
設計図書等に対する回答書 

 

令和３年 ７月１６日 

 

工事(業務)番号  建築第５号 

工 事 (業務)名  日山住宅建替工事（第 1期） 

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（P69）・図面番号（P） 

住宅棟撤去用の垂直養生が、防音シート張りではなく、「養生シート張り」となっていま

すが、それでよいもの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 

２ 

質問内容・設計図書（P74）・図面番号（） 

 発生材処理（住宅棟撤去分）に「石綿含有建材」の項目がありますが、これは撤去住宅棟

のどの部分の部材を指すものなのか教えてください。 

回答内容 

屋根材です。 

番号 

３ 

質問内容・設計図書（P ）・図面番号（A-78） 

 撤去住宅棟の屋根コンクリート瓦に、石綿は含有していないものと考えてよろしいでしょ

うか。 

回答内容 

 番号２と同じ。 

番号 

４ 

質問内容・設計図書（P74）・図面番号（A-77～78） 

 撤去住宅棟（連棟）の各住戸を隔てる界壁の材料・仕様は、荒壁（土壁）と考えてよろし

いでしょうか。またその場合、当該処理費が内訳書中の発生材処理に計上されていないので、

これは別途であるもの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。処分費については計上漏れのため精算対象とします。 

番号 

５ 

質問内容・設計図書（P ）・図面番号（A76～78） 

 撤去対象物屋内等に残置物がある場合の、その撤去・処分費用は別途と考えてよろしいで

しょうか。 

回答内容 

 入居者の残置物は無い状態です。 

番号 

６ 

質問内容・設計図書（P11）・図面番号（） 

 基礎（379m3）、ピットスラブ（37m3）、躯体コンクリート（581m3）、同左（357m3）及び同

左（203m3）のコンクリート構造体強度補正値を、現時点でそれぞれどの程度見込んでおら

れるのかについて教えてください。 

回答内容 

 7/7～9/8及び 11/23～2/29は+6N/mm2、他は+3N/mm2です。 

番号 

７ 

質問内容・設計図書（P15）・図面番号（A02） 

 屋根露出断熱ＡＳ防水の仕様が絶縁 D-1-1 となっていますが、これは公共建築標仕 DⅠ-1

のことであるものと考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 



 住棟部は DI-1、エントランス･EV屋根は D-1です。 

番号 

８ 

質問内容・設計図書（P15）・図面番号（A02） 

エントランス・ＥＶホール屋根露出ＡＳ防水の仕様が絶縁 D-1-1となっていますが、これ

は公共建築標仕 DⅠ-1 のことであり、かつその断熱材の厚は 35mm であるものと考えてよろ

しいでしょうか。 

回答内容 

D-1とし断熱材は不要です。 

番号 

９ 

質問内容・設計図書（P18）・図面番号（） 

エントランスホール床磁器質タイル貼りの仕様が LIXIL：彩琳同等となっていますが、こ

れは誤記であり、LIXIL：新砂岩タイル同等と読み替えるもの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 

１０ 

質問内容・設計図書（）・図面番号（A07、A50） 

 住戸内の上り框につき、内部仕上げ表では SUS製とあり、内装パネル図では積層材とあり

ますが、これは SUS 製が正であるもの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 

１１ 

質問内容・設計図書（P ）・図面番号（A07、A43） 

 住戸内の玄関手摺につき、内部仕上げ表では抗菌樹脂製とあり、内装パネル図では木製と

ありますが、これは抗菌樹脂製が正であるもの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 

１２ 

質問内容・設計図書（P ）・図面番号（A07、A43） 

 住戸内の洋室床仕上げにつき、内部仕上げ表ではビニル床シート貼りとあり、内装パネル

図ではフローリング貼りとありますが、これはビニル床シート貼りが正であるものと考えて

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 

１３ 

質問内容・設計図書（P ）・図面番号（A03、A42） 

 特記仕様書№2 19 12 に、内装パネルの芯材は県内産木材使用のこととあり、内装パネ

ル図では針葉樹または針葉樹単板積層材(LVL)とありますが、これは内装パネル図が正であ

るもの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 

１４ 

質問内容・設計図書（P44）・図面番号（A03） 

 床畳敷きの仕様は、公共工事標仕 D種 畳床：JIS KT-Ⅲ 畳表：綿引２等 C2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 

