び道路破損復旧費用を本工事に含むと考

えて宜しいでしょうか。 

24.解体図Ａ００３工事区分-2地下壁存置範囲ですが、Ａ通り 2,500側、１通り 2,480

側、Ｆ通り側の３面でＦ通りは壁付きの柱及び梁は存置と考えて宜しいでしょうか。 

25.地下壁の存置ですが、崩壊を防ぐ為、新築躯体に支障の無い範囲で地下スラブ類を

残すことは可能でしょうか。 

 

 

 

⑱1床～R床の合成デッキ範囲以外が該当し、型式は、「DP-N-08、DP-

N-10、DP-N-12」「QL99-75-1.0-Y27・QL99-75-1.2-Y27」から、許容

スパンを満足する型式を採用してください。 

⑲よろしいです。 

 

⑳よろしいです。 

 

㉑なしです。 

 

㉒よろしいです。 

 

㉓よろしいです。 

 

 

㉔よろしいです。 

 

㉕可能です。 

11 （構造） 

① ｽﾘｰﾌﾞのヵ所数について、雑詳細図-3 のｽﾘｰﾌﾞ数量にはφ600-10 ヵ所と記載ありますが 

ﾋﾟｯﾄ伏図では 4 ヵ所しか記載がなく、くい違います。 

ﾋﾟｯﾄ伏図を正と考えて宜しいでしょうか。（A103.構造 403） 

② 雑詳細図-1 設備基礎配筋詳細図について、設備基礎下に地盤改良の図示の記載が 

ありますが、下記図の赤枠の範囲は不要と考えて宜しいでしょうか。（構造 401.102） 

 

① 雑詳細図-3のｽﾘｰﾌﾞ数量を正としてください。 

 

 

② よろしいです。 
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③ 雑詳細図-1 に地下外壁廻り排水溝立上り配筋図とありますが 

不要と考えて宜しいでしょうか。必要であれば範囲を御指示下さい。(構造 401) 

④ 床型枠用ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ標準仕様について、1.2 L=2900 と記載がありますが 

2900 以上の長さがある場合、1.2 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄを使用すると 

考えて宜しいでしょうか。(構造 016) 

⑤ ボーリング柱状図の水位は満潮時のものと考えて宜しいでしょうか。(構造 019) 

⑥ (構造 003) 材料試験､材料検査を省略する為の要領を御指示下さい。 

⑦ (構造 003) ⑳錆止め塗装工場 2 回は㉑耐火被覆部分も同様でしょうか？ 

⑧ (構造 003) ㉖溶融亜鉛めっきの施工範囲を御指示下さい。 

⑨ (構造 404) 仕上げ下地の範囲､取付ﾚﾍﾞﾙを御指示下さい。 

⑩ (構造 404) ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ受けの範囲､取付ﾚﾍﾞﾙを御指示下さい。 

⑪ (構造 404) 雑鉄骨(天井補強) ､の範囲､取付ﾚﾍﾞﾙを御指示下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 不要でよろしいです。 

 

④ 現況、梁幅などを考慮し、t1.2の許容スパン L2900 を超えるも

のはないと考えています。L2900を超えるものは、スパンを満足

する板厚の型式を採用してください。 

⑤ 地盤調査報告書に、満潮・干潮の記載は、ございません。無水堀

りの結果となります。 

⑥ 材料試験は、JIS材・大臣認定品であれば、規格品証明書の提出

により試験を省略可とします。材料検査は、原則全数実施とし

ます。ただし、監理員の承認を得て、社内検査報告（製品検査時）

となります。 

⑦ 耐火被覆部分も 2 回塗を原則としますが、耐火被覆の材料認定

にて、錆止め塗装が認められないものは、必要ございません。 

⑧ Y1-2500～Y1-X1～X5 の外部に接する片持梁、小梁、外部鉄骨階

段が該当します。構造 301 破線範囲を参照してください。 

⑨ 仕上下地の範囲は、現場溶接となるサッシュ、建具、外装受け等

が該当範囲となります。取り付けレベルは、本体鉄骨に下地 PL
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（外部） 

① R 階平面詳細図の機械基礎に表記では 600*600*H300 とありますが図示では 1800*600

と相違しております。1800*600 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A411) 

② 建築計画概要書の外部仕上に笠木:ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ二次電解着色とありますが、矩形図-2 では

ｱﾙﾐ笠木:ﾌｯ素樹脂焼付塗装と相違しております。ﾌｯ素樹脂焼付塗装を正と考えて宜し

いでしょうか。御指示下さい。(A001.452) 

③ R 階平面詳細図に SUS 製ﾀﾗｯﾌﾟ 背かご付がありますが高さが不明です。H3500 と考えて

宜しいでしょうか。御指示下さい。(A411) 

等を溶接となります。 

⑩ ガイドレール範囲は、柱耐火板張り部、内装、サッシュ支持等が

該当します。 

⑪ 1 階外周部天井（建築図 A453）に設けた成形セメント板の下地

補強部が該当します。取り付け位置は、セメント板から 100 逃

げ、天井（天高）＋100程度を補強下地材の下端レベルとしてく

ださい。 

X4～X6-Y1～Y4の駐車場、建物外周部（X3-X6-Y1通り、X6 通り

-Y1～Y4、X1～X5-Y4 通り）の範囲とし、建築図の天井（天高）

+100を補強下地材の下端レベルとしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外部） 

①よろしいです。 

 

②二次電解着色としてください。 

 

 

③よろしいです。 
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④ 庇：天端の仕上はｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A451～

454) 

⑤ 各階設備ﾊﾞﾙｺﾆｰについて､床仕上と同材の立上り H100 を見込んで宜しいでしょうか。

御指示下さい。(A410) 

⑥ 各階設備ﾊﾞﾙｺﾆｰと水平ﾙｰﾊﾞｰ庇がつながっておりますが水平ﾙｰﾊﾞｰ庇の床仕上はｺﾝｸﾘｰﾄ

金鏝仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A410) 

⑦ 設備ﾊﾞﾙｺﾆｰの軒天仕上は複層塗材 E の上､ﾌｯ素樹脂塗装と考えて宜しいでしょうか。御

指示下さい。 

⑧ 7階設備ﾊﾞﾙｺﾆｰに機械基礎がありますが天端仕上:ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上と考えて宜しいでし

