
設計図書等に対する回答書 

 

令和２年７月２２日 

 

工事(業務)番号  建築第１５号 

 工事(業務)名   たつの消防署揖保川出張所漏水改修工事 

                    工事等担当課名 都市政策部 建築課 

番号 

１ 

質問内容・設計図書（P ）・図面番号（建築№１４） 

電気工事の既設分岐 露出配管 ３相２００Ｖ 

どこの場所からどこまでどれくらいのｍ数を見込んでいますか 

コンセント等も必要ではないですか 

回答内容 

EM-CE2.0-5C 15m ウインチからＣ通・1 通の柱型を手の届くＨ1,500 程度のところまで

とします。 

EM-CE3.5-4C 35m 制御盤からウインチまでとします。 

コンセントは不要です。 

番号 

２ 

質問内容・設計図書（建築 P7・10）・図面番号（建築 20） 

内訳書建築７のケラバ包み（多角仕上）と内訳書建築１０のドーム屋根ケラバ包みは重複

していると考えてよろしいか？重複している場合、内訳書１０及び図面建築２０の仕様でよ

ろしいか？ 

回答内容 

内訳書建築７のケラバ包み（多角仕上）は屋根側の立上り部分です。 

内訳書建築１０のドーム屋根ケラバ包みは内訳書１０及び図面建築２０に示すものです。 

番号 

３ 

質問内容・設計図書（建築 P6）・図面番号（建築 07、20） 

図面建築０７の外部仕上表では、屋根材厚が 0.4㎜となっていますが、図面建築 20・内訳

書建築６にあるように 0.45㎜としてよろしいか？ 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

番号 

４ 

質問内容・設計図書（建築 P11）・図面番号（建築 07、10） 

図面建築 07・10における A9・A10及び内訳書建築 11の「ｱﾙﾐｻｯｼ・躯体取合い部水切り金

物の形状をお示しください。 

回答内容 

アルミ製厚み 1.3㎜、糸幅 100程度（既設雨水進入部シール、バックアップ共）で、アル

ミサッシと外壁をビス止め（片方ルーズ穴開け共）とし、ビス頭部押えコーキングとします。 

現場採寸のうえ施工図承諾により実施とします。 

番号 

５ 

質問内容・設計図書（P ）・図面番号（建築 01、06） 

図面建築 01（特記仕様書 1）・06（配置図）にある仮囲いと、図面建築 01（特記仕様書 1）

にある仮設事務所（35㎡程度）は、内訳書共通仮設費の工事施設費の中で「積上げ」で算定

してよろしいか？それとも「積上げ算定」は無しとみればよろしいか？ 

回答内容 

工事施設費に含みます。 



番号 

６ 

質問内容・設計図書（P ）・図面番号（  ） 

トイレは施設内のトイレが使用可能ですか？仮設トイレが必要ならば共通仮設費で「積み

上げ」とみてよろしいか？それとも「積上げ算定」は無しとみればよろしいか？ 

回答内容 

共通仮設費の工事施設費に含みます。 

番号 

７ 

質問内容・設計図書（建築 P14）・図面番号（  ） 

ホース干し用ホイスト取付工事において、既設電源から当該場所までの距離（露出配管長）

はどのくらいでしょうか？ 

回答内容 

番号 1のとおりです。 

 

工事(業務)番号  道路維持第２号 

 工事(業務)名   市道鍛冶屋中央線道路新設改良工事（第２工区） 

                    工事等担当課名 都市建設部 建設課 

番号 

１ 

質問内容・設計図書（項 0-0008/0077） 

鋼製グレーチング（ますぶた）180°開閉式 300×600 用 T-25 とありますが、普通目、細

目のどちらでしょうかご教示ください。 

回答内容 

 普通目で積算を行っています。 

 

 工事(業務)番号  下水道第３号 

 工事(業務)名   最適化整備計画策定業務委託 

                   工事等担当課名  上下水道部 下水道課 

番号 

１ 

質問内容・見積参考図書（頁  /   ）・図面番号（   ） 

技術者（管理技術者）の要件については、技術士法に基づく上下水道部門「下水道」の登

録資格を有する者を含めてよろしいか？ 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

 

