様式第３号（第５条関係）

設計図書に関する回答書
平成 26 年 6 月 24 日

工事番号

第１３号

及び工事名

須賀川市新庁舎建設本体工事
質 問 ・ 回 答 事 項

【構造】
1

3 階柱から 4 階床までのｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度が不明です。Fc30･ｽﾗﾝﾌﾟ 18 と考えて宜しいで
しょうか。(S-001)
⇒宜しい。

2

高性能 AE 減水材は不要と考えて宜しいでしょうか。必要場合は対象となる強度を御指示く
ださい。(S-001)
⇒設計には見込んでおりませんが、配合計画、施工計画を考慮のうえ施工者判断として下さ
い。 ※打ち放し仕上げ等、品質確保には留意の事。

3

本工事のｺﾝｸﾘｰﾄ調合強度について確認ですが、設計基準強度 Fc に
構造体強度補正 S(3N 又は 6N)を加えると考えて宜しいでしょうか。 (S-001)
⇒宜しい。

4

4 階 X16 通りの片持ｽﾗﾌﾞの符号が不明です。CS1 と考えて宜しいでしょうか。(S-021)
⇒宜しい。

5

柱の一般部ﾌｰﾌﾟについて、数量内訳書に溶接閉鎖型の記載が御座いますが、使用範囲が不明
です。SRC 柱を除く RC 柱の仕口部以外と考えて宜しいでしょうか。(S-031･040･041)
⇒宜しい。

6

柱ﾌｰﾌﾟについて、仕口部のﾌｰﾌﾟは全てﾀｶﾞ型と考え、2-2-D13@200 と考えて宜しいでしょうか。
(S-031･040･041)
⇒仕口部はピッチを 1.5 倍とし、中子筋は無しとし、材質は変更しない、という仕様とお考
え下さい。

7

C11 柱について、主筋が 12-D35 と記載が御座いますが、柱断面の鉄筋断面表記は D32 のよう
にも見受けられます。12-D32 と考えて宜しいでしょうか。(S-040)
⇒Ｄ３５を正とお考え下さい。