ょうか。御指示下さい。(A410) 

⑨ 7 階平面詳細図の下記赤枠に管理用扉､手摺の記載がありますが詳細が不明です。御指

示下 

さい。 

 

⑩ 4 階屋根の笠木仕様･ｻｲｽﾞについて、4 階平面詳細図ではｱﾙﾐ曲加工Ｗ380 ですが雑詳細

図-1 ではｱﾙﾐ既製品Ｗ225と相違しております。平面詳細図Ｗ380 を正と考えて宜しい

でしょうか。御指示下さい。(A408.801) 

⑪ 特記仕様書-3 塗膜防水部分に｢花壇:Y-2｣とありますが外構詳細図-1 植栽帯廻に塗膜

防水の記載がなく、相違しております。花壇:塗膜防水 Y-2 は不要と考えて宜しいでし

ょうか。御指示下さい。(A004.955) 

⑫ 南側立面図の下記赤枠 外壁が立面図でありますが平面詳細図では Y4 通りまでになっ

ており相違しております。外壁範囲は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。(A114.A401) 

④よろしいです。 

 

⑤矩計図参照ください。 

 

⑥よろしいです 

 

⑦ｺﾝｸﾘｰﾄ素地としてください。 

 

⑧よろしいです。 

 

⑨手摺同形状の亜鉛メッキ素地でお考えください。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩よろしいです 

 

 

⑪よろしいです 

 

 

⑫よろしいです。 
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⑬ 矩形図-1 の下記赤枠外壁について、矩形図では RC 壁となっておりますが平面詳細図､

壁種別ﾌﾟﾛｯﾄ図では成形板と相違しております。成形板 t75(ﾘﾌﾞﾊﾟﾈﾙ)と考えて宜しい

でしょうか。御指示下さい。(A111.406.753) 

 

⑭ 建具姿図-1､2 の AW 姿図に RC 下り壁の記載がありますが平面詳細図では外壁成形ｾﾒﾝﾄ

板とあり、相違しております。成形ｾﾒﾝﾄ板 t75 ﾘﾌﾞﾊﾟﾈﾙと考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。(A408.723.724) 

⑮ 東側立面図 下記赤枠内の PC ﾙｰﾊﾞｰ裏側の外壁は全て成形ｾﾒﾝﾄ板 t75 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙと考え

て宜しいでしょうか。御指示下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬矩計図を正としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年１月１２日（水） 

【建築】質疑回答書 

10 

 

 

⑯ 東側立面図の下記赤枠(1F 部分)に凡例:Ｅ(RC 打放)がありますが壁種別ﾌﾟﾛｯﾄ図では

S1:成形ｾﾒﾝﾄ板 t100 と相違しております。壁種別ﾌﾟﾛｯﾄ図を正と考えて宜しいでしょ

うか。御指示下さい。また、凡例 H：有孔ﾌﾞﾛｯｸ積みの記載がありますが明確な範囲が

不明です。御指示下さい。 

 

⑰ 屋外階段詳細図-1.2 に段鼻部分にﾉﾝｽﾘｯﾌﾟの記載がありますが仕様が不明です。御指

示下さい。(A553.554) 

⑱ 東側・西側立面図の下記赤枠に凡例:A ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙの範囲がありますが、矩形図-1 ではｱﾙ

ﾐﾊﾟﾈﾙの記載がなく､相違しております。ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙの範囲･仕様･詳細を御指示下さい。

(A111.113) 

 

 

⑭RC下壁としてください。 

 

 

⑮よろしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯よろしいです。 

 ブロック積は外構図参照ください。基礎については構造図 S401を

参照下さい。 

 

⑰なしとしてください。 

 

⑱北面のみありとしてください。 

 東西面はなしとしてください。 
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⑲ 1 階天井伏図 駐車場の軒天仕上:凡例Ｆ:ｹｲｶﾙ板とありますが厚みが不明です。T=6 と

考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A301) 

⑳ 仕上表-2 の共通に竪樋：配管用塩ﾋﾞ φ100 とありますがｶﾗｰ VP 管φ100 と考えて宜し

いでしょうか。御指示下さい。 

21 仕上表-1 共通事項 4.特記以外は内外共に SOP 塗りとありますが図示内の溶融亜鉛め

っきのままについては塗装無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A201.554) 

22 仕上表-1 外部仕上 軒天に RC の上､2-FUE とありますが､仕上表-2 2-6 階ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾞﾙｺﾆ

ｰの軒天では複層塗材 E の上ﾌｯ素樹脂塗装と相違しております。複層塗材 E を正と考え

て宜しいでしょうか。御指示下さい。また､2-FUE の範囲がありましたら御指示下さい。

(A201.202) 

 

23 1 階天井伏図の下記赤枠(風除室外)に間接照明とありますが仕様・詳細が不明です。御

指示下さい。(A301) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑲よろしいです。 

 

⑳よろしいです。 

 

㉑よろしいです。 

 

㉒よろしいです。 

 

 

 

 

㉓建具詳細図 A725参照ください。 
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24 矩形図-3 の下記赤枠にｳﾚﾀﾝ系塗膜防水の記載がありますが防水範囲図では図示なく、

相違しております。塗膜防水は無しと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

(A453.831) 

25 矩形図 3 Y1 通り外壁 成形ｾﾒﾝﾄ板に鉄骨梁が貫通する部分がありますが塞ぎ金物等が

必要でしたら仕様･ｻｲｽﾞを御指示下さい。(A453) 

26 下記のﾒｰｶｰ･品番等ありましたら御指示下さい。 

・外壁：複層塗材 E+ﾌｯ素樹脂塗装 (A111) 

・設備ﾊﾞﾙｺﾆｰ床：合成樹脂塗床(防塵塗装) ｳﾚﾀﾝ樹脂系(A010.410) 

・1F 駐車場側外壁：磁器質ﾀｲﾙ(A402) 

   壁ﾘﾌﾞの詳細寸法を御指示下さい。(A451) 

 

 