１５ 

質問内容・設計図書（P52）・図面番号（A68） 

 植栽工事のハナミズキの仕様は、白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 質問内容・設計図書（P ）・図面番号（E04） 



１６  図面に警報盤（K-P）の表記がありますが、内訳書内にはその項目がありません。よって

これは別途と考えてよろしいでしょうか。なお当該事項が別途でない場合は、その内訳が不

明につき、その詳細な仕様を教えてください。 

回答内容 

 計上漏れです。精算対象とします。 

番号 

１７ 

質問内容・設計図書（P82）・図面番号（E03） 

 引込開閉器盤コンクリート基礎の、コンクリート構造体強度及び配筋要領を教えてくださ

い。 

回答内容 

 W1400×D450×H200 ワイヤーメッシュφ6-150×150、Fc=18N/mm2 です。 

番号 

１８ 

質問内容・設計図書（P87）・図面番号（E02） 

 外灯（団地内通路）につき、図面では 10 台となっており、内訳書では 2 台となっていま

すが、これは図面が正であるものと考えてよろしいでしょうか。 

回答内容 

 内訳書を正として下さい。 

番号 

１９ 

質問内容・設計図書（P ）・図面番号（A07、A50） 

 住戸内の上がり框が内部仕上げ表では SUS製とあり、内装パネル図では積層材とあります。

SUS製を正としてよろしいでしょうか。御指示ください。 

回答内容 

 番号１０と同じ。 

番号 

２０ 

質問内容・設計図書（P ）・図面番号（A07、A43） 

 住戸内の玄関手摺が内部仕上げ表では抗菌樹脂製とあり、内装パネル図では木製とありま

す。抗菌樹脂製を正としてよろしいでしょうか。御指示ください。 

回答内容 

 番号１１と同じ。 

番号 

２１ 

質問内容・設計図書（P ）・図面番号（A07、A43） 

 住戸内の洋室の仕上げが内部仕上げ表でビニル床シート、内装パネル図ではフローリング

貼りとなっています。ビニル床シート仕上げを正としてよろしいでしょうか。御指示くださ

い。 

回答内容 

 番号１２と同じ。 

番号 

２２ 

質問内容・設計図書（P ）・図面番号（A03、A42） 

 特記仕様に内装パネルの芯材は県内産木材使用とありますが、内装パネル図では針葉樹ま

たは針葉樹単板積層材(LVL)とあります。内装パネル図を正としてよろしいでしょうか。御

指示ください。 

回答内容 

 番号１３と同じ。 

番号 

２３ 

質問内容・設計図書（P18）・図面番号（ ） 

 磁器質タイル貼り LIXIL：彩琳 同等品 150角とありますが、床用では無いとのことです。

品番を御指示ください。 

回答内容 

 番号９と同じ。 

番号

２４ 

質問内容・設計図書（P ）・図面番号（A07、A50） 

 住戸内の上がり框が内部仕上げ表では SUS 製とあり、内装パネル図で積層材とあります。



SUS製を正としてよろしいでしょうか。（金物工事） 

回答内容 

 番号１０と同じ。 

番号 

２５ 

質問内容・設計図書（P ）・図面番号（A07、A43） 

 住戸内の玄関手すりが内部仕上げ表で抗菌樹脂製とあり、内装パネル図で木製とありま

す。抗菌樹脂製を正としてよろしいでしょうか。（金物工事） 

回答内容 

 番号１１と同じ。 

番号 

２６ 

質問内容・設計図書（P ）・図面番号（A07、A43） 

 住戸内の洋室の仕上げが内部仕上げ表でビニル床シート、内装パネル図でフローリング貼

りとなっています。ビニル床シート仕上げを正としてよろしいでしょうか。 

回答内容 

 番号１２と同じ。 

番号 

２７ 

質問内容・設計図書（P ）・図面番号（A03、A42） 

 特記仕様に内装パネルの芯材は県内産木材使用のこととありますが、内装パネル図では針

葉樹または針葉樹単板積層材(LVL)とあります。内装パネル図を正としてよろしいでしょう

か。 

回答内容 

 番号１３と同じ。 

番号 

２８ 

質問内容・設計図書（P ）・図面番号（A08） 

 杭工事において東側道路からの重機搬入が困難と思われます。市営日山住宅５号棟南側の

駐車場を通るルートの検討は可能でしょうか。 

回答内容 

 市営日山住宅５号棟南側の駐車場は入居者が利用中のため、工事車両は通行できません。 

 市道通行の上、敷地東側から進入可能と想定しています。 

 