工事(業務)番号  建築第１６号 

 工事(業務)名   揖西中こども園耐震補強工事設計業務委託 

                   工事等担当課名  都市政策部 建築課 

番号 

１ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

業務内容１ 設計業務として耐震補強工事と記載がございますが、耐震診断業務は別途業

務と考えさせて頂いてよろしいでしょうか？ 

回答内容 

 耐震診断及び耐震改修計画（評価取得済）は令和元年度に完了しています。 

番号 

２ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

業務内容１ 設計業務として内部改修工事と記載がございますが、具体的な設計内容が分

かりません。 

設計内容は耐震補強によって発生する遡及改修と考えさせて頂いてよろしいでしょう

か？そうでないならば、具体的な内容をご教示ください。 



回答内容 

主に耐震補強を実施するために必要となる改修工事（補強する部屋の内装（天井・壁・床

等））及び設備改修等（照明器具取替、感知器取替、空調機器・換気設備脱着等）を想定し

ていますが、詳細については委託要項第４に記載のとおり、施設管理者及び監督員と協議の

上で決定するものとします。 

番号 

３ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

 以下の資料の貸与は可能でしょうか？ 

 １ 竣工図（Ａ、Ｓ、Ｅ、Ｍ共）改修履歴があれば全ての図面 

 ２ 計画通知書又は確認申請書（構造計算書含む） 

 ３ 耐震診断書、補強計画書 

回答内容 

 受注者に貸与します。 

番号 

４ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

 設計業務として電気設備設計、機械設備設計の内容の記載がございませんが、ないものと

考えさせて頂いてよろしいでしょうか？そうでないならば、具体的な設計内容をご教示くだ

さい。 

回答内容 

 番号２のとおりです。 

番号 

５ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

 アスベスト調査は本業務外と考えさせて頂いてよろしいでしょうか？そうでないならば、

検体数と採取場所をご教示ください。 

回答内容 

 アスベスト調査は実施済みです。 

番号 

６ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

診断評価取得は別途業務と考えさせて頂いてよろしいでしょうか？必要ならば、耐震診断

評価と耐震改修計画評価の両方の取得が必要と考えてよろしいでしょうか？ 

回答内容 

 番号１のとおりです。 

番号 

７ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

 質疑６の追記として、評価手数料は、発注者様のご負担と考えさせて頂いてよろしいでし

ょうか？ 

回答内容 

 番号１のとおりです。 

番号 

８ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

 質疑６の追記として、評価取得に伴う想定期間は約３ヶ月程度と考えてよろしいでしょう

か？また、評価取得は、本業務期間以降の取得と考えさせて頂いてよろしいでしょうか？ 

回答内容 

 番号１のとおりです。 

番号 

９ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

 設計上の留意事項１ 現地調査・確認として隠蔽部や埋設管の調査と記載がございます。 

これらの内容は、あくまで図面や目視による調査と考え、建物の解体や掘削を伴う調査は別

途業務と考えてよろしいでしょうか？ 



回答内容 

 図面や目視による調査のみとします。 

番号 

１０ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

 質疑９の追記としまして、建物の調査に関して、解体を伴う調査が必要であれば、その解

体箇所の補修方法をご教示ください。 

回答内容 

 番号９のとおりです。 

番号

１１ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

 業務要綱に園舎棟の耐震診断・改修計画案の結果による耐震補強工事等を行う為の実施設

計と記載があります。今回の業務では改めて耐震計画案の作成は不要との認識でよろしいで

しょうか？ 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

番号

１２ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

 要求図書として、１２．概算工事費との記載があります。こちらの作成についてもエクセ

ルにて作成するとの認識でよろしいでしょうか」？ 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

番号

１３ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

 同じく要求図書として、１２．工事監理業務費内訳書との記載があります。こちらの内訳

内容として以下のように考えてよろしいでしょうか？ 

 １．監理は建築のみとし、設備は監理なし 

 ２．監理は重点監理とし、週１日程度の定例とする 

回答内容 

 設計業務を進め工事内容を確定した後、監督員と協議の上、監理業務の内容や頻度等を決

定する予定です。その内容に合わせた見積書を作成してください。 

番号

１４ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

 質疑１３に関し、工事期間の記載がないように思われます。工事監理業務費内訳書の作成

にあたり、工事期間が必要となってきます。工事期間をご教示いただけるようお願いいたし

ます。 

回答内容 

 設計業務を進め工事内容を確定した後、監督員と協議の上、工事期間を決定する予定です。 

番号 

１５ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

 提出期限に関し、※上記２提出分を刊行物（令和３年１月号、冬号）で単価入替を行う事

との記載があります。こちらについては、要求図書４、６について１月３０日までに提出し

たものを２月２６日までに刊行物の単価を令和３年１月号、冬号にて単価入替して提出する

との認識でよろしいでしょうか？ 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

なお、１月３０日までに提出する要求図書４・６の作成にあたっては、委託要項Ｐ４では『令

和２年１２月号、秋号を使用』とありますが、『令和２年１０月号、秋号を使用』と読み替

えてください。 



番号 

１６ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

 図面、配置図を見る限り道路幅員がかなり狭いように思われますが、工事用車両の規模、

通行、敷地内への進入ルートについては、耐震診断、補強計画案策定業務の中で、既に検討

済みであり、今回業務にて改めての検討は不要であるとの認識でよろしいでしょうか？ 

回答内容 

 耐震診断・補強計画案策定業務では、立地条件等も配慮した上で耐震補強工法を決定して

います。しかしながら、立地条件については設計する上で再度検討すべき内容であると考え

ますので、耐震改修計画を十分に把握した上で改めて検討を行い、本業務の成果品に全て反

映させてください。 

番号 

１７ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

 平面図において、鉄骨補強工事は天井裏での作業との記載がありますが、室内に出てこな

いとの認識でよろしいでしょうか？ 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

番号 

１８ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

 同じく鉄骨補強について、どのような部材、形状、大きさで計画されているのか不明です。

詳細についてご教示いただけるようお願いいたします。 

回答内容 

 大梁の横補剛材の補強のため、大梁と小屋梁が交差する部分から約５００㎜の範囲内にプ

レート（ＰＬ９㎜、ＰＬ６㎜）を溶接し、方杖（[-７５*４０*５*７×約４００㎜)を新設す

る計画となっています。なお、詳細については、受注者に耐震改修計画（詳細図含む）を貸

与します。 

番号 

１９ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

 平面図において、鉄骨補強位置がＸ方向において、同じライン上にあるように思われます

が、これは梁、または小梁上にあると考えてよろしいでしょうか？ 

回答内容 

 小屋梁下に方杖を新設する計画となっています。なお、詳細については、受注者に耐震改

修計画（詳細図含む）を貸与します。 

番号 

２０ 

質問内容・設計図書（項  /   ）・図面番号（   ） 

 本業務の改修施設に関して、増築履歴はございますでしょうか？ 

回答内容 

 平成２９年度に別棟で遊戯室棟を増築していますが、園舎棟には増築履歴はありません。 

 