（内部） 

27 1FWC にておいて、床仕上げに磁器質ﾀｲﾙがありますが特記仕様書ﾀｲﾙ工事に記載してお

りま 300×300 ﾀｲﾙと考えて宜しいでしょうか。(A005.203.601) 

28 1FWC において、壁仕上げに磁器質ﾀｲﾙとありますが、特記仕様書ﾀｲﾙ工事に記載の 100

×100 ﾀｲﾙと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A005.203) 

29 WC のﾗｲﾆﾝｸﾞ下地には軽量鉄骨下地 65 型+ｹｲｶﾙ板 t=6.0+耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t12.5 と考えて

宜しいでしょうか。(A601) 

30 WC の間接照明において、間接照明詳細図に木製見切の記載がありますが、仕様が不明

です。ﾀﾓ集成材+CL 塗装と考えて宜しいでしょうか。(A601) 

31 WC 展開図において、下地補強範囲とありますが、仕様が不明です。耐水合板 t12 と考

えて宜しいでしょうか。(A601) 

32 2F 主催者事務室･控室において、仕上表では床下地 OA ﾌﾛｱ H100 となっていますが、平

面詳細図ではＦＬ0 と記載があり、くい違っています。仕上表を正と考えて宜しいでし

ょうか。(A203.404) 

33 4F 事務室において、展開図に壁仕上げﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ切替とありますが、ﾒｰｶｰ品番が分かりま

㉔よろしいです。 

 

 

㉕なしとしてください。 

 

㉖ 

・ﾚﾅﾗｯｸの上ｽｰﾊﾟｰｾﾗﾀｲﾄ F（SKK）同等 

・ｶﾗｰﾄｯﾌﾟ U（ABC）同等 

・GB-NT10MUT（ADVAN）同等 

・壁ﾘﾌﾞ：50ｘ20 

 

 

（内部） 

㉗900ｘ150程度としてください。 

 

㉘900ｘ150程度としてください。 

 

㉙よろしいです。 

 

㉚人工木材としてください。 

 

㉛よろしいです。 

 

㉜よろしいです。 

 

 

㉝BB9052（SINCOL）同等 
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したら御指示下さい。(A507) 

34 3-6FEV ﾎｰﾙの天井において、平面詳細図、展開図において、間接照明の記載があります

が詳細は雑詳細図-4 の間接照明の詳細と考えて宜しいでしょうか。(A804) 

35 3-6FEV ﾎｰﾙにおいて、展開図の EV 扉上部に幕板 ｽﾁｰﾙ焼付塗装とありますが、EV 工事

と考えて宜しいでしょうか。(A505) 

36 2F ﾎﾜｲｴにおいて、2 階平面詳細図-1 にｶｳﾝﾀｰと間接照明の記載がありますが、詳細が

不明です。雑詳細図-4 の会議室 1.4 収納詳細部の間接照明と同様と考えて宜しいでし

ょうか。(A403.804) 

37 2FEV ﾎｰﾙにおいて、壁仕上げに琉球石灰岩の記載がありますが、厚みが不明です。t=20

と考えて宜しいでしょうか。(A403) 

38 2F ﾎﾜｲｴにおいて、仕上表の備考欄にﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝの記載がありますが、ｻｲｽﾞ､詳細が不明で

す。御指示下さい。(A203) 

39 2F ﾎｰﾙにおいて、仕上表の巾木に堅木と記載がありますが、仕様が不明です。御指示下

さい。(A203) 

40 2F ﾗｳﾝｼﾞにおいて、平面詳細図に円柱 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞの記載がありますが壁下地が不明

です。軽量鉄骨壁下地 65 型+石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t9.5+12.5 と考えて宜しいでしょうか。(A404) 

41 雑詳細図-4 において、間接照明の詳細がありますが、円形の FG ﾎﾞｰﾄﾞの厚みが不明で

す。ｔ6.0 と考えて宜しいでしょうか。(A804) 

42 7F ﾊﾟﾝﾄﾘｰにおいて、平面詳細図、展開図の壁仕上げにﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙとありますが、下地は

ｹｲｶﾙ板 t6.0+耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t12.5 と考えて宜しいでしょうか。(A410.508) 

43 1F ｴﾝﾄﾗﾝｽﾛﾋﾞｰにおいて、床仕上に磁器質ﾀｲﾙとありますが、特記仕様書に記載の 100 角

ﾀｲﾙと考えて宜しいでしょうか。(A005.203) 

44 屋内階段詳細図-2 において、踏面の仕上げが NT と凡例がありますが、NC と読み替え

て宜しいでしょうか。NT の凡例について、仕様がありましたら御指示下さい。(A552) 

45 雑詳細図-2 において、ﾒｰﾙｺｰﾅｰ詳細図に三方枠 木 SOP とありますが、仕様が不明です。

ﾀﾓ集成材 400×25 と考えて宜しいでしょうか。(A802) 

46 1F ﾒｰﾙｺｰﾅｰにおいて、平面詳細図に壁ｶﾞｰﾄﾞと記載がありますが、仕様が不明です。雑

 

㉞よろしいです。 

 

㉟よろしいです。 

 

㊱矩計図参照ください。 

 

 

㊲ｔ＝25としてください。 

 

㊳ブラインドプロット図を正としてください。 

 

㊴タモ OSCLとしてください。 

 

㊵よろしいです。 

 

㊶よろしいです。 

 

㊷よろしいです。 

 

㊸900ｘ150程度としてください。 

 

㊹よろしいです。 

 

㊺4方枠として 50ｘ25としてください。ﾀﾓ材ＳＯＰ。 

 

㊻よろしいです。 
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詳細図-2 の壁ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰと考えて宜しいでしょうか。(A401.802) 

47 SK の壁仕上げが化粧ｹｲｶﾙ板ですが、壁出隅と入隅にｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰを見込んで宜しいでし

ょうか。(A203) 

48 SK のﾗｲﾆﾝｸﾞ壁の高さと仕上が不明です。ｹｲｶﾙ板 t6.0+耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t12.5+塩ﾋﾞｼｰﾄ貼

り高さ H1200 と考えて宜しいでしょうか。(A603) 

49 3F 給湯室において、仕上表の備考欄に流し台 L1500 とありますが、平面詳細図では

L1690 のｻｲｽﾞの記載となっており、くい違っています。内部仕上表を正と考えて L1500

と考えて宜しいでしょうか。(A204.406) 