質 問 ・ 回 答 事 項
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ST1･ST2 の内端(B 通り・C 通りと接続する部分)について、PC 主筋はｱﾝｶｰまで一体の製品でないと現場
施工が非常に困難となります。PC 主筋はｱﾝｶｰ筋まで含むと考えて宜しいでしょうか。
(S-046～S-049)
⇒構いません。一体の場合運搬が難しいのではないかと考えておりました。
ST3 の内端(B 通り・C 通りと接続する部分)について、PC 主筋はｱﾝｶｰまで一体の製品とし、梁鉄骨貫通
後は定着板使用と考えて宜しいでしょうか。(S-050～S-051)
⇒一体でも構いません。
上記 2 つに質疑にて、PC 主筋のｱﾝｶｰ部分が在来での施工(現場での取り付け)の場合
PC と SRC、RC といった異種構造の柱梁取り合い部にて、継手の接続部詳細と、鉄筋定着部分の詳細が
不明です。参考までに下記 6 パターンについて、平面取合い配筋詳細図と立面取合い配筋詳細図を御
指示下さい。
例1 1FL X3 通り×C 通り
(S-018)
例2 2FL X3 通り×C 通り
(S-019)
例3 4FL X3 通り×A 通り-4,150
(S-021)
例4 各階 ST1 の内端(G1 と接続する部分) (S-019～022 S-046)
例5 各階 ST2 の内端(G3 や G3A と接続する部分) (S-019～022 S-047)
例6 R 階 ST3 の内端(G21 SRC 梁と接続する部分) (S-023 S-050～051)
⇒アンカー筋は、一体でも構いません。
PC 部材詳細図(1)の見下図にて D25 ｽﾘﾑｽﾘｰﾌﾞと表記がございますが、B 断面図では D38 となっておりま
す。D25 は不要と考えて宜しいでしょうか。(S-046)
⇒宜しい。
RC 柱ﾘｽﾄに 6 階と 7 階がありますが、6 階をﾀﾜｰ中間部、7 階を 6 階と読み替えて宜しいでしょうか。
(S-040)
⇒宜しい。
RC ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄに CS1 のﾘｽﾄが 2 つあります。S7 と CS2 の間の CS1 を正と考えて宜しいでしょうか。
(S-041)
⇒宜しい。
B1 階 RW80 下の基礎梁横と基礎横の増打ちの配筋要領が不明です。配筋要領をご指示ください。
(S-016･032)
⇒外側縦筋は D32 に図示した位置に D16@200 とし、横筋 D16@200 として下さい。
B1 階に壁符号 W22 がありますが、ﾘｽﾄが不明です。S-071 図の風除室の壁ﾘｽﾄ W22 と同じと考えてよろ
しいでしょうか。
(S-016･31･71)
⇒宜しい。
ﾋﾟｯﾄ平面図では基礎部に RC 壁があるように思われますが、基礎･基礎梁伏図では見当たりません。RC
壁がある場合、壁符号と壁ﾘｽﾄをご指示ください。
(S-015･G-028)
⇒t=300 D13@200 タテヨコダブル としてください。
(S-015･G-028) G-028 を優先とする。
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1 階に H190 の段差がありますが、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ工事標準図には H150 以下の補強要領しかありません。
H150 以上の配筋要領をご指示ください。
(S-003･018)
⇒別紙参照
RC 柱ﾘｽﾄ 4 階 C8B の主筋の本数がﾘｽﾄ(14 本)と姿図(22 本)で相違しています。ﾘｽﾄ(14 本)を正と考え
て宜しいでしょうか。
(S-040)
⇒姿図の２２本を正としてください。
RC 大梁ﾘｽﾄ G2B のﾘｽﾄが端部･中央･端部とありますが、ﾘｽﾄの左から X2 通り･中央･X3 通りと読み替えて
宜しいでしょうか。
(S-018･036)
⇒宜しい。
RC 大梁ﾘｽﾄ G3 の中央下端筋の本数がﾘｽﾄ(10 本)と姿図(8 本)で相違しています。ﾘｽﾄ(10 本)を正と考え
て宜しいでしょうか。
