
設計図書等に対する回答書 

 

令和２年７月１日 

 

工事(業務)番号  都市計画第１５号 

 工事(業務)名   揖西西小学校フェンス等設置工事 

                  工事等担当課名 都市政策部 都市計画課 

番号 

１ 

質問内容・見積参考図書（頁 0-006/0092）・図面番号（   ） 

処分費〔生木（幹・枝葉） 

の処分先を明示してください。 

回答内容 

 処分先は、工事設計図書（特記仕様書）に記載しています。 

番号 

２ 

質問内容・見積参考図書（頁 0-006/0092）・図面番号（   ） 

処分費〔生木（根） 

の処分先を明示してください。 

回答内容 

 処分先は、工事設計図書（特記仕様書）に記載しています。 

番号 

３ 

質問内容・見積参考図書（項 0-0023/0092）・図面番号（   ） 

施工単価表第 0-0004 号内訳書 フェンス設置について、胴縁は片側１本ですか？それと

も上下２本ですか？ 

回答内容 

上下２本で積算しています。 

 

工事(業務)番号  道路維持第５号 

 工事(業務)名   角亀トンネル補修工事 

                  工事等担当課名 都市建設部 建設課 

番号 

１ 

質問内容・見積参考図書（頁 0-0027/0048）・図面番号（   ） 

車道用 T-25固定エコノミー（ゴム付） 

詳細寸法を明示してください。 

回答内容 

 工事設計図書 図面番号 19/19に記載のとおりです。 

番号 

２ 

質問内容・見積参考図書（頁 0-0032/0048）・図面番号（   ） 

一般側溝用タイプ歩道用細目 997*490*100 

耐荷重を明示してください。 

回答内容 

工事設計図書 図面番号 17/19に記載のとおりです。 

 

 

 

 



工事(業務)番号  下水道第５号 

 工事(業務)名   龍野西浄化センター全窒素・全リン・UV測定装置更新工事 

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

番号 

１ 

質問内容・設計図書（項 14/99）・図面番号（   ） 

TN・TP 及び UV 測定についてですが、機器１台で３項目測定できるものでよろしいでしょ

うか。 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

番号 

２ 

質問内容・設計図書（項 74/99）・図面番号（   ） 

負荷量演算器についてですが、機器に内蔵された演算機能（標準装備）でよろしいでしょ

うか。 

回答内容 

お見込みのとおりです。 

 

工事(業務)番号  建築第１３号 

 工事(業務)名   日山住宅建築工事（第１期）実施設計業務委託 

                  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（   ）・図面番号（   ） 

 本業務に関して、構造、電気、機械の担当者は再委託可能と考えて宜しいでしょうか？ 

回答内容 

一括での再委託でなければ可能です。 

番号 

２ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 本業務に関して、測量業務は別途業務とさせていただいてよろしいでしょうか？ 

回答内容 

 別途実施済みです。 

番号 

３ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 本業務に関して、地質調査は別途業務と考えて宜しいでしょうか？もし本業務に含まれる

場合、深さ、本数等詳細にご指示頂ける様お願い致します。 

回答内容 

別途実施済みです。 

番号 

４ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 解体設計、調査時、室内の確認は可能でしょうか？また、入居者は退出されておりますか？ 

回答内容 

解体建物である市営日山住宅１号棟には、現在８戸入居者がいます。室内調査は空室の部

屋のみで行って下さい。 

番号 

５ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 既存建築物解体工事における内部備品の調査は別業務と考えてよいか？また調査に伴う

工事で撤去するものと住民で撤去するものとの仕分けは別業務と考えてよいか？ 

回答内容 

内部備品は風呂釜のみ既存建築物解体工事の内訳に入れて下さい。それ以外の内部備品は

入居者で撤去します。 



番号 

６ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 アスベスト調査について仕様書に記載がありませんが、別業務と考えて宜しいでしょう

か？もし本業務に含まれる場合、既設図面から使用材料の年代によりアスベストの含有の有

無を判断するとの認識で宜しいでしょうか？ 

回答内容 

別途調査実施済みで含有無しです。 

番号 

７ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 地中埋設管の調査は、既存図による調査とマンホールを開けての確認と考えて宜しいでし

ょうか？ 

回答内容 

お見込みのとおりです。 

番号 

８ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 本業務は、都市計画法第 29条もしくは 34の 2に規定する協議は含まれると考えてよいか。

含むならばどちらの協議となると考えてよいか？ 

回答内容 

別途協議済みであり、協議は必要ありません。 

番号 

９ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 住民説明等は別業務と考え、住民説明等に必要な資料の作成業務は本業務に含むと考えて

よいか？ 

回答内容 

 委託要項８．６のとおりです。 

番号 

１０ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 テレビ受信障害の調査は本業務に含まれるか？含まれるならば机上調査程度と考えてよ