50 1F ﾃﾚﾜｰｸ体験ｺｰﾅｰ内の収納において、仕上げが不明です。下記の様に考えて宜しいでし

ょうか。(A402) 

･床･･･磁器質ﾀｲﾙ 100角 ･巾木･･･磁器質ﾀｲﾙ H100 ･壁･･･石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t9.5+12.5+ﾋﾞﾆﾙｸﾛ

ｽ 

･天井･･･石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t9.5+12.5+塩ﾋﾞｼｰﾄ(A402) 

51 2F 大会議室、ﾎｰﾙ内の収納室において、仕上げが不明です。下記の様に考えて宜しいで

しょうか。 

･床･･･OA ﾌﾛｱｰ H100+ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ ･巾木･･･ｿﾌﾄ巾木 H60 ･壁･･･石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t9.5+12.5+ﾋﾞﾆ

ﾙｸﾛｽ 

･天井･･･岩綿吸音板 t12.0+捨貼 PBt9.5(A403.404) 

52 雑詳細図-1 において、ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ B の詳細がありますが、設置範囲が不明です。範囲を

御指示下さい。(A801) 

53 雑詳細図-1 において、7 階掃出し窓部において、ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽにも防水が記載されて

いますが、防水範囲図-2 ではｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽには防水は無く、くい違っています。防水

範囲図を正とし、不要と考えて宜しいでしょうか。(A801.832) 

54 雑詳細図-13 において、ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ V305 に B.BOX 塞ぎ材とありますが、仕様が不明です。

御指示下さい。(A813) 

55 仕上表-5 の-2F 階段室において、備考欄に鉄骨階段 MDFt-13×2 ﾚｰｻﾞｰ加工塗装仕上と

ありますが、これは階段手摺の笠木部の仕様と考えて宜しいでしょうか。(A205.552) 

 

㊼よろしいです。 

 

㊽よろしいです。 

 

㊾平面詳細図、雑詳細図を正としてください。 

 

 

㊿床：磁器質タイル（ｴﾝﾄﾗﾝｽ同仕様） 

 壁：記載の通り 

 巾木：ビニル巾木 

 天井：岩綿吸音板 

 

51.よろしいです。 

 

 

 

 

52.なしとしてください。 

 

53.よろしいです。 

 

 

54.ﾊﾟｰﾃｼｮﾝ同材としてください。 

 

55.サイン図に記載の化粧パネルです。 
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56 SK ﾌﾞｰｽ内のﾌｯｸにおいて、仕上表では 4 ヶ所となっていますが、便所詳細図-1 の展開

図では 2 ヶ所とくい違っています。仕上表の 4 ヶ所を正と考えて宜しいでしょうか。

(A203.601) 

57 仕上表-5 において、7F ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽに消火器ｽﾀﾝﾄﾞとありますが、ﾒｰｶｰ品番が分かり

ましたら御指示下さい。(A205) 

58 1F のｱｽﾌｧﾙﾄ防水立上りの防水押え金物の仕様が特記仕様書ではｱﾙﾐ製ですが、雑詳細

図-4 ではｽﾃﾝﾚｽ製とくい違っています。雑詳細図-4 を正と考えて宜しいでしょうか。

(A004.804) 

59 壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞの厚みが特記仕様書-9 では t25 ですが、壁種別詳細図では t50 とくい

違っています。特記仕様書-9 を正と考えて宜しいでしょうか。(A010.757) 

60 特記仕様書-8 の内外装工事において、ｺﾞﾑ床ﾀｲﾙと記載がありますが、施工範囲が不明

です。施工範囲が分かりましたら御指示下さい。(A009) 

61 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽの表面処理において、矩形図-1 では SOP とありますが、特記仕様書-10

では焼付塗装とくい違っています。矩形図-1 を正と考えて宜しいでしょうか。(A011) 

62 特記仕様書-10 において、防煙垂壁の記載がありますが、施工範囲が不明です。設置範

囲を御指示下さい。(A011) 

63 PS の床仕上について、仕上表ではｺﾝｸﾘｰﾄ素地、平面詳細図では一部防塵塗装とあり仕

上がくい違います。平面詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。(A701.401～411) 

64 ﾏﾝﾎｰﾙの箇所数が意匠図と構造図でくい違います。意匠図を正としﾏﾝﾎｰﾙ 2 ヶ所、床下

点検口 1 ヶ所と考えて宜しいでしょうか。(A103.構造 101) 

65 ﾋﾟｯﾄ 釜場の仕上が不明です。防水ﾓﾙﾀﾙ金鏝と考えて宜しいでしょうか。(A103) 

66 ﾋﾟｯﾄの仕上が不明です。防水範囲に該当しない部分の仕上は下記の様に考えて宜しい

でしょうか。又、ﾋﾟｯﾄの高さは H=2150 と考えて宜しいでしょうか。 

･床･･･ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え仕上 

･壁、天井･･･打放型枠+打放補修 

67 ﾋﾟｯﾄ平面図について、凡例に通気･通水管とありますが、雑詳細図では上部:通気管、

下部:連通管 半割となっています。雑詳細図を正とし、通水管を不要と考えて宜しい

56.よろしいです。 

 

 

57. UFBV-3F-3026-MBK（ﾕﾆｵﾝ）同等 

 

58.よろしいです。 

 

 

59.壁種別詳細図を正としてください。 

 

60.なしとしてください。 

 

61.よろしいです。 

 

62.なしとしてください。 

 

63.ｺﾝｸﾘｰﾄ素地としてください。 

 

64.よろしいです。 

 

65.よろしいです。 

66.特記-4参照ください。 

 

 

 

67.よろしいです。 
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でしょうか。又、図示のように考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。(A103.801) 

    

68 断熱範囲図について、壁断熱の範囲が不明です。ｽﾗﾌﾞ下まで見込んで宜しいでしょう

か。(A841.842) 

69 建具詳細図に断熱材の図示がありますが、範囲が一部くい違います。断熱範囲図の範

囲を正と考えて宜しいでしょうか。(A725～739.841.842) 

