
　　                                                                                                                                                                                                                                                回答日：令和３年４月２３日(金)

通し 図面 ﾚ印を記入→ 食い仕様 図面

番号 番号 違い不明 無し

③-1 A901 内訳書にてｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の記載がございますが、 ✓ A901外構図のF4インターロッキング舗装を

適用範囲及び仕様が不明です。 カラーアスファルト舗装に読み替えて下さい。

仕様等適用範囲ございましたらご指示ください。

2 A903 平板舗装について、図面には300角 ✓ お見込の通りです。

内訳書には200角と相違があります。

図面を正と考えて宜しいでしょうか。

3 A903 緑地平板舗装について、図面には600角 ✓ お見込の通りです。

内訳書には200角と相違があります。

図面を正と考えて宜しいでしょうか。

4 A903 詳細図番号F-7.ｺﾝｸﾘｰﾄ塀について、取付範囲 ✓ 適用なしです。

が不明です。ご指示ください。

5 A905 ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ基礎 及び 設備基礎､受水槽基礎､ ✓ GL-850までとします。

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎下の地盤改良について、

深さが不明です。ご指示ください。

6 A010 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 断熱性H-1について、 お見込の通りです。

A605 硝子単体ではH-1をみたすかどうかの判断が

A606 出来かねます。図面通りの複層硝子構成で

H-1を満たすと考えて宜しいでしょうか。

7 A010 特記仕様書-9より､複層硝子のｽﾍﾟｰｻｰが黒色と お見込の通りです。

A605 ありますが､ｱﾙﾐｻｯｼはｻｯｼﾒｰｶｰにより黒色は

A606 認定外となる場合があるので、全てｼﾙﾊﾞｰ色と

して宜しいでしょうか。

8 A502 衝突防止ﾏｰｸの形状及び寸法の指定があり 監督員との協議により決定します。

A507 ましたらご指示ください。

9 A413 各所防護柵の硝子は四辺支持と考えて フルテック株式会社

A417 宜しいでしょうか。四辺支持でない場合は フィックスサイドガードZERO-S同等品と

A502 姿図詳細をご指示ください。 します。

10 A504 AW-7,22は寸法を鑑み下部を凡例D､上部を凡例H お見込の通りです。

A604 と読替えても宜しいでしょうか。

11 A501 AW-9について､建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ及び建具表では ✓ 排煙窓4連が2ヶ所を正とします。

A504 排煙窓4連が2ヶ所､硝子種別図及び立面図では

A606 排煙窓3連が3ヶ所となっています。

どちらを正と考えたら宜しいでしょうか。

質          疑 回          答

「（仮称）ケアハイツいたみ２号館建設工事」の質問に対する回答について

③意匠（昇降機・外構工事を含む）　④構造　⑤電気設備（外構電気工事を含む）　⑥衛生設備（外構衛生工事を含む）
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通し 図面 ﾚ印を記入→ 食い仕様 図面