(S-036)
⇒宜しい。
3､4 階 B 通りに梁 G1A がありますが、ﾘｽﾄが不明です。3､4 階の G1 と同じと考えて宜しいでしょうか。
(S-020･021･038)
⇒3F G1A B=750 D=850
上端主筋：両端 7/4-D32 中央 6-D32
下端主筋：両端 7/2-D32 中央 6-D32
STP:両端 5-S13@100 中央 3-S13@100 (材質は共に SBPD 1275/1420)
4F G1A B=550 D=850
上端主筋：両端 5/3-D32 中央 5-D32
下端主筋：両端 5-D32 中央 5-D32
STP:両端 3-S13@100 中央 3-S13@150 (材質は共に SBPD 1275/1420)
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RC 大梁ﾘｽﾄ 5 階 G3A 中央 STP 中子筋の本数がﾘｽﾄ(2 本)と姿図(1 本)で相違しています。ﾘｽﾄ(2 本)を
正と考えて宜しいでしょうか。
(S-038)
⇒宜しい。
RC 小梁ﾘｽﾄ B6 STP と腹筋の本数がﾘｽﾄ(STP 中子筋 6 本/腹筋 4 本)と姿図(STP 中子筋無し/腹筋 8 本)
で相違しています。姿図(STP 中子筋無し/腹筋 8 本)を正と考えて宜しいでしょうか。
(S-038)
⇒宜しい。
雑鉄骨図(書庫)は、1 階平面図の書庫 11 と書庫 12 と考え､雑鉄骨図の伏図寸法(2560×1540)は 1 階平
面図の寸法に読み替えて宜しいでしょうか。
(S-075･G-030)
⇒宜しい。
釜場の配筋要領が不明です。配筋要領をご指示ください。
(G-028)
⇒別紙参照
上段庇部と PC 梁の間の現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄの配筋要領が不明です。配筋要領をご指示ください。
(S-052･D-089)
D13@200 タテヨコチドリダブルとお考え下さい。
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地下壁 RW80 頂部に付いている溝の配筋要領が不明です。端部補強筋 2 本-D13、短辺長辺共 D10@200 ﾀﾞ
ﾌﾞﾙと考えて宜しいでしょうか。
(D-089)
⇒宜しい。
立上りの配筋要領が不明です。厚 150 以上の場合、端部補強筋 2 本-D13･縦横 D10@200 ﾀﾞﾌﾞﾙと考えて
よろしいでしょうか。
(S-003)
⇒宜しい。
4 階 X3 通り B-C 間の階段とｽﾛｰﾌﾟは RC と考えて宜しいでしょうか。RC の場合、階段の配筋要領をご指
示ください。
(S-021)
⇒RC 造です。階段図を別紙に示します。
B1 階のｽﾗﾌﾞ天端は伏図では B1FL-100 ですが、矩計図 3 では駐車場部は B1FL-100、その他は B1FL±0
となっており相違しています。矩計図を正と考えて宜しいでしょうか。
(S-016･D-003)
⇒宜しい。
6 階と R 階(ﾊﾄ小屋)の外周部に矩計図では壁がありますが、構造図では見当たりません。壁 W18 が必
要と考えて宜しいでしょうか。又、6 階に壁が必要な場合、耐震ｽﾘｯﾄも必要と考えて宜しいでしょう
か。
(S-023･D-003)
⇒宜しい。耐震スリットも必要
各階平面図にｺﾝｸﾘｰﾄ基礎がありますが、ｺﾝｸﾘｰﾄ強度･配筋要領が不明です。Fc21,ｽﾗﾝﾌﾟ 15･端部補強筋
D13･短辺長辺共 D10@200･横筋 D10@200 と考えて宜しいでしょうか。
(G-029～034)
⇒宜しい。
人通孔の配筋要領が不明です。配筋要領をご指示ください。
(S-003･G-028)
⇒縦筋 2×4-D22 横筋 2×2-D22 斜め筋 4×4-D 25 人通口上下の補強筋は、周囲の STP と同径同ピ
ッチ同本数 としてください。
防水押え等の無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ強度が不明です。Fc21･S15 と考えて宜しいでしょうか。又、ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄも
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄと同じと考えて宜しいでしょうか。
(S-001･G-001)
⇒宜しい。
最上階の梁 G2 に梁横増打がありますが、現場打ちではなく、PC と考えて宜しいでしょうか。
(S-048)
⇒宜しい。
梁の定着板は 1 階以上の大梁の外端部に必要と考えて宜しいでしょうか。又、PC 部材 ST2 に接続する
大梁にも定着板が必要と考えて宜しいでしょうか。
(S-036･S-072)
⇒宜しい。
柱ﾘｽﾄに、柱の定着部は、定着板工法を使用するとありますが、架構詳細図では見当たりません。柱の
最上階柱頭部に必要と考えて宜しいでしょうか。
(S-040･S-072)
⇒宜しい。
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土工事の数量は G-008 図の敷地現況図のﾚﾍﾞﾙから算出すると考えて宜しいでしょうか。違う場合、掘
削開始ﾚﾍﾞﾙをご指示ください。
(G-008)
⇒宜しい。
建設発生土の処理について、建築工事特記仕様書では構内指示の場所に敷きならすとありますが、具
体的なエリアを図示にて御指示下さい。(G-001)
⇒場外搬出 11Km として下さい。
一部既存防火水槽、非常用貯水槽撤去及び山留周りの埋め戻しに利用としてください。
屋根部分の鉄骨に耐火被覆:ﾛｯｸｳｰﾙ吹付 t25 がありますが、3 階～6 階が 1 時間(t25),B1 階～2 階が 2
時間(t45)と考えて宜しいでしょうか。又、ﾛｯｸｳｰﾙ吹付は半湿式吹付ﾛｯｸｳｰﾙと考えて宜しいでしょうか。
(D-005)
⇒宜しい。
会議室 21,31･委員会室周り鉄骨に、耐火被覆は不要と考えて宜しいでしょうか。
(D-001･D-098～100)
⇒宜しい。
1 階銀行周り鉄骨に、耐火被覆は不要と考えて宜しいでしょうか。
(D-002)
⇒宜しい。
1 階更衣室周り鉄骨に、耐火被覆は不要と考えて宜しいでしょうか。
(D-004)
⇒宜しい。
1 階書庫周り鉄骨に、耐火被覆は不要と考えて宜しいでしょうか。
(G-030)
⇒宜しい。
ｽﾗﾌﾞ詳細図 R 階 X5 通りの S5 に PL-12 やｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄの詳細がありません。2～4 階の S5 と同じと考え
て宜しいでしょうか。
(S-041a)
⇒宜しい。
ｽﾗﾌﾞ詳細図 R 階 X5 通りの S7 の PL-12 上のｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄの詳細が不明です。19φ@300×@300 L=100 と
考えて宜しいでしょうか。
(S-041a)
⇒宜しい。
sC1～sC4 等のｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの設置方法は B 種で宜しいでしょうか。(S-005 S-042)
⇒宜しい。
鉄骨の錆止め塗装について、JISS-K 5625 とありますが、現在では JIS の規格から外れております。
JISS-K 5621 に置き換えて宜しいでしょうか。又、耐火被覆部は無塗装と考えて宜しいでしょうか。
合わせて御指示下さい。 (S-005)
⇒JIS-K5674 として下さい。また、耐火被覆部は無塗装、耐火塗装部は仕上 EP 塗装として下さい。
C-100×50×20×2.3 等の軽量鋼はｶﾗ-品 JIS-K5621 相当品で宜しいでしょうか。(D-136)
⇒JIS-K5674 として下さい
HTB 軸力試験費は不要と考えて宜しいでしょうか。(S-005)
⇒宜しい。
溶融亜鉛ﾒｯｷ HTB 接合部の摩擦面処理については、すべり係数試験の数値確認の上、りん酸処理と考
えて宜しいでしょうか。(S-005)
⇒宜しい。
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【外部】