70 EV 詳細図に f1.f2 中間ﾋﾞｰﾑ取付用間柱とありますが、記号の記載がなく範囲が不明で

す。詳細をご指示下さい。(A852) 

AW-1-3F.AW-1-4F.AW-1-56Fについて、平面詳細図に横型手動ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞとありますが、ﾌﾞ

ﾗｲﾝﾄﾞｷｰﾌﾟﾗﾝに記載がありません。平面詳細図を正とし下記の様に考えて宜しいでしょ

うか。(A407.409.410.821.822) 

･AW-1-3F･･･ｱﾙﾐ 横型手動 ｽﾗｯﾄ巾 25  4 ヶ所 

･AW-1-4F･･･ｱﾙﾐ 横型手動 ｽﾗｯﾄ巾 25  4 ヶ所 

･AW-1-5.6F･･･ｱﾙﾐ 横型手動 ｽﾗｯﾄ巾 25  4 ヶ所 

71 平面詳細図 4.5.6F 分電盤点検口について、仕様が不明です。ｻｲｽﾞ･材質･仕上等ご指

示下さい。(A407.408.409) 

72 平面詳細図 2F ﾎｰﾙについて、昇降式 PJ と記載がありますが、詳細がありません。別途

工事と考えて宜しいでしょうか。(A404) 

73 耐火被覆について、構造特記仕様書に半乾式吹付ﾛｯｸｳｰﾙとけい酸ｶﾙｼｳﾑ板が適用となっ

ており、部位はともに建築図によるとありますが、建築図からは読み取れません。上

記 2 種類の使い分けが必要な場合は明確な施工範囲を御指示下さい。(S003) 

74 1F ｴﾝﾄﾗﾝｽﾛﾋﾞｰにおいて、展開図-1 にｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙとありますが、施工範囲、詳細が不

明です。御指示下さい。(A501) 

75 下記のﾒｰｶｰ･品番等ありましたら御指示下さい。 

 

 

 

 

 

68.よろしいです。 

 

69.建具詳細に記載の断熱材も含めてください。 

 

70. f1、f2はなし。ｆ３のみです。 

 ブラインドについてはよろしいです。2Ｆにも設置をお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

71.500□、パーティクルボード、回転式ハンドル付としてください。 

 

72.電気設備工事となります。開口補強は建築工事。詳細については

E708参照ください。 

73.1Ｆ設備機械室、7Ｆ電気室、発電機室のみｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板としてく

ださい。 

 

74.自動扉上部、W3,600ｘH500 

  ﾘﾌﾞ形状としてください。 

75.汚垂石に指定はありません 
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･WC(M)･･･汚垂石 花崗岩(A203) 

･壁･･･ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(A203) 

･床、壁･･･陶磁器ﾀｲﾙ(A005) 

 

 

（建具） 

76 1F ｷｰﾌﾟﾗﾝ(X1-2/Y4)について、図示の建具(AW-4-1F.SD-1-1F.AD-2-1F)が建具表に記載

がありません。建具表を正とし、図示の建具は不要と考えて宜しいでしょうか。建具

が取り付く場合は、ｻｲｽﾞ･仕様等の詳細をご指示下さい。(A701.710)  

 

77 2F ｷｰﾌﾟﾗﾝ(X3/Y1)について、図示の建具(AG-1-2F)が建具表に記載がありません。建具

表を正とし、図示の建具は不要と考えて宜しいでしょうか。建具が取り付く場合は、ｻ

ｲｽﾞ･仕様等の詳細をご指示下さい。(A702.714) 

  

78 AG-1-7F について、立面図に記載がありません。建具表･ｷｰﾌﾟﾗﾝを正と考えて宜しいで

しょうか。(A114.706.721) 

79 建具表-1(特記事項) 自動扉 No.04 について、引込部に H=750mm の衝突防護手摺(SUS､

FB-8*40 加工枠､HL 仕上､強化ｶﾞﾗｽ t=10 入り)を設置するとありますが、雑詳細図-6 に

自動扉 防護柵の詳細があります。雑詳細図を正と考えて宜しいでしょうか。

(A708.806) 

80 AW-9-3F.SD-3-3F.SD-4-7Fについて、建具姿図参照とありますが、姿図に図示がありま

せん。詳細をご指示下さい。(A715.723.724) 

 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽは BB9052（SINCOL）同等としてください。 

 床ﾀｲﾙはｱﾏﾚｰﾉ（ADVAN）同等 

壁はﾙﾐﾉｽ（LIXIL）同等としてください。 

 

 

（建具） 

76.よろしいです。 

 

 

 

 

 

 

77.よろしいです。 

 

 

 

 

 

78.よろしいです。 

 

79.よろしいです。 

 

 

 

80.ＳＤについては建具姿図 2 を参照ください。AW-9-3Fは AW-3-3F

としてください。 
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81 建具姿図 AW-8-2F について、建具表に AW-8-2F がありません。CW-1-2F の姿図と考え

て宜しいでしょうか。(A712.724) 

82 5.6F の建具について、建具表の箇所数が 1 ﾌﾛｱ分となっています。2 ﾌﾛｱ分の数量とし、

5.6F の建具表の数量をすべて 2 倍と考えて宜しいでしょうか。(A719.720) 

83 建具特記事項について、外部に面する建具 No.07 について、扉の枠と躯体間のｼｰﾘﾝｸﾞ

は二重を原則とするとありますが、ｻｲｽﾞと該当する建具が不明です。特記無き限りｻｲ

ｽﾞ 20*10+20*10 とし、外部に面する建具すべて見込んで宜しいでしょうか。(A708) 

84 建具姿図について、2F ﾗｳﾝｼﾞに取り付く AW-8-2F の図示がありますが、建具表･ｷｰﾌﾟﾗﾝ

に AW-8-2F の記載がありません。建具表･ｷｰﾌﾟﾗﾝを正とし AW-8-2F は不要と考えて宜し

いでしょうか。(A702.712.724) 

85 下記の建具について、姿図と建具表で寸法がくい違います。姿図を正と考えて宜しい

でしょうか。(A710～739) 