いか？ 

回答内容 

 別途机上調査実施済みです。 

番号 

１１ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 既設建物解体に関し、解体する範囲は基礎、地中梁まで含むのでしょうか？また、杭は有

りますか？もし杭がある場合、杭の撤去まで必要ですか？ 

回答内容 

 解体範囲は基礎、地中梁の撤去を含みます。杭はありません。 

番号 

１２ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 解体建物の既存図（建築・設備等）は全て貸与できるものと考えて宜しいでしょうか？ 

回答内容 

 市営日山住宅１号棟の図面（建築・設備等）はありません。 

番号 

１３ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 申請業務として、当該工事に要する諸手続きにかかる手数料については、発注者負担との

認識で宜しいでしょうか？ 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

 



番号 

１４ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 一団地認定申請に関し、認定区域の変更申請が必要との記載があるので、当初の認定書を

取下げし、その後、変更後の区域で新たに認定申請するといった手続きは必要ないと考えて

宜しいでしょうか？ 

回答内容 

 建築基準法第 86条第 2項による一団地認定の区域変更申請の手続きが必要となります。 

特定行政庁事前協議済みです。 

番号 

１５ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 住戸タイプについて、２ＤＫタイプ、３ＤＫタイプそれぞれ市より標準プランを提示頂け

るとの認識で宜しいでしょうか？ 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

番号 

１６ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 住戸プラン１階について、今回は車椅子対応住戸は不要との認識で宜しいでしょうか？ 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

番号 

１７ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 附帯施設、外構等について、基本設計にて設計された内容を基に実施設計を行うものと考

えて宜しいでしょうか？ 

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（   ）・図面番号（   ） 

 受水槽、ポンプ室、ゴミ置場、植栽等については、基本設計にて大きさ、規模、必要面積

等協議の上、設計完了されているとの認識で宜しいでしょうか？ 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

番号 

１９ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 上下水道の整備について、解体時の分岐や、新築時の既設配管からの引込み等協議の上、

設計完了されているとの認識で宜しいでしょうか？ 

回答内容 

 お見込みのとおりです。基本設計時に事前協議を行っています。 

番号 

２０ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 要求図書として方針決定書と有りますが、基本設計で設計完了した内容を基に図面を纏め

るとの認識で宜しいでしょうか？ 

回答内容 

 基本設計書の内容を読み込んでいただき、実施設計を行う前に書面にて本業務について方

針を纏めて頂きます。 

番号 

２１ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 基本設計の時点で１期工事～３期工事までの工事中の工事ヤード、工事動線、入居者動線、

仮設計画等検討の上、設計を行い、設計完了されているとの認識で宜しいでしょうか？ 

 



回答内容 

 お見込みのとおりです。 

番号 

２２ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 委託要項 P4（申請業務）のうち、各申請手数料は別途と考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

 番号１３に同じ。 

番号 

２３ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 各種申請手数料については受注者による負担と考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

 番号１３に同じ。 

番号 

２４ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 要求図書の中に「ＰＣＢ製品調査報告書」とありますが、試料採取・試験（分析）も含む

のでしょうか。調査概要についてご教示願います。 

回答内容 

 機器の品番で確認して頂き、品番確認できないものは試料採取・試験を行って下さい。 

番号 

２５ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 解体建物は塗装塗り建物と見受けられます。アスベスト調査は不要と考えてよろしいでし

ょうか。 

回答内容 

 番号６に同じ。 

番号 

２６ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 上記２５について、必要な場合は調査概要をご教示願います。 

回答内容 

 番号６に同じ。 

番号 

２７ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 現況図より、一団地申請区域内に既設道路が見うけられますが、計画配置図にはありませ

ん。廃道、雨水流量区域の変更に伴う敷地に関する申請、及び敷地開発申請は別途と考えて

よろしいでしょうか。 

回答内容 

 敷地内通路の為、質問中の手続きは必要ありません。 

番号 

２８ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 貸与品の「基本設計書」はデータで貸与いただけると考えて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 

２９ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 日影図に関し、一団地対象建物が「既存不適格」となっています。一団地として認めても

らえるのでしょうか。 

回答内容 

 北側の 2 棟は日影に関し、「既存不適格」として確認済みです。今回の設計は一団地認定

の区域変更申請のみの対応とすることで、特定行政庁事前協議済みです。 



番号 

３０ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 上記２９について、「既存不適格」の場合、建築許可申請は不要でしょうか。 

回答内容 

 番号２９に同じ。 

番号 

３１ 

質問内容・設計図書（   ）・図面番号（   ） 

 委託要項 P4（申請業務）のうち、各申請手数料は別途と考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

 番号１３に同じ。 

 

 


