未来創造課

質問・回答書
件

名

入札執行日

竜王町国民健康保険診療所（医科）建築工事
令和２年12月７日
質

問

事

項

質

問

回

答

A-51図
1 外構図 排水などと舗床工事など重なり見えにくいので、 排水、舗床、囲障など
分けた図面は頂けませんでしょうか、よろしくお願いいたします。

別添図1～4を参照してください。

A-04,09,13-15,S15図
断面図 土間下1,2 仕様で、断熱材がT25とT40ございますが、敷設部分けが不
2 明なのでご指示下さい。また、A04図ではt30と記載がございます。使用箇所を合
わせてご指示下さい。
A04,09他
3 土間下断熱材は、トイレ部は、不要とみて宜しいでしょうかご指示下さい。

別添図5を参照してください。

A04図
4 交通誘導員数指定ございましたら、ご指示下さい。

大型車輛通行時および資材搬入・コンクルート打設時等の車輛出入りが多いとき
は交通誘導員を配置してください。詳細については監督職員と協議し、承認を得て
ください。

A04図
5 14 構造スリットは無しと見て宜しいでしょうか、ご指示下さい。

お見込みの通りです。

A04図
6 17 最上階ｽﾗﾌﾞ裏ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ打込とございますが、無しと見て宜しいでしょう
か、施工必要な場合はご指示下さい。

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

A05,09図
ポーチ（風除室4～風除室1～風除室3）・駐輪場の床は、150角磁器タイル張りとし
ﾎﾟｰﾁ、駐輪場
仕上げ
全面150角タイル敷設と考えて宜しいでしょうか、ご指示下
ます。
7
さい。
A05,12図
お見込みの通りです。
待合･キッズルーム、ホール天井仕上げは、塩ビシート張りと考えて宜しいでしょう
8
か、ご指示下さい。
A05図
お見込みの通りです。
診察室6仕上表に記載ございませんが、1-5と同じと考えて宜しいでしょうかご指示
9
下さい。
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A54図
10 中庭植栽 ツユネリトコは、シマトネリコと読み替えて宜しいでしょうかご指示下さ
い。

質

問

回

答

可とします。

6-5コンクリートＦｄ値は標準（24）と考えて宜しいでしょうかご指示下さい。（Ｓ-01） お見込みの通りです。
11
各種長尺塩ビシートの参考品番をご指示下さい。（Ａ-05）

下記、参考ください。
診察室・点滴処置室・トイレ関係：東リ（耐薬スーパーKシートｔ2.0程度）
リハビリ室：東リ（SFフロアNWｔ2.8程度）
その他：東リ（フロアリュームマーブルＮＷｔ2.5程度）

シールド工事は本工事と考えて宜しいでしょうかご指示下さい。（Ａ-35）

お見込みの通りです。

12

13
外壁２高耐圧・低汚染可とう性仕上塗材の参考メーカーおよび品番をご指示下さ
14 い。（Ａ-05）

エスケー化研：ベルアートSi程度です。

A-11ではY6通は一律の高さですが、S-21では壁高がバラバラです。X3～X7+605 お見込みの通りです。ただし、その他はW18のFL+400mmとしてください。
15 まではW18のGL+1350にし、その他はW18のGL+400で良いでしょうか。
上記①以外の壁はS-27のRC立上詳細図を元にW12のGL+400で積算すれば良い W12のFL+400mmとしてください。
16 でしょうか。
土間下(D,DS1共)ですが意匠図(A-13,A-14)では砂ｔ30の砕石ｔ150ですが、構造図 砂利(RC-40)+砂ｔ30+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑｔ0.15+断熱材 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(2種ｂ)ｔ
(S-27)では砂ｔ50の砕石ｔ150になっています。また、仕上表1の10では砂利(RC25またはt40としてください。（断熱材の範囲は別添図5を参照してください。）
40)+捨てコンｔ50+ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑｔ0.15+断熱材
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ(2種ｂ)ｔ30と
17
記載されています。
仕上表1の情報を正として宜しいでしょうか。
既設のｱｽﾌｧﾙﾄ舗装は構造物据付のために部分的に撤去・復旧でよろしいでしょう お見込みの通りです。また、埋設設備工事部分についても撤去復旧としてくださ
い。
18 か。
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図面1の舗装1、1281ｍ2と記載されていますが斜線部を図ると400ｍ2になります。 図示部を測定した面積を正としてください。
19 どちらが正しいでしょうか。
A-32～35図 ｽﾁ-ﾙ軽量ﾄﾞｱ NDは､枠共 焼付塗装ｏｒ錆止め塗装の何れですか｡
20 また､QW1､2にかかる建具は防火設備仕様ですか｡