屋根 1.2 が矩計図では下地が PF 板 t35+高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板 t15 ですが、外部仕上表及び D-136 図では高
圧木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25 と記されております。外部仕上表及び D-136 図を正と考えて宜しいでしょうか。
また、PC・RC 下地が矩計図では鋼製下地 C-60*30*10t2.3 と記されておりますが、外部仕上表では記
されておりません。D-136 図では鋼製下地 C-100*50*20t2.3 と記されております。矩計図鋼製下地
C-60*30*10t2.3 を正と考えて宜しいでしょうか。
(G-022.D-001-005.D-136)
⇒宜しい。PC、RC 鋼製下地については、D-136 図を正（C-100*50*20t2.3）として下さい。
D-001 図では鉄骨下地部の鋼製下地が C-100*75*10t2.3 と記されております。C-100*50*20t2.3 と考え
て宜しいでしょうか。
(D-001)
⇒宜しい。
今回、屋根が外断熱（断熱材ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t35）ですが､D-002 ではｽﾗﾌﾞ裏にｳﾚﾀﾝ吹付 t35 と記されてお
ります｡外断熱でさらに内側に断熱材を吹くのでしょうか。ご指示ください。
(D-002.136)
⇒PC 部分のみ外断熱、鉄骨部分はウレタン吹付ｔ35 としてください(内断熱）
ﾊﾄ小屋鉄骨造屋根が折版の様ですが、仕様をご指示ください。
(D-003)
⇒ﾊﾄ小屋屋根：ALCｔ100+屋根 2 仕上げ（ｽﾃﾝﾚｽ亜鉛ﾒｯｷ鋼板竪ﾊｾﾞ葺）として下さい。
屋外機置場、給気ｽﾍﾟｰｽ外壁の仕上は D-001 図に倣い､2-FUE 塗装と考えて宜しいでしょうか｡
ﾊﾄ小屋外壁の仕上も同様と考えて宜しいでしょうか｡
(D-003.004.005)
⇒宜しい
G-034 図左上にｺﾝｸﾘｰﾄ基礎が記されており、③屋外機基礎が 1 か所ですが、他の屋外機部分には必要
ないでしょうか。ご指示ください。
(G-034)
⇒X8～９、A～B 間に記載の基礎が③に該当します。1 箇所で宜しいです。
G-002 特記仕様書の露出防水絶縁断熱工法 DI-1 の使用場所は塔屋のみと考えて宜しいでしょうか｡
(G-002.D-003)
⇒宜しい。
一般共通事項､外装の項にｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管が記されておりますが､図面に記されているか所のみと考えて宜
しいでしょうか｡(塔屋のみ)
(G-022)
⇒宜しい。
防水立上りｱｺﾞはｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X-2）と考えて宜しいでしょうか。塔屋及び 4F ﾊﾞﾙｺﾆｰ等のｱｺﾞより上
部の RC 手摺壁は光触媒塗装と考えて宜しいでしょうか。
(D-089)
⇒宜しい。
笠木 B の材質が、G-022 外部仕上表ではｱﾙﾐ、D-089.127 ではｽﾁｰﾙ､ﾌｯｿ樹脂焼付です。幅も食い違って
おります。D-127 図ｽﾁｰﾙ､ﾌｯｿ樹脂焼付、幅 840 を正と考えて宜しいでしょうか｡
(D-089.127)
⇒宜しい。
ｱﾙﾐ製ﾙｰﾊﾞｰのｻｲｽﾞが D-004 では 30*300､D-093 では H100 です｡D-093 詳細を正と考えて宜しいでしょう
か｡
(D-004.093)
⇒宜しい。
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大屋根軒先の納まりが､D-004 等矩計図と093 図で違っておりますが､093図詳細を正と考えて宜しいで
しょうか｡
(D-004.093)
⇒宜しい。
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ端部が､RC 立上りで納まっておりますが､X5 通り側は屋根が鉄骨です｡立上り詳細をご指示く
ださい｡(D-128)
⇒SB31 上部に RC 躯体立上げとして下さい。(スタッドボルト 16φ＠300）別紙参照