                建具表              姿図 

･AW-2-3F    W6000*H2000､300    W6300*H2000､300 

･AW-3-3F    W6000*H2000､300    W6300*H2000､300 

･AW-8-3F    W11859*H2000､300   W6039.2*H2000､300 

･AW-1-7F    W3090*H2900､300    W3090*H2850､415 

･AW-2-7F    W6500*H2900､300    W6500*H2850 

･AW-3-7F    W12464*H2900､300   W13003.3*H2850､415 

･AW-5-4F    W6020*H2000､300    W6020*H2000 

･AW-5-56F   W6020*H2000､300    W6020*H2000 

･AW-6-4F    W5160*H2000､300    W6020*H2000 

･AW-6-56F   W5160*H2000､300    W6020*H2000 

･AW-7-4F    W5160*H2000､300    W6020*H2000 

･AW-7-56F   W5160*H2000､300    W6020*H2000 

86 AW-1-1F.AW-2-1F について、合せｶﾞﾗｽ 3+3 とありますが、ﾌﾛｰﾄ 3＋ﾌﾛｰﾄ 3 と考えて宜し

いでしょうか。(A710) 

81. AW-8-2Fはキープラン・建具表を正とし無しとして下さい。 

 

82.よろしいです。 

 

83.よろしいです。 

 

 

84.よろしいです。 

 

 

85.赤字を正としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.ＦＬ６+ＦＬ６としてください。 
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87 SD-5-1F、SD-1-2F、SD-1-3F、SD-1-4F、SD-1-5.6F、SD-1-7F,SD-2-7F について、建具

特記 凡例より鋼製建具となっていますが、建具表の仕上に SUS 焼付塗装とあります。

建具表を正とし、ｽﾃﾝﾚｽ製建具と考えて宜しいでしょうか。(A708.710) 

88 飛散防止ﾌｨﾙﾑ、化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ、ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽのﾒｰｶｰ･品番等をご指示下さい。 

89 ｼｬｯﾀｰの FB 枠のｻｲｽﾞが不明です。ご指示下さい。(A709.710～722) 

90 凡例に網入ｶﾞﾗｽとありますが、網入磨き板ｶﾞﾗｽと考えて宜しいでしょうか。(A708) 

91 AW-3-1F のｶﾞﾗｽについて、強化 複層 6  8 とありますが、複層ｶﾞﾗｽ 強化 6+A6+強化 8

と考えて宜しいでしょうか。(A710) 

92 AW-2-2F のｶﾞﾗｽについて、網入 複層 欄間 6.8-3.0、正面 6.8-6.0 とありますが、下記

の様に考えて宜しいでしょうか。(A712) 

･欄間:複層ｶﾞﾗｽ 網入 6.8+A6+ﾌﾛｰﾄ 3.0  

･正面:複層ｶﾞﾗｽ 網入 6.8+A6+ﾌﾛｰﾄ 6.0 

93 AW-3-2F,AW-5-2F,AW-6-2F,AW-7-2F のｶﾞﾗｽについて、Low-E 複層 欄間 3.0-3.0、正面

6.0-6.0 とありますが、下記の様に考えて宜しいでしょうか。(A712) 

･欄間:複層ｶﾞﾗｽ Low-E6.0+A6+ﾌﾛｰﾄ 3.0 

･正面:複層ｶﾞﾗｽ Low-E6.0+A6+ﾌﾛｰﾄ 6.0 

94 AW-2-3F.AW-3-3F.AW-4-3F.AW-5-3F.AW-9.3F について、Low-E 複層 欄間正面 8.0-8.0、

正面腰 4.0-4.0 とありますが、下記の様に考えて宜しいでしょうか。(A715) 

･正面:複層ｶﾞﾗｽ Low-E6.0+A6+ﾌﾛｰﾄ 6.0 

95 AW-7-3F.AW-8-3F について、網入 複層 欄間正面 6.8-8.0、正面腰 6.8-3.0 とあります

が、下記の様に考えて宜しいでしょうか。(A715) 

･正面:複層ｶﾞﾗｽ網入 6.8+A6+ﾌﾛｰﾄ 8.0 

96 LSD-2-7F について、備考欄にｶﾞﾗｽ面:飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼とありますが、ｶﾞﾗｽが取りついて

ない為、不要と考えて宜しいでしょうか。(A722) 

AW-1-7F.AW-2-7F.AW-3-7Fについて、LE 複層 らんま 3.0-3.0、正面 8.0-8.0 とありま

すが、下記の様に考えて宜しいでしょうか。(A721) 

･欄間:Low-E 複層ｶﾞﾗｽ Low-E3.0+A6+FL3.0 

87.よろしいです。 

 

 

88飛散防止：ULTRA S800（3M）同等 

化粧塩ビ：RW4060 REATEC SANGETSU同等 

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ：BB9052（SINCOL）同等 

としてください。 

89.ｔ＝5としてください。 

90.よろしいです。 

91.強化ガラス 6+A6+FL8としてください。 

92.よろしいです。 

 

93.よろしいです。 

 

 

 

94.別紙 94を参照下さい。 

 

 

95.別紙 94を参照下さい。 

 

 

96.よろしいです。 
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･正面:Low-E 複層ｶﾞﾗｽ Low-E8.0+A6+FL8.0 

97 AW-2-2F.AW-2-4～6F について、防火設備の範囲は図示の通りでよろしいでしょうか。 

又、ｶﾞﾗｽの仕様は網入複層ｶﾞﾗｽ 1 種類のみとなっていますが、非防火部分のｶﾞﾗｽも同

様のｶﾞﾗｽと考えて宜しいでしょうか。(A727.731) 

  

           AW-2-2F                          AW-2-4～6F 

98 建具特記事項 外部に面する建具 No.05 に、金属製扉に建具枠室内側周りに発泡ｳﾚﾀﾝ t-

15 を吹き付けるとありますが、標準･雑詳細図で枠廻りにﾛｯｸｳｰﾙ充填されています。標

準･雑詳細図を正とし、発泡ｳﾚﾀﾝ t-15 は不要と考えて宜しいでしょうか。(A-

708.709.806) 

99 CW-1-2F について、建具表と詳細図でｶﾞﾗｽの種類がくい違います。建具詳細図を正と考

えて宜しいでしょうか。(A712.738) 