錆止め塗装＋SOP塗装とします。
QW1､2にかかる建具については、お見込みの通りです。

A-48図 軒天2の仕上､塩ﾋﾞｼ-ﾄ貼(ﾊﾟﾈﾙ工法)の仕様・ﾒ-ｶｰ品番を御指示ください｡ DAIKEN：ダイライト軒天30シート張りに変更します。
21
A-48図 外壁2の仕上､高耐久・低汚染可とう性仕上塗材の仕様・ﾒ-ｶｰ品番を御
22 指示ください｡

質問事項14の回答を参照してください。

A-48図 巾木の仕上､水性低汚染型ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料の仕様・ﾒ-ｶｰ品番を御
23 指示ください｡

日本ペイント：ファインシリコンフレッシュ程度です。

図面A-03 特記⑳のｶｰﾃﾝ仕様は、ﾘﾊﾋﾞﾘ室間仕切と授乳室・更衣室1･2のみで、 お見込みの通りです。
24 他は医療用ｶｰﾃﾝで宜しいでしょうか。
図面A-05 内部仕上表の男子便所２・女子便所２は、無しで宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

25
図面A-05 多目的便所は、内部仕上表の多機能便所と同様で宜しいでしょうか。 お見込みの通りです。
26
図面A-05 診察室6は、内部仕上表の診察室1～5と同様で宜しいでしょうか。
27

お見込みの通りです。
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図面A-18 展開図 受付A 収納棚上～事務室への開口部分の仕様をご指示下 四方枠：PL-1.6加工SOP塗装 見付（20mm）、見込（壁厚+20mm）とします。
28 さい。
図面A-22 点滴･処置室B 作業台上～点滴ﾌﾞｰｽの開口の仕様をご指示下さい。 詳細等は検尿ボックスに準じます。但し、W=600・H=400・扉は両開きに変更しま
す。
29
図面A-40 9-検尿BOX3ヶ所は、多機能便所と多目的便所の２ヶ所で宜しいで
30 しょうか。

お見込みの通りです。

図面A-40 13-診療室ﾃﾞｽｸ・ﾜｺﾞﾝは、診療室６を含めて６ヶ所で宜しいでしょうか。 お見込みの通りです。
31
図面A-05･16･17 内部仕上表及び平面詳細図にある自動扉前の防護柵の仕様
32 をご指示下さい。

ナブコ：セフティウォールB程度です。

図面A-05 内部仕上表の床：長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄの記号A張・D張・記号なしの分類詳 質問事項12の回答を参照してください。
33 細をご指示下さい。
図面A-05 内部仕上表のﾘﾊﾋﾞﾘ室ERBは、AW5のﾛｰﾙﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞが電動ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞで宜 お見込みの通りです。
34 しいでしょうか。
図面A-05 内部仕上表にﾘﾊﾋﾞﾘ室天井：GB-Rｔ9.5+FKｔ6+塩ﾋﾞｼｰﾄ張とありますが、 天井伏図を正とします。
35 天井伏図では©GB-Rｔ9.5+DRｔ9.0です。
仕上表の通りで宜しいでしょうか。
図面A-17･25 展開図ｽﾀｯﾌ通路2 AのX5、X6 柱型外壁側面でAW8窓の部分は、 お見込みの通りです。
36 ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙとして PL-1.6ﾊﾟﾈﾙ加工 SOP塗装で宜しいでしょうか。
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項