RC 立上り部の仕上をご指示ください｡
(D-128)
⇒塗膜防水とする。
塔屋屋根､屋外機置場、給気ｽﾍﾟｰｽ屋根､4 階庇(上段庇)､4 階ﾊﾞﾙｺﾆｰからの竪樋の系統が不明です｡
ご指示ください｡
(各平面図)
⇒機械設備図参照下さい。(M-217～223)
D-089 図詳細 3、笠木 C 詳細で丸環が記されておりますが、G-033 図にはありません。か所数をご指示
ください。
⇒16 箇所とする。
腰壁が D-089 図では PC 躯体の上と記されておりますが、S-52 図では現場打ちｺﾝｸﾘｰﾄです。
S-52 図を正と考えて宜しいでしょうか｡
(G-033.D-089.S-52)
⇒宜しい。
D-135 外壁詳細で、下葺き：透湿ｼｰﾄ t0.17 と記されておりますが、G-022 ではｺﾞﾑｱｽ t1.0 です。
D-135 外壁詳細を正と考えて宜しいでしょうか｡
(D-003.135.G-022)
⇒宜しい。
西面外壁ｽﾃﾝﾚｽ亜鉛ﾒｯｷ鋼板の周囲 4 面も壁と同仕上と考えて宜しいでしょうか｡
同上壁下地(下地が鉄骨部)も D-135 図と同じく､C-75*45*15*2.3@455 と考えて宜しいでしょうか｡
壁が SCW2 より出ておりますが､壁受け材が構造図にも記されておりません｡詳細をご指示ください｡
(G-037)
⇒宜しい。別紙参照。
AW1.2 の高さが､建具表では3100 ですが､D-002.089 笠木C 詳細から判断すると､高さ内法が 2600 です｡
ご指示ください｡
(D-035.089)
⇒H2600 とする。
D-137EXP･J 金物部の仕上が石貼と記されておりますが､外部仕上表では 300 角磁器ﾀｲﾙです｡
ﾎﾟｰﾁ 4 周とも､すべて 300 角磁器ﾀｲﾙと考えて宜しいでしょうか｡300 角磁器ﾀｲﾙの仕様をご指示くださ
い｡
(G-030.D-137)
⇒LIXIL アレス 150 角 程度として下さい。
X16 通り B 通り部分にﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝが記されておりますが､この部分の排水溝の範囲をご指示ください｡
(G-030.039.D-001)
⇒東側に適宜設けて下さい。
北側ﾎﾟｰﾁ X0-3､X5-16 に点線で排水溝の様なものが記されておりますが､G-040 断面図の排水溝と考え
て宜しいでしょうか｡また仕上は、参考内訳より塗膜防水 X-2 と考えて宜しいでしょうか｡
(G-030、参考内訳 P95)
⇒宜しい。
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1 階廻り EXP･J 部の排水溝は、
参考内訳より塗膜防水 X-2 が必要と考えて宜しいでしょうか｡また南側、
西側の排水溝の範囲は、EXP･J 部のみと考え、EXP･J 部以外は排水溝なしと考えて宜しいでしょうか。
ご指示ください。
(D-001.002.137、参考内訳 P95)
⇒宜しい。
ACW1-3 の 4FL 部分のｶﾞﾗｽ裏側の RC 部分の仕上は撥水材塗布と考えて宜しいでしょうか｡
(D-002)
⇒光触媒塗装として下さい
免震ﾋﾟｯﾄ擁壁面(1FL より下部)の仕上は光触媒塗装と考えて宜しいでしょうか｡
車路ｽﾛｰﾌﾟの内側壁は駐車場の壁と同じ EP 塗装､外側壁は光触媒塗装と考えて宜しいでしょうか｡
南･東立面図 1FL より下部の縦ﾗｲﾝの壁は何の表示でしょうか｡ご指示ください｡
(G-037.038)
⇒宜しい。縦ラインは、ｽﾛｰﾌﾟ上部駆け上がり防止手摺、車路ｽﾛｰﾌﾟ落下防止手摺です。
仕様は、ポーチ手すりと同様です。
車路ｽﾛｰﾌﾟ上部植込がｱｽﾌｧﾙﾄ防水の記載がありますが､仕様をご指示ください｡
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ及び竪樋のか所､仕様等をご指示ください｡
4F ﾊﾞﾙｺﾆｰ SCW-3 に SUS 三方枠が付いておりますが、仕様等をご指示ください。
(D-001)
⇒植え込み用ｱｽﾌｧﾙﾄ防水とする。
三方枠仕様：SUSｔ1.5 ヘアライン曲げ加工