番号 番号 違い不明 無し質          疑 回          答

12 A504 AW-16はLowE 5mmの長辺最大寸法を超えます お見込の通りです。

ので､ﾌﾛｰﾄ6mm+A12+LowE 6mmへ変更しても

宜しいでしょうか。

13 A504 LD-1,3,4,7 WD-1,5,8,9,12,13,15,17は お見込の通りです。

A505 型板強化硝子4mmのﾒｰｶｰ最小寸法以下の為

型板硝子4mmに変更しても宜しいでしょうか。

14 A404 WD-2はｱｸﾘﾜｰﾛﾝ5mm　P-2:雲竜程度として H2400で上框追加とし、

A505 宜しいでしょうか。 上框まで上部木縦桟を下す仕様とします。

なお､H3600は樹脂板の長辺最大寸法を超えます

ので､H2枚割り(中桟必要)へ変更しても

宜しいでしょうか。

15 A201 食品庫の仕上げが不明です。 ✓ お見込の通りです。

厨房と同様と考えて宜しいでしょうか。

16 A111 養護棟　2・3階避難バルコニーの笠木付アルミ ﾚ 井上商事　格子タイプK　笠木付工法　

格子手摺について、木造の場合 総延長10ｍ ステンカラー同等品とします。

超えるとメーカー保証が取れません. 補強は必要ありません。

補強方法を御指示下さい。

17 A102 養護棟、階段詳細図をいただけないでしょうか。 ﾚ 詳細は認定工法の為、

A103 A032の1-5-2の断面詳細を参照下さい。

有効幅、踏面、蹴上寸法はA102、103を参照下さい。

仕上はA203図参照のうえ巾木は塩ビささら巾木とする。

各段鼻にはA015、20章、2-6記載の

階段滑り止めを見込むこと。

18 A401 屋根仕様について、ｴﾝﾄﾗﾝｽ棟、渡り廊下B･C棟 ㇾ お見込の通りです。

A402 の屋根仕様はA403図、A404図に元旦ﾋﾞｭｰﾃｨ:

A403 ﾏｯﾀﾗｰﾙｰﾌ同等』の記載がありますが、特養棟、

養護棟、地域交流棟には、ﾒｰｶｰ･品番の記載は

ありません。ｴﾝﾄﾗﾝｽ棟、渡り廊下B･C棟につい

ても、ﾒｰｶｰﾌﾘｰと考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。

19 A901 職員用上部駐輪場屋根(F-19)の 設計図書の通りとします。

取りやめは可能でしょうか。

20 A901 施設利用者用上部駐輪場屋根(F-18) 設計図書の通りとします。

の取りやめは可能でしょうか。

21 A901 サイクルキーパー(職員･施設利用者用) 設計図書の通りとします。

の取りやめは可能でしょうか。

22 A505 WD9以外の扉ガードの取りやめは 設計図書の通りとします。

可能でしょうか。
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通し 図面 ﾚ印を記入→ 食い仕様 図面

番号 番号 違い不明 無し質          疑 回          答

23 A901 南側遊歩道の仕様についてコンクリー 設計図書の通りとします。

ト舗装(F-2)からアスファルト舗装

(F-3)への仕様変更は可能でしょうか。

24 A901 西側遊歩道の仕様について 設計図書に変更が反映されていなかった

インターロッキング(F-4)から 部分の為、カラーアスファルト舗装とします。

アスファルト舗装(F-3)への仕様変更

は可能でしょうか。

25 A910 自動潅水装置の仕様について 監督員との協議により決定します。

A911 メーカーフリーとして考えることは

可能でしょうか。

26 A910 自動潅水装置の仕様について 設計図書の通りとします。

A911 ソーラー電池への仕様変更は

可能でしょうか。

27 A907 樹木の幹の太さの仕様変更は 可能です。

可能でしょうか.

28 A401 特養棟1F床下地の仕様について、 レ 建築図を正とします。

S103b 下記の相違があります。

構造図を正としてよろしい

でしょうか。

・矩計図1：構造用合板t=24

・構造図 ：ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20

ご指示ください。

29 A301 天井伏図に｢ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ･ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ レ お見込の通りです。