図面A-03 特記⑳の黒板の位置を示す図面番号をご指示下さい。

質

問

黒板は不要です。

37
図面A-25・35 建具ﾘｽﾄPT1ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝが廊下2 D1の展開図にありますが、建具案 お見込みの通りです。
38 内図にありません。無しで宜しいでしょうか。
図面A-32・35 建具ﾘｽﾄLD32ﾊﾝｶﾞｰ戸に男子便所２、女子便所２とありますが、建 お見込みの通りです。
39 具案内図の廊下2と多目的便所の2ヶ所で宜しいでしょうか。
図面A-45・47 ｻｲﾝ詳細図B-14室名ｻｲﾝ５が6ヶ所ですが、案内図から男子便所・ お見込みの通りです。
40 女子便所・授乳室・多機能便所・多目的便所の5ヶ所で宜しいでしょうか。
図面A-45・47 ｻｲﾝ詳細図B-15検尿ﾎﾞｯｸｽ3ヶ所ですが、案内図記号ありません。 お見込みの通りです。
41 多機能便所と多目的便所の2ヶ所で宜しいでしょうか。
図面A-17・47 ｻｲﾝ詳細図B-16の掲示板は、平面詳細図２の診察室６を含めて
42 24ヶ所で宜しいでしょうか。

お見込みの通りです。

A-05仕上表に男子便所2・女子便所2とありますが、平面図には見あたりません。 質問事項25、26の回答を参照してください。
43 平面図より多目的便所と考えてよろしいでしょうか。
A-05仕上表に廊下2手洗いカウンターとありますが、平面詳細図より風除室③に
44 あると考えてよろしいでしょうか。
多目的便所前廊下の仕上げは廊下１と同じと考えてよろしいでしょうか。
45

お見込みの通りです。

お見込みの通りです。

回

答
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A-05仕上表に点滴処置室YVBとありますが、A-12天井伏図、A-22展開図には記 お見込みの通りです。
46 載がありません。C面AW-14(2ヶ所)がYVBと考えてよろしいでしょうか。
廊下2において、A-17平面詳細図とA-24展開図のB面・C1面が合致しないように
47 思いますが、どちらが正でしょうか。

平面詳細図を正とします。

スタッフ通路2の壁において、A-05仕上表・A-25展開図にはEP-Si塗装、A-14断
48 面詳細図にはEP塗装とありますが、どちらが正でしょうか。

EP-Si塗装を正とします。

X線室の壁において、A-05仕上表にはGB-R12.5+LB-P14～15.5+EP-Si塗装とあ GB-R12.5+LB-P14～15.5+EP-Si塗装を正とします。
49 りますが、A-22展開図にはGB-R12.5+12.5+EP-Si塗装とあります。どちらが正で
しょうか。
リハビリ室において、A-05仕上表にERBの記載がありますが、A-12天井伏図には 質問事項34の回答を参照してください。
50 記載がありません。場所をご指示ください。
A-35建具表のPT-1ですが、A-32建具案内図に記載がありません。場所をご指示 質問事項38の回答を参照してください。
51 ください。
Ａ-05仕上表にスタッフ事務室・医局・スタッフ通路2の床ｽﾗﾌﾞ高さは-75となってお お見込みの通りです。
52 りますが、床暖房無しで、-10と考えてよろしいでしょうか。
Ａ-05仕上表に薬局休憩室床ｽﾗﾌﾞ高さは-50となっておりますが、ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材
53 の上仕上げシート張りで -10と考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

A-14断面詳細図とS-21軸組図と相違していますが、構造図を正と考えて、D-107 質問事項15の回答を参照してください。
54 外壁1詳細図の右側の断面仕様(RC高基礎仕様)はY6通軸組図の範囲のみと考
えてよろしいでしょうか。（A-48・S-27）

答
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A-13～15図の土間下地は砕石の上に砂敷きですが、S-27図では捨コンの記載
55 がありますが、A-13～15図を正と考えてよろしいでしょうか？、ご指示願います。