質 問 ・ 回 答 事 項
79

80

81

82

83

84

85

86

87
88

【内部】
WC の壁仕上:塩ﾋﾞｼｰﾄ貼/ｹｲｶﾙ板の壁下地は、G-022 の共通事項の下地の E に記載のとおり、下記の様に
考えて宜しいでしょうか｡ご指示ください｡
*W5A･6A:ｹｲｶﾙ板/ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t9.5(6A 間仕切内は GW 充填)
*W4B･5B:ｹｲｶﾙ板/ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t9.5(LGS 面)
*W3A:ｹｲｶﾙ板(耐火遮音間仕切面)
(G-023･D-023)
⇒宜しい。
WC床にPF板嵩上とありますが､床下地F3､ｽﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙ-300となっている為､床:PF敷込t200/ｼﾝﾀﾞｰｺﾝt100
と考えて宜しいでしょうか｡
(G-023)
⇒宜しい。
B1F 男女便所･前室のﾗｲﾆﾝｸﾞ壁がﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ仕様に入っていませんがﾕﾆｯﾄ工事外と考えて宜しいでしょう
か｡またﾗｲﾆﾝｸﾞの詳細は D-091(2)に倣って宜しいでしょうか｡ご指示ください｡
(D-25･102･091)
⇒宜しい。
特記に厚生室･前室:ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ(ｻﾝｹﾞﾂ ｳﾝﾎﾞﾛ)と指示がありますが､厚生室は仕上表ではﾋﾞﾆｰﾂ床ﾀｲﾙ
(HT) t3.0 となっています｡特記を正と考えて宜しいでしょうか｡ご指示ください｡
(G-005)
⇒仕上げ表を正として下さい。
1F 銀行休憩室･休憩室･更衣室の天井高さが仕上表では CH2700､詳細図では CH2400 となっています｡ま
た天井が岩綿吸音板と不燃積層化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞと食い違っています｡詳細図を正と考えて宜しいでしょ
うか｡ご指示ください｡
(G-023･D-149)
⇒仕上げ表を正として下さい。
厨房床に PF 板嵩上･ｱｽ防とありますが､床下地 F3､ｽﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙ-300 となっている為､以下の様に考えて宜
しいでしょうか｡また納まりの詳細図がありましたらご指示ください｡
床:ｱｽ防/PF 敷込 t200/嵩上ｺﾝ t100
立上り:ｱｽ防/打放面補修 H300･ｺｰﾅｰﾓﾙﾀﾙ
立上り端部は防水押え金物(ｼｰﾘﾝｸﾞ共)
(G-023)
⇒宜しい。
1F 中央監査室の壁､ALC 板面は EP/PBt9.5+12.5/軽鉄胴縁 W45 と考えて宜しいでしょうか｡ご指示くだ
さい｡
(D-151)
⇒宜しい。
1F 法務局証明ｾﾝﾀｰと銀行の間の通路は銀行休憩室と同じ仕上と考えて宜しいでしょうか｡ご指示くだ
さい｡
(D-152)
⇒宜しい。
壁天然木練付合板の出隅、入隅、端部に見切が必要と思われます。仕様、寸法をご指示ください。
⇒25×25 ナラ同等、WP
天井木練付ｹｲｶﾙ板の厚みをご指示ください。
⇒ｔ＝6 とする
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3F 応接室 1 の巾木が仕上表では木製 WP となっていますが､展開図では木製 OSCL となっています｡仕上
表を正と考えて宜しいでしょうか｡ご指示ください｡(D-156)
⇒宜しい。
3F 教育長室の天井が仕上表では布ｸﾛｽ､展開図では岩吸板になっています｡仕上表を正と考えて宜しい
でしょうか｡ご指示ください｡
(D-157)
⇒宜しい。
文書庫 31 の床下地が F7 と F8 とありますが､使い分けが不明です｡詳細をご指示ください｡
(G-026)
⇒F7 のみとして下さい。また、F8 は鋼製下地 H300 に読み替えて下さい。
1F授乳室･前室の天井仕上が仕上表と天井伏図で食い違っています｡仕上表を正と考えて宜しいでしょ
うか｡ご指示ください｡
(G-023･G-042)
⇒宜しい。
1～4F 便所 1 の天伏図に照明 BOX①とありますが､詳細が不明です｡ご指示ください｡
(G-043)
⇒D-090 図 折り上げ天井 A として下さい。
流し前壁の化粧ｹｲｶﾙ板と他の壁仕上の取合部に見切は必要でしょうか｡ご指示ください｡
(D-091-1)
⇒アルミ見切りを見込んでください。
壁区分図より、外壁側の壁･柱の下地が不明です。特記なき限り外壁側壁面は PB12.5 GL 工法と
考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(G-046～051)
⇒市民ホール、ロビー、廊下、執務室の大空間に面する PC、SRC 柱（A 種打ち放し仕上げ）は光触媒
塗装、その他は PBｔ12.5+9.5（GL 工法)
3F 作業室等の各室詳細図では､内部の柱型が PBt12.5+9.5(GL 工法)となっていますが､
断熱が不要な全ての内部 RC 柱型は打放面補修の上表面仕上と考えて宜しいでしょうか｡
ご指示ください｡また、
詳細図を正とする場合はGL工法でPB二重張りとする必要性をご指示ください。
(D-158､D-13～22)
⇒各階 X6 通りを含めて東側の RC 柱(4 階のみ C 通り X6～８の柱を除く）は PBｔ12.5+9.5（GL 工法）
その他は A 種打ち放し+光触媒塗装。下地精度の確保の為 2 重貼りとしています。なお、塔部分の柱に