工事(業務)番号  建築第６号 

工 事 (業務)名  小宅小学校校舎増築工事 

工事等担当課名  都市政策部 建築課 

番号 

１ 

質問内容・内訳書（  ）・図面番号（E-5） 

 第 2キュービクル増設に伴い、既設キュービクルのメーカーが分かりません。御指示くだ

さい。 

回答内容  

 内外電機株式会社です。 

番号 

２ 

質問内容・内訳書（P16・17）・図面番号（   ） 

 「ウレタンゴム系塗膜防水 X-2 平場」の項目が重複していますが、金額を入れるのは 1

項目のみでよろしいでしょうか。御指示ください。 

回答内容  

 1項目は M通り⑧—⑨間の梁天端（2～4階）、2項目は屋外階段です。 

番号 

３ 

質問内容・内訳書（P201）・図面番号（   ） 

 カラーアスファルト舗装とありますが、図面ではレインボーカラーとしか記載されていま

せん。何色でしょうか。御指示ください。 

回答内容 

 1色です。なお色については、協議により決定します。 



番号 

４ 

質問内容・内訳書（  ）・図面番号（A148） 

 仮設計画書のステップ②の予定工期に記載の中に冬季・春季・夏季とありますが、具体的

な日付をご指示ください。 

回答内容 

 下記のとおりです。 

（令和 3年度）冬季休暇 R3年 12月 25日から R4年 1月 10日まで 

春季休暇 R4年 3 月 25日から R4年 4月 5 日まで 

（令和 4年度）夏季休暇 R4年 7 月 21日から R4年 8月 31日まで（予定） 

番号 

５ 

質問内容・内訳書（P341）・図面番号（M7～M14） 

 内訳書 341に保温工事とありますが保温箇所が不明です。ご指示ください。 

回答内容 

 ピット内配管の保温工事です。 

番号 

６ 

質問内容・内訳書（P342）・図面番号（M7～M14） 

 内訳書 342の保温工事は消火栓横の竪管と横引き管と思いますが、保温仕様は内装材・無

し。装材・合成樹脂カバーと考えてよろしいですか。ご指示ください。 

回答内容 

 グラスウール保温筒（t20）＋鉄線＋アルミガラスクロス巻きです。 

番号 

７ 

質問内容・内訳書（P353）・図面番号（M15・M16） 

 内訳書 353に保温工事とありますが保温箇所が不明です。ご指示ください。 

回答内容 

 ピット内配管の保温工事です。 

番号 

９ 

質問内容・内訳書（  ）・図面番号（M25） 

 屋上冷媒管の化粧外装は SUSラッキングと考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。 

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

番号 

１０ 

質問内容・内訳書（P26）・図面番号（A42） 

 D-43のプロジェクター下地について H寸法 650+650ですが、内訳書では 650+600となって

おり、食い違っています。図面を正と考えてよろしいですか。ご指示ください。 

回答内容 

 内訳書を正として下さい。 

番号 

１１ 

質問内容・内訳書（P152）・図面番号（A126） 

 D-77のプロジェクター下地について H寸法 650+650ですが、内訳書では 650+600となって

おり、食い違っています。図面を正と考えてよろしいですか。ご指示ください。また、数量

も図面は 3ヵ所、内訳では 4ヵ所で食い違っています。図面を正と考えてよろしいですか。 

回答内容 

 内訳書を正として下さい。 

番号 

１２ 

質問内容・内訳書（P71）・図面番号（A58） 

 倉庫（A）の既存建物との取合いの EXP.J の W 寸法について図面と内訳書で食い違ってい

ます。図面を正と考えてよろしいですか。ご指示ください。 

回答内容 

 内訳書を正として下さい。 

 