質

問

回

質問事項17の回答を参照してください。

X4通り-Y4通り(風除室4)辺りの平面が、A-09・A-16平面図とA-51外構図で相違し 平面図を正とします。
56 ています、ご指示願います。
A-15図の上段断面詳細図 X8通りの外壁2に壁見切りがありますが、施工ヶ所を AW-3、AW-4、AW-10、AW-11部分とします。
57 ご指示願います。（A-17・A-48）
A-13図の下段断面詳細図 多目的室前面Y1通りの土間と地盤取合部分に地先
58 境界ﾌﾞﾛｯｸ150x150x600がありますが、A-51外構図には記載がありません、ご指
示願います。

地先境界ブロック120*120*600を設置とします。

犬走仕様-1 コンクリートの配筋は、構造図基礎伏図のDと同仕様(D10＠200SC) お見込みの通りです。
59 と考えてよろしいでしょうか。（A-13～A-15・S-15）
A-17平面詳細図では、X8通りの壁芯と柱芯の間隔が185となっていますが、S-17 お見込みの通りです。
60 ～構造図では柱面まで185となっています、構造図を正と考えてよろしいでしょう
か。
サイン詳細図B-07の室名サイン１のうち、□250のものについて、本体は規格品 可とします。
61 のアクリｔ5.0、ブラケットはアルミアルマイト仕上としてもよろしいでしょうか。（図A47）
上記B-07の室名サイン１（□250）は、一室に対し「持出」と「壁付」の両方が必要と お見込みの通りです。
62 考えてよろしいでしょうか。
サイン詳細図のB-10ピクトサインのうち、□200のものについて、本体は規格品の 可とします。
63 アクリｔ5.0、ブラケットはアルミアルマイト仕上としてもよろしいでしょうか。（図A-47）

答
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項

質

問

回

上記B-10のピクトサイン（□200）は、一室に対し「持出」と「壁付」の両方が必要と 持出のみとします。
64 考えてよろしいでしょうか。
サイン詳細B-07の担当医円形壁付けプレートですが、裏板の上に表のアクリ透明 お見込みの通りです。詳細は現場協議とします。
65 板を重ねる場合、透明板の方にテープが見えると思われますが、よろしいでしょう
か。（図Ａ-47）
上記の担当医円形壁付けプレートの「差し替え部分」は、円形プレートと面一とな
66 るように製作すると考えてよろしいでしょうか。（図Ａ-47）

お見込みの通りです。

外構図について、敷地東側に「既設アスファルト舗装」と書かれた部分があります お見込みの通りです。
67 が、これは開発工事で施工済みということでしょうか。（図Ａ-51）
上記の「既設アスファルト舗装」の周囲に縁石3、縁石4などがありますが、こちらは お見込みの通りです。
68 新設でしょうか。新設の場合、既存舗装の取合い一部撤去、補修が必要と考えて
よろしいでしょうか。（図Ａ-51）
外構工事見積の参考のため、開発工事図面を配布して頂けないでしょうか。

別添図6～8を参照してください。

69
外構図について、建物X-1、Y-1通付近にフェンス1.7ｍと縁石2.1ｍの凡例があり 別添図1～4を参照してください。
ます。しかし敷地境界の線が太く、凡例に重なって番号が消えているため、それぞ
70 れの種別が判別できません。それぞれの番号について指示をお願いします。（図
Ａ-51）
上記質疑と同様に、外構図において線の太さのために詳細の判別が難しい箇所 別添図1～4を参照してください。
71 が複数あるため、線の太さを調整した外構図を配布して頂けないでしょうか。（図Ａ
-51）
.意匠図（図Ａ-09）と設備図（図Ｍ-12）で、床暖房の範囲が大幅に異なっていま
72 す。設備図Ｍ-12で指示された範囲が正しいと考えてよろしいでしょうか。