100 雑詳細図-14 について、AAG 詳細図とｽﾁｰﾙﾄﾞｱ詳細図がありますが該当する建具が不明

です。ご指示下さい。(A814) 

101 AW-2-2F.AW-2-4～6F について、防火設備の範囲は図示の通りでよろしいでしょうか。 

又、ｶﾞﾗｽの仕様は網入複層ｶﾞﾗｽ 1 種類のみとなっていますが、非防火部分のｶﾞﾗｽも同

様のｶﾞﾗｽと考えて宜しいでしょうか。(A727.731) 

  

           AW-2-2F                          AW-2-4～6F 

 

97.よろしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.よろしいです。 

 

 

 

99.よろしいです。 

 

100.ＡＡＧはＸ4通り 

  ドア詳細は各パーテション扉になります。ガラス窓の有無につ

いては図面参照ください。 

101.よろしいです。 
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102 図示の様に RC 下り壁の記載がある建具がありますが、下り壁部分にｶﾞﾗﾘは無いと考え

て宜しいでしょうか。(A723.724) 

     

103 AW-5-4F.AW-6-4F.AW-7-4F.AW-5-56F.AW-6-56F.AW-7-56Fについて、姿図では上部 RC下

り壁とありますが、建具表では上部一部ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘとあります。上部ｶﾞﾗﾘは不要と考えて

宜しいでしょうか。(A723.724) 

104 下記の建具について、建具表と姿図で名称がくい違います。姿図を正と考えて宜しい

でしょうか。(A710～722.723.724)  

             建具表                                   姿図 

･AW-2-3F･･･FIX 窓+上部ｶﾞﾗﾘ付               縦滑り出し窓+引違い窓+上部ｶﾞﾗﾘ付 

･AW-3-3F･･･FIX 窓+引違い窓+上部ｶﾞﾗﾘ付      縦滑り出し窓+引違い窓+上部ｶﾞﾗﾘ付 

･AW-7-3F･･･FIX 窓+縦滑り出し窓+上部ｶﾞﾗﾘ付  FIX 窓+引違い窓+上部ｶﾞﾗﾘ付 

･AW-8-3F･･･FIX 窓+縦滑り出し窓+上部ｶﾞﾗﾘ付  FIX 窓+縦滑り出し窓+引違い窓+上部

ｶﾞﾗﾘ付 

105 SD-2-1F、LSD-4-2F、LSD-3-1F、LSD-5-2F、LSD-2-3F,LSD-1-4F、LSD-1-56F について、

ﾄｲﾚに取り付く建具ですが、ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ厚 6.0 となっています。型板ｶﾞﾗｽ 厚 6.0 に読み

替えても宜しいでしょうか。(A710～722) 

 

 

（外構） 

① 平面詳細図と外構図で下記がくい違います。すべて平面詳細図正と考えて宜しいでし

ょうか。(A401.A402.A951～954) 

  ・通用口部分駐輪場(平面詳細図:駐輪場 10,11 と記載 , 外構図:ｺﾞﾐ箱と記載) 

102.よろしいです。 

 

 

 

 

 

 

103.姿図に記載の通りとしてください。 

 

 

104.よろしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

105.よろしいです。 

 

 

 

 

（外構） 

① 

・ゴミ庫横に駐輪場あり。 

・西側擁壁は既存。外構図を正。 
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  ・西側擁壁(平面詳細図:すべて侵入防止柵 , 外構図:一部既存 RC 壁) 

 ・屋外機置場 設備基礎(平面詳細図:記載あり , 外構図:記載なし) 

 ・屋外機置場 側溝(平面詳細図:記載なし(暗渠型で考えております) , 構図:歩行用ｸﾞ

ﾚｰﾁﾝｸﾞ) 

  ・駐車場出入口ｻｲﾝ,矢印(平面詳細図:記載あり , 外構図:記載なし) 

 ・駐車場部分ﾏﾝﾎｰﾙ(平面詳細図:記載あり , 外構図:記載なし) 

② 外構平面詳細図-3 で通用口入口部分にｱﾙﾐ製ｺﾞﾐ箱記載がありますが、ﾒｰｶｰ、品番など

が不明です。必要な場合は詳細をご指示ください。(A953) 

③ 外構平面詳細図で下記の詳細図が不明です。詳細図をご指示ください。(A951～954) 

・集水桝、側溝関係 

・歩道ｽﾛｰﾌﾟ部分 手すり、手すり基礎 

・耐荷重用ﾏﾝﾎｰﾙ 

④ 外構平面詳細図でﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄの記載がありますが、詳細不明です。W150、白色、道路

用溶融手動式と考えて宜しいでしょうか。(A951～954) 

⑤ 外構平面詳細図で舗装の凡例の記載がありますが、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装以外の舗装の詳細が不

明です。下記の通り考えて宜しいでしょうか。(A951～954) 

・磁器質ﾀｲﾙ貼  ：磁器質ﾀｲﾙ 100*100t10,均しﾓﾙﾀﾙ t50,土間ｺﾝ t150(D10@200 ｼﾝｸﾞﾙ

ｸﾛｽ), 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ t150 

・ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装：土間ｺﾝ t150(D10@200 ｼﾝｸﾞﾙｸﾛｽ) 金ｺﾞﾃ仕上, 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ t150 

・砕石敷き    ：再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ t150 

また、磁器質ﾀｲﾙについて、ﾒｰｶｰ、品番などが不明です。詳細をご指示ください。 

 

⑥ 外構詳細図-1 でｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の詳細図がありますが、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A と透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

の使い分けが不明です。下図赤色範囲をｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A の範囲とし、図以外の範囲のｱｽ

ﾌｧﾙﾄ舗装を透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装と考えて宜しいでしょうか。(A952.A955) 

・平面詳細図を正としてください。 

・側溝については外構図を正としてください。 

・サイン、平面詳細図を正 

・マンホール、平面詳細図を正 

 

 

②四国化成ゴミストッカーPS型 1812 同等品として下さい。 

 

③ 

・集水桝、側溝 A956参照 

・ｻﾎﾟｰﾄﾚｰﾙ FA型（LIXIL）同等 

・MKH-S（ｶﾈｿｳ）同等 

④よろしいです 

 

