
質 問 回 答 書 ③ 

 

令和 3 年 5 月 12 日 

 

 

 

1. 入札締切日   令和   3 年  5 月  14 日  

2. 工 事 番 号  教建経第   20 号  

3. 工 事 名    旭岡中学校共同調理場整備工事  

4. 工 事 場 所  長岡市高畑町  地内  

 

5. 質 問 事 項（具体的に記入してください） 

質問№ 図面№ 質 疑 事 項 回    答 

１ 設計書 

一式工事において、 

（１） 改修 脚立足場の設置期間 

（２） 増築 脚立足場の設置期間 

   仕上げ足場の種類及び期間 

が不明です。ご指示ください。 

改修、増築ともに脚立足場の設置期間は

30 日で積算しております。 

仕上げ足場の種類は簡易型移動式足場、

設置期間は 30 日で積算しております。 

２ 設計書 

共通仮設費において、 

交通誘導員１式とありますが、見方によっ

てだいぶバラつきが出てきます。 

積算上の人数の掲示をお願いします。 

30 人で積算しております。 

３ 
設計書 

意-60 

共通仮設費において、 

仮設自転車置場・駐車場１式とあります

が、駐車場というのは仮設駐車場ライン５

台分の事でしょうか。 

仮設駐車場ライン５台分の事です。 

４ 意-57 
バリカーのサイズが凡例と設計書で相違

があります。どちらが正でしょうか。 
設計書のφ42.7 を正としてください。 

５ 意-58 
路床安定処理の詳細(深さ、配合等)が不明

です。ご指示ください。 

50㎏/㎡ CBR5以上でアスファルト路盤

下から 30 ㎝としてください。 

６ 意-60 

仮設計画図、仮設特記事項 16 において、 

仮囲い内および豊田小学校敷鉄板 6 枚分

の期間は 2021.7～2022.2 の 240 日で宜し

いですか。 

210 日で積算しております。 



７ 意-60 

仮設特記事項 11 において、 

職員駐車場の排雪として、10ｔダンプ 3 台

で何日分見込むのか、ご指示ください。 

10ｔダンプ 3台を 1日分で積算しており

ます。 

８ 
設計書 

(外構) 

外構工事内訳項目において、 

機械運搬費がありませんが、計上されてい

ないのでしょうか。 

外構工事の各単価に含めて計上してお

ります。 

９ 
設計書 

(外構) 

外構工事内訳項目において、 

新設舗装の分の残土の運搬、処分はありま

すが、排水工事・その他の分の残土運搬、

処分費がありません。計上されていないの

でしょうか。 

外構工事の各単価に含めて計上してお

ります。 

１０ 

設計書 

(外構) 

意-58 

汚水槽、グリーストラップについて、 

根伐り、砕石、CON、埋戻し等も込の金

額でしょうか。数量を公表してください。 

根伐り、砕石、CON、埋戻し等も含めた

単価です。 

数量は別紙のとおり回答いたします。 

１１ 

設計書 

(P12) 

意-37 

ゴミ庫１前 RC 階段についてですが、 

数量内訳の詳細を教えてください。 
数量を別紙のとおり回答いたします。 

１２ 意-58 

汚水槽の深さが 3m を超えていますが、掘

削方法をご指示ください。また土工事の数

量を公表してください。 

法付けオープンカットによる掘削を想

定しております。 

数量は別紙の質問 No.10 に対する回答

のとおりといたします。 

１３ 
意-58 

意-59 

自転車置場、物置の基礎の数量内訳が単抜

きにはありませんが、公表お願いします。 
数量を別紙のとおり回答いたします。 

１４ 意-60 

仮設駐車場ラインについて、 

仮設ということは、工事後は撤去するとい

う事でしょうか。溶融式でない方が宜しい

ですか。 

工事後の残置を想定しており、溶融式で

積算しております。 

１５ 
設計書 

意-42 

４．建具改修・新設工事について、 

(2.1.4)ガラス 

型板ガラス t=4 4.5 ㎡とありますが、 

該当する WD1～5 のガラスの面積（姿図）

が 4.5 ㎡もあると思えません。数量の間違

いでしょうか。 

意-42 の AW-11 は、型板ガラス t=4 を正

とし、設計書の数量 4.5 ㎡を正としてく

ださい。 



１６ 
設計書 

意-42 

４．建具改修・新設工事について、 

(2.1.4)ガラス 

型板ガラス t=6(AW-11)≒4.45 ㎡が設計書

にありません。 

どの様にしたらいいかご指示ください。 

意-42 の AW-11 は、型板ガラス t=4 を正

とし、型板ガラス t=6 は設計書に計上な

しを正としてください。 

１７ 
設計書 

意-42 

４．建具改修・新設工事について、 

(2.1.4)ガラス 

複層ｶﾞﾗｽ PG2(PWG6.8＋A6+LowE5) 

26.6 ㎡とありますが、該当する AW-7 の

PG2 の面積は姿図から計算すると、多くて

11.5 ㎡程度だと思いますが、他に該当箇所

があるのでしょうか。 

意-42 の AW-4、AW-5、AW-6 は PG2 を

正としてください。 

１８ 構-29 

既存基礎梁貫通補強について、 

貫通孔のｺｱ径はφ100、φ125 とあります

が、貫通ﾎﾞﾙﾄもｺｱ抜きするのでしょうか。 

貫通ボルトもコア抜きを想定しており

ます。 

１９ 
設計書 

構-29 

既存基礎梁貫通補強について、 

設計書の摘要には、鋼板ｱﾝｶｰ溶融亜鉛めっ

きとありますが、図面にはエポキシ樹脂接

着剤塗布とあります。 

PL-9 の固定方法はどれが正でしょうか。 

図面を正としてください。 

２０ 構-29 

既存床下点検口詳細図について、 

土間コン厚さが 30～50 とありますが、溶

接金網でも適正なかぶりがとれませんが

宜しいでしょうか。 

開口補強筋の部分は０に近いと思われま

す。 

かぶりを確保できる範囲のみ設置を想

定しております。詳細な範囲は現地で協

議を行い決定するものとします。 

２１ 
設計書 

(P33) 

５．内部改修・新設工事について 

（1.8）その他 

「ピット内現場打集水桝 600 角」および

「ピット内既存側溝コンクリートふさぎ」

とありますが、場所およびコンクリート数

量が不明です。 

ご指示ください。 

位置は意-51 のとおりです。 

数量は別紙のとおり回答いたします。 

（工事担当課：教育施設課） 

 