設備図を正とします。

答
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未来創造課

質問・回答書
件

名

入札執行日

竜王町国民健康保険診療所（医科）建築工事
令和２年12月７日
質

問

事

項

質

問

回

答

仕上表で、「受付」の壁にデザインタイル張りが指示されていますが、Ａ-18の展開 内部壁9.4㎡分を計上してください。
73 図1に明記されていません。施工場所をご指示お願いします。（図Ａ-05、Ａ-18）
仕上表で、室名に「男子便所2」と「女子便所2」と明記されていますが、平面図に
74 見当たりません。部屋なしと考えてよろしいでしょうか。（図Ａ-05）

質問事項25の回答を参照してください。

A-01 安全対策について、別添仮設計画図を参考にとありますので仮設計画図を 安全対策については※欄を採用してください。
75 いただけないでしょうか。
A-01 交通誘導員は施工者判断と考えてよろしいですか。指定がある場合は人
数をご指示ください。
76
A-06 北側の農道も使用してよろしいでしょうか。
77

質問事項4の回答を参照してください。

原則不可とします。但し、施工者にて「日野川流域土地改良区」と協議し承認を得
られた場合は、その条件に従い使用可とします。

A-04,12 天井点検口が天井伏せ図ではアルミ枠となっていますが、仕上表で岩
78 綿吸音板部は目地タイプとなっています。
25ヶ所の内、目地タイプの数量をご指示ください。

10ヶ所分を計上してください。

A-52 物置基礎の配筋が不明です。ご指示ください。また、コンクリートはFC21と
79 考えてよろしいですか。

溶接金網100*100*φ6とします。
コンクリートについては、お見込みの通りです。

A-53 目隠しフェンス基礎の配筋が不明です。ご指示ください。

配筋不要とします。

80
A-5～9 内部仕上表・面積表3及び平面図において、室名及び室数が異なってい 質問事項9、25、26の回答を参照してください。
ると思われます。平面図が正として仕上表の男女WC2を無し、
81 面積表3の各室面積求積図による多機能便所を平面図での診察室を診察室を診
察室6と置きかえてよろしいでしょうか。
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未来創造課

質問・回答書
件

名

入札執行日

竜王町国民健康保険診療所（医科）建築工事
令和２年12月７日
質

問

事

項

A-13～15 断面詳細図において土間仕様1・2が記載されていますが、仕上表に
82 準ずると考えてよろしいでしょうか。

質

問

回

答

質問事項17の回答を参照してください。

A-5,16,17 自動扉の引込部に防護柵が記載されていますが、詳細及び仕様をご 質問事項32の回答を参照してください。
83 教示ください。
A-5,9 M-12 仕上表・平面図・床暖房設備平面図で床暖房範囲が異なっていま M-12 床暖房設備平面図を正とします。
す。平面図が正と考えてよろしいでしょうか。
84
A-16 リハビリ室平面詳細図おいてA面側にスロープ表記がありますが、詳細等
85 をご教示ください。

別添図9を参照してください。

A-5,13～15 床長尺シート貼において、仕上表では長尺シートと長尺シートA貼及 質問事項33の回答を参照してください。
び長尺シートD貼の記載がありますが、断面詳細図のA-14図には
86 長尺シートC貼と長尺シートA貼があり、その他は長尺シート貼となっています。踏
込部と内部で色違いと考えてよろしいでしょうか。
貼り方もしくは品物を変えるのであれば、それぞれの参考品番をご指示ください。
A-5,12,13 リハビリ室天井仕上げについて、仕上表・天井伏図・断面詳細図で異 質問事項35の回答を参照してください。
なっていると思われます。
87 断面詳細図が正として、ロックウール吸音板貼の上、EP-AB塗装と考えてよろしい
でしょうか。
A-12,13,48 端部見切の厚さが、天井伏図・断面詳細図・雑詳細図-1（D-113）で
88 異なっています。PL-1.6が正と考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

A-12 多目的室・ホール待合・キッズコーナーの天井伏図において、ダブル点線
89 ＠900程度の表記がありますが、内容をご教示ください。

多目的室は不要とします。ホール待合・キッズコーナーについては塩ビシート張り
の底目地部を示します。

A-16,19 多目的室壁仕上げにおいて、隔板と記載がありますが、メラミン化粧合
90 板フラッシュt=40と考えてよろしいでしょうか。

メラミン化粧合板フラッシュ、小口処理、巾木はSUS H60とします。
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未来創造課