A401 は特記無き限り前垂のみとし堅木t24

A403  H85にｸﾛｽ巻込みとする｣とありますが､

矩計図で木製ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼もしくは

木製OPとなっております。

木製OPとして考えてよろしい

でしょうか。

ご指示ください。

30 A414 ユニットバスと窓取合い部の仕様を レ お見込の通りです。

塩ビ枠として考えてよろしい

でしょうか。

ご指示ください。

31 A202 1階医務室において、内部仕上表の備考 レ 別途工事です。

A418 欄に薬品棚の記載がありますが、 床補強は不要です。

1階平面詳細図(6)に図示がなく

詳細が不明です。

別途としてもよろしいでしょうか。

また床の補強は必要と考えてよろしい

でしょうか。
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通し 図面 ﾚ印を記入→ 食い仕様 図面

番号 番号 違い不明 無し質          疑 回          答

ご指示ください。

32 A202 内部仕上表1で、1階職員室の備考欄に レ 別途工事です。

書棚と金庫とありますが 床補強は不要です。

詳細が不明です。

別途としてもよろしいでしょうか。

また床の補強は必要と考えてよろしい

でしょうか。

ご指示ください。

33 A418 1階平面詳細図(6)の検収室の下記部分 レ 下足側床：コンクリート素地金コテ押え

に実線で床見切の様な図示があり 上足側床：防滑ビニル床シート

ますが、詳細及び納まりが不明です。 見切材：SUS製

ご指示ください。 とします。

34 A418 各棟各階平面詳細図について、凡例に レ 消火器ボックス埋込型：養護棟5か所

消火器ﾎﾞｯｸｽの記載がありますが、階段 補助散水栓一体埋込型：養護棟4カ所

廻りに埋込型の記載しかありません。 　　　　　　　　　　　特養棟各1ヵ所

その他の場所に消火器ﾎﾞｯｸｽが必要な なお平面詳細図に記載のC-7はC-8に読み替える

場合は棟毎の個所数を御指示下さい。 ものとします。

35 A111 AW8において、下記の様に建具表･立面図 レ 引違い窓を正とします。

A504 とｶﾞﾗｽ種別図とで建具形式がくい違い

A604 ます。建具表･立面図を正と考えて見

込んでいます。よろしいでしょうか。

□建具表･立面図･･･2連FIX窓

□ｶﾞﾗｽ種別図　 ･･･引違い窓

36 A111 AW13において、下記の様に建具表･立面 レ 引違い窓を正とします。

A504 図とｶﾞﾗｽ種別図とで建具形式がくい違

A605 います。建具表･立面図を正と考えて

見込んでいます。よろしいでしょうか

□建具表･立面図･･･外倒し窓

□ｶﾞﾗｽ種別図　 ･･･引違い窓

37 A504 AG2において、ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙの記載があり レ AG2ではなくAG4にバックパネルを記載していたが

ますが詳細が不明です。ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙt=1.6 AG4及びバックパネルを取りやめます。

(仕上無し)と考えて見込んでいます。

よろしいでしょうか。

38 A502 衝突防止用注意喚起ﾏｰｸにおいて、適用 左記及びAW2、AW9とします。

建具は下記の様に見込んでいます。

よろしいでしょうか。

□AW7･17･18･22

□SSD1～5

④-1 S101a-L Y2・4、X1～2通間の防火水槽部の人通口 ﾚ 別紙1参照。

φ600の補強筋要領を御指示下さい。
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通し 図面 ﾚ印を記入→ 食い仕様 図面

番号 番号 違い不明 無し質          疑 回          答

2 A102 養護棟、階段詳細図をいただけないでしょうか。 ﾚ 詳細は認定工法の為、

A103 A032の1-5-2の断面詳細を参照下さい。

有効幅、踏面、蹴上寸法はA102、103を参照ください。

仕上はA203図参照のうえ巾木は塩ビささら巾木とする。

各段鼻にはA015、20章、2-6記載の

階段滑り止めを見込むこと。

⑤-1 005 電気設備工事について、特記仕様書にて 上位100社以外でも、施工者の責任において

(前年度) 全国電気設備工事において総合評価が 可能とします。

上位100社に入る業者を採用するようにと記載

ありますが、100社以外の業者の採用は可能でしょうか。

2 E-003 特記仕様書2章電気設備一般共通事項 設計図書を訂正し、特定の乙類とします。

耐震措置(1)設計用水平地震力の

耐震安全性の分類について一般施設と

して考えてよろしいでしょうか。

⑥-1 M-0-03 特記仕様書2章機械設備一般共通事項 設計図書の通り、特定の乙類とします。

耐震措置(1)設計用水平地震力の

耐震安全性の分類について一般施設と

して考えてよろしいでしょうか。

2 M-0-08 給水ポンプを2台単独交互運転としても 設計図書の通りとします。

よろしいでしょうか。

3 M-3-04 水栓柱をステンレスから樹脂に 設計図書の通りとします。

仕様変更してもよろしいでしょうか。

4 セントラル給湯方式から 設計図書の通りとします。

電気温水機での個別給湯方式への

変更は可能でしょうか。

5 「ダイキンエアコン うるるとさらら」 設計図書の通りとします。

から一般エアコンへの変更は

可能でしょうか。

6 M-1-07 加湿機(WH-1)は床置きとし、 設計図書の通りとします。

Panasonicﾋｰﾀｰﾚｽ気化式加湿機

FE-KXT07同等品と考えても

よろしいでしょうか。

7 特養棟のウォシュレットの取りやめは 設計図書の通りとします。

可能でしょうか。

8 全熱交換器の取りやめは 設計図書の通りとします。

可能でしょうか。
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