⑤よろしいです。 

 ｱﾏﾚｰﾉ（ADVAN）同等としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥すべてアスファルト舗装としてください。 
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⑦ 外構詳細図-1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 Aで使用されているｱｽﾌｧﾙﾄの種類と路盤材量の種類が不明瞭

です。 

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t50,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 t200 と考えて宜しいでしょうか。 (A955) 

⑧ 外構詳細図-1 駐車場植栽帯廻りで壁の記載がありますが、配筋詳細が不明です。D10 

@200 ｼﾝｸﾞﾙｸﾛｽと考えて宜しいでしょうか。(A955) 

⑨ 外構詳細図-1 西側駐車場 転落防止柵で配筋詳細が不明です。外構詳細図-2 目隠し

壁(喫煙ｺｰﾅｰ)と同様の配筋を見込んで宜しいでしょうか。(A955.A956) 

⑩ 外構詳細図-1 侵入防止柵 で基礎の記載がありますが、配筋詳細、地業の詳細が不明

です。ﾍﾞｰｽ筋、ﾊｶﾏ筋ﾌｰﾌﾟ共に D10@200、砕石 t100 と考えて宜しいでしょうか。(A955) 

⑪ 外構詳細図-1 伸縮目地で 2 種類記載がありますが、使い分けが不明です。詳細をご指

示ください。(A955) 

⑫ 外構詳細図-1 誘導用点字ﾀｲﾙで使い分けについて、確認ですが、下図赤線範囲を点状

突起型とし、それ以外を線状突起型とすると考えて宜しいでしょうか。(A955,A402) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦よろしいです 

 

 

⑧よろしいです 

 

⑨よろしいです。 

 

⑩よろしいです。 

 

⑪仕上材の違いです。 

 

⑫よろしいです。 
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⑬ 外構詳細図-1 通用口廻りで階段部分の記載がありますが、階段、踊り場部分の配筋詳

細、地業、ｺﾝｸﾘｰﾄ厚みの詳細が不明です。下記の通り考えて宜しいでしょうか。(A955) 

  ・階段、踊り場ｽﾗﾌﾞ厚み：t150 

  ・階段主筋、稲妻筋 : D10@200 

  ・階段段鼻筋、段受筋 : 1-D13 

  ・踊り場 : D10@200 ｼﾝｸﾞﾙｸﾛｽ 

  ・地業：砕石 t100 , 捨てｺﾝ t50 

⑭ 外構詳細図-2 ｽﾘｯﾄ側溝で 2 種類の側溝の記載がありますが、使い分けの詳細が不明で

す。ご指示ください。(A955) 

⑮ 外構詳細図-2 門扉(喫煙ｺｰﾅｰ)で基礎の記載がありますが、配筋詳細等不明です。下記

の通り考えて宜しいでしょうか。 

   ・ｻｲｽﾞ:360*360*H300 

   ・砕石 t1OO 

・配筋 ﾍﾞｰｽ、ﾊｶﾏ筋共 D10@200 縦横共 

⑯ ｻｲﾝ詳細図-8 で自立ｻｲﾝ、駐車場出入口表示の記載がありますが、地業、配筋の詳細不

明です。下記の通り考えて宜しいでしょうか。(A916) 

・配筋基礎部分 ﾍﾞｰｽ、ﾊｶﾏ筋共 D10@200 縦横共 

・柱部分 主筋、ﾌｰﾌﾟ共 D10@200 

・地業 捨てｺﾝ t50,砕石 t100 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬よろしいです。 

 

 

 

 

 

 

⑭グレーチングが地面に表れるものと暗渠の使い分けです。 

 

⑮よろしいです。 

 

 

 

 

⑯よろしいです。 
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平面詳細図-2 で駐車場部分にﾏﾝﾎｰﾙの記載がありますが、X6 通り、Y4 通りの部分にﾏﾝﾎｰﾙ

の記載がありますが、下部にﾋﾟｯﾄがない為不要と考えて宜しいでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろしいです。 
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（解体） 

1 既設建物に杭は無いものと考えてよろしいでしょうか。 

2 (解体 A003､S001) 山留として利用する地下壁下の地梁・耐圧盤(下図色塗り範囲)は存

置としてよろしいでしょうか。※新設 PHC 杭との干渉部は部分撤去 

 

3 (解体 A003)  既設地下壁は山留として利用となっていますが、山留としての構造計算

等はされているものと考え、見積りして宜しいでしょうか。また施工段階で崩壊の恐れが

ある場合、工法・工期・予算は協議できるものと考えて宜しいでしょうか。 

 

4 (解体 A013,A027)  深さが H=3.8～6.15 ある浄化槽(800 人)の撤去には山留が必要で

すが、道路境界線との間が無く、山留を施工するのが困難となります。道路境界線側の壁・

耐圧盤を存置としてよろしいでしょうか？ 

 

 

（解体） 

1.よろしいです。 

2.よろしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.山留として利用する既存壁は自立はできないため、崩壊しないよ

う埋戻を行いながら躯体の解体撤去を行ってください。施工計画上、

安全を優先するために必要と思われる躯体は存置することも可とし

ます。工法については安全を優先に検討を行ってください。 

また、工事期間中は既存壁のレベル及び傾きの計測を行い、安全管

理に努めてください。 

 

4.よろしいです。 
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12 入札日が令和 4年 1月 21日となっておりますが、正月休みを挟んでいる為、見積期間

が 図面受領から実質 3 週間ほどしかありません。数量積算に 2 週間、業者見積徴収

に 2 週間ほど要しますので見積期間が足りません。又、質疑回答が 1/14となっており

入札日まで 1 週間しかありません。回答内容によっては業者に再見積を依頼する場合

も考えられる為、時間が足りません。入札日を 1 週間延長していただけないでしょう

か。 

入札までの期間を 1週間延長とします。よって、入札日を令和 4年

1月 28日へ変更とします。 

 

中小企業振興会館建設事業施設建築物新築工事（建築・昇降機） 

開札日時 

令和４年１月２８日(金)午後３時 

 

中小企業振興会館建設事業施設建築物新築工事（機械・電気） 

開札日時 

令和４年１月２８日(金)午後４時 

 

 