質問・回答書
件

名

入札執行日

竜王町国民健康保険診療所（医科）建築工事
令和２年12月７日
質

問

事

項

質

問

回

A-5,16,20 仕上表・備考欄において甲板と記載がありますが、メラミンポストフォー t=20 小口R面とします。
91 ムt=25と考えてよろしいでしょうか。
A-16 男子・女子便所1において荷物棚はW900×D200×t30、ポリ合板フラッシュ メラミン化粧合板フラッシュ 小口処理とします。
92 と考えてよろしいでしょうか。
A-3,12,16,17 授乳室・点滴・処置室・X線室のカーテンレール及びカーテンについ お見込みの通りです。
93 て、アルミ製天井直付タイプと考えてよろしいでしょうか。
A-17 診察室6・点滴ブースにおいて、CRの表記が他のCRと異なっていますが、
94 アコーディオンカーテンと考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

A-17 医局床仕上げにおいて、床見切巾はW=40で長尺シートは踏込側共同じと
95 考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

A-5 内部仕上表に表記された、ガード巾木の品番・メーカー名をご教示ください。 東リ：防汚抗菌ワイド巾木スタンダード程度です。
96
A-5 スタッフ通路2の備考欄に表記された、移動式掲示板の仕様寸法をご教示く 別添図9を参照してください。
97 ださい。
A-17,26 スタッフ通路3において、郵便ポストは製作物でしょうか。既製品であれ
98 ば、メーカー名・品番等をご教示ください。

田島メタルワーク：MX-303A程度です。

A-9,14,15,51 外部犬走りコンクリート直押え部において、Y6通り側の縦樋落ち口 お見込みの通りです。
によりU字溝までに、溝と思われる表記があります。
99 止メ型枠により溝型を形成し、モルタル底打仕上する、と考えてよろしいでしょう
か。

答
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質問・回答書
件

名

入札執行日

竜王町国民健康保険診療所（医科）建築工事
令和２年12月７日
質

問

事

項

質

問

回

答

A-51 外構工事において、既設アスファルト舗装がされていますが、境界ブロック 質問事項18の回答を参照してください。
100 及び排水管を布設するに当り、アスファルトをカッター切撤去のうえ復旧すると考
えてよろしいでしょうか。
A-54 植栽工事におけるステンレス製舗装用見切ですが、舗装3の厚さがt=100で 可とします。
101 す。カネソウガーデンエッジは、IS-50Sと記載がありますが、IS-90Sとしてよろしい
でしょうか。
A-10,13～15,48 屋根2のルーフドレンについて、シート防水用鋳鉄製でよろしいで 可とします。
102 しょうか。ご教示ください。
A-5,12 軒天1において（一部有孔）と記載がありますが、有孔部の比率をご教示く 30％程度とします。
103 ださい。
A-5,12 軒天1においてFK t6+6+塩ビシート底目地貼（パネル工法）と記載があり
104 ますが、目地ピッチが縦2100横1000かと思われます。
ケイカル上貼（4´×8´板）をカット加工と考えるのでしょうか。ご教示ください。

質問事項21の回答を参照してください。

A-5,11 外壁2において高耐久・低汚染可とう性仕上塗材（コテ）のメーカー名・品
105 番等をご教示ください。

質問事項22の回答を参照してください。

A-11 スクリーンの有孔ブロック積においてメーカー名・品番等をご教示ください。 ニッタイ工業：有孔ブロック190*90*100 YB-1911程度です。
106
S-15 柱状改良工事杭伏図において、Y-6・X-3通りのF2B及びY-2・X-4通りの
F3Bが杭の表記が抜けているようです。
107
打設と考えてよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

A-11,15 南面、北面の外壁1・外壁2取合部の壁見切の仕様（材質・仕上げ・寸
108 法）をご指示ください。

質問事項57の回答を参照してください。
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質問・回答書
件

名

入札執行日

竜王町国民健康保険診療所（医科）建築工事
令和２年12月７日
質

問

事

項

Ｍ-2 既設公共汚水桝の桝径・深さ・材質等、詳細をご教示ください。

質

問

回

公共汚水桝：φ300、H=2,350、塩ビ桝です。

109
A-37 Ｍ-3,5 衛生器具リストの「廊下2」に自動洗面器等の器具が各一つありま 質問事項44の回答を参照してください。
すが、機械設備図上ではそれらしき器具が見当たりません。
110 器具の位置は家具案内図の番号：8、給排水配管は「風除室3」からの延長でよろ
しいでしょうか。
A-02,05,10 特記仕様防水工事で、シート防水がS-F2厚み2.0ですが、外部仕上
111 表および屋根伏図の通り、機械式固定法で厚み1.5としてよろしいでしょうか。

外部仕上表、屋根伏図を正とします。

A-05 DP塗装は、3級としてよろしいでしょうか。

2級とします。

A-02,05,10 セメントボードの参考メーカー･品番をご教示ください。

吉野石膏：デラクリートセメントボード程度です。

A-05 人工芝の参考メーカー･品番をご教示ください。

ミズシマ：MG-14程度です。

112

113

114
A-04 樹脂フィルム化粧ケイ酸カルシウム板の使用箇所と、参考メーカー･品番を 使用はありません。
115 ご教示ください。
A-05,12 軒天および内装壁･天井の仕上塩ビシートについて、参考メーカー･品番 サンゲツ：リアテック：ウッド程度です。
116 をご教示ください。
A-05,48 軒天塩ビシート貼りのパネル工法について、参考メーカー･品番をご教示 質問事項21の回答を参照してください。
117 ください。

答
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質問・回答書
件

名

入札執行日

竜王町国民健康保険診療所（医科）建築工事
令和２年12月７日
質

問

事

項

質

A-04,13～15 仕上表1に、土間下捨てコンクリートｔ50とありますが、断面詳細図に お見込みの通りです。
118 したがい、本工事では適用無しとしてよろしいでしょうか。
A-04,13～15 仕上表1に、土間下断熱材ｔ30とありますが、断面詳細図にしたが
119 い、床暖房部をｔ40、その他をｔ25としてよろしいでしょうか。

別添図5を参照してください。

A-03 左官工事セルフレベリングの厚みをご指示ください。

t10mm～t15mm程度とします。

A-48 屋根2の軒先にも、屋根1と同様の軒先パネルを取付けるのでしょうか。

屋根2は不要とします。

120

121
A-04,48 仕上表1に、現場発泡ウレタンｔ30とありますが、雑詳細図にしたがい、ｔ
122 25としてよろしいでしょうか。

雑詳細図を正とします。

A-03,16,51,52 視覚障害者誘導ブロックが、各図で異なります。建物ポーチ部を磁 可とします。
123 器質タイル製、外構舗装部をインターロッキングブロックとしてよろしいでしょうか。
A-16,51 視覚障害者誘導ブロックの敷設範囲が、各図で異なります。外構図を正 配置図を正とします。
124 としてよろしいでしょうか。
A-51,52 コンクリート舗装の厚みが、凡例と詳細図で異なります。どちらが正で
125 しょうか。

A-51 凡例を正とします。

A-52 コンクリート舗装の伸縮目地材は、エラスタイトと考えてよろしいでしょうか。 お見込みの通りです。
126

問

回

答
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質問・回答書
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名

入札執行日

竜王町国民健康保険診療所（医科）建築工事
令和２年12月７日
質

問

事

項

質

A-04,48 立上りコンクリートの増し打ちは、外部打ち放し側のみｔ20とし、内部は増 お見込みの通りです。
127 し打ち無しとしてよろしいでしょうか。
A-32,35 建具リストでLD-32の箇所数が1ヶ所と記載されていますが、建具案内図 建具案内図を正とします。
128 には2ヶ所あります。案内図が正と考えてよろしいでしょうか。

問

回

答
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