ついては、壁区分図の通り W5A（LGS 壁)として下さい。
4FA･D 通り(南北ﾊﾞﾙｺﾆｰ側)の外壁に面する壁面は床～天井まで LGS の上 PB12.5+9.5 と考えて
宜しいでしょうか。ご指示ください。(D-21～22､89､162)
⇒宜しい。
内部仕上表において、各所に PC 柱､RC 面:光触媒塗装とありますが、
構造図より PC 柱は外壁側に使われており、外部廻りの PC 柱は断熱材の関係上 GL 工法または
LGS ﾌｶｼ壁となるため光触媒塗装は不要と思われます。
光触媒塗装の指示のある部屋の RC 壁柱･PC 天井面のみ打放面補修の上光触媒塗装と考えて
宜しいでしょうか。ご指示ください。
(G-23～27)
⇒質疑 95 によります。
仕上表において、機械室の床に F2(ｺﾝ鏝)+D(防塵塗装)/一部 F8(木製床組)+VS とありますが
F8(木製床組)+VS の床範囲が不明です。出入口廻りに段差を付けるのでしょうか。
F8(木製床組)+VS の範囲及び床廻りの詳細をご指示ください。
(G-023～027)
⇒別紙参照
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4F 大会議室の天井が、仕上表では直天/CH3300/CH3000 とありますが、
天井伏図では CH3000(D)/折上天井内 CH3300(K)、短計図では PC ｽﾗﾌﾞ面光触媒+天井吊照明
と食い違っています。天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(G-026､045､D-004)
⇒宜しい。
壁区分図より、4F 議場の外周りの壁は 4 周全て W-12A(木毛ｾﾒﾝﾄ板) となっていますが、議場詳細図で
は W11A 及び W2A とあり食い違っています。短計図 2 より議場周りの壁及び議場下部天井(ﾛﾋﾞｰ 11 見上
部)は、鋼製下地+PB9.5+GWBt25+SUS 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 t0.4 縦ﾊｾﾞ葺きと考えて宜しいでしょうか。
ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞの仕様も含めてご指示下さい。(G-050､D-163､002)
⇒宜しい。パンチング仕様：太陽金網㈱ No19 程度
また、ﾛﾋﾞｰ 42 の議場側壁は、議場詳細図において W11A 及び W2A の上 FL～H2100 まで木製ﾙｰﾊﾞｰ、H2100
以上を EP 塗となっていますが、上記質疑のとおりﾛﾋﾞｰ 42 の議場側壁面も鋼製下地+PB9.5+GWBt25+SUS
亜鉛ﾒｯｷ鋼板 t0.4 縦ﾊｾﾞ葺きと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(G-050､D-163)
⇒宜しい。
2～4F の EV ﾎｰﾙｺｱ廻りの壁も壁区分図で W-12A(木毛ｾﾒﾝﾄ板)とありますが、議場周りの壁と同様に、
鋼製下地+PB9.5+GWBt25+SUS 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 t0.4 縦ﾊｾﾞ葺きと考えて宜しいでしょうか。
(G-050､D-002)
⇒W2A+SUS 亜鉛メッキ鋼板ｔ0.4 縦ハゼ葺きとして下さい。
仕上表より、3F ﾛﾋﾞｰ 31 の床仕上にﾌﾛｰﾘﾝｸﾞと VS(ﾘﾉﾘｳﾑ)の 2 種の床仕上材の記載があります。
床区分図より、WC 廻り通路の鋼製床下地部分を VS(ﾘﾉﾘｳﾑ)と考えて宜しいでしょうか。
(G-025､D-19､75)
⇒質疑 105 によります。
2～4F のﾛﾋﾞｰと廊下の取り合い範囲が曖昧です。床仕上が異なりますので明確にご指示ください。
(D-017～022)
⇒別紙参照。
各階 EV ﾎｰﾙの天井はﾒｯｼｭﾙｰﾊﾞｰですが、天井懐内の壁面及びｽﾗﾌﾞ裏には塗装等必要でしょうか。
ご指示ください。
(G-23～27､39)
⇒黒色塗装とする。
2･3F ﾍﾟﾘｶｳﾝﾀｰについて、部分詳細図より木製ﾙｰﾊﾞｰ付とﾙｰﾊﾞｰ無しの 2 種見受けられます。
市長室等、腰壁:木練付ﾊﾟﾈﾙのある部屋のﾍﾟﾘｶｳﾝﾀｰを木製ﾙｰﾊﾞｰ付、それ以外をﾙｰﾊﾞｰ無しと考えて
宜しいでしょうか。ご指示ください。(D-91)
⇒宜しい。
階段 2 平面詳細図より B1 階部分に RC の手摺壁が見受けられますが、断面詳細図では手摺壁は無いよ
うです。手摺壁は無しとし B1FL～5FL まで全て独立手摺と考えて宜しいでしょうか。
手摺壁が必要な場合は手摺壁の範囲をご指示ください。
(D-010､011)
⇒宜しい。
階段 1･2 の独立手摺の仕様が不明です。参考内訳書より、階段 1･2 共に｢手摺子:St FB-6×50 @100 笠
木:St FB-9×50/SOP｣と考えてよろしいでしょうか。また階段壁付手摺に関して、独立手摺の補助手摺
の段数より、階段 1 は手摺 2 段、階段 2 は手摺 1 段考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。
(D-010､011)
⇒宜しい。
階段 1･2 の壁付手摺、補助手摺は、参考内訳書より半硬質樹脂被覆ｱﾙﾐ製 ﾅｶ工業ﾋﾞﾆﾚｰﾝ 034-VS 同等と
考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。
(D-010､011)
⇒宜しい。
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壁区分図より階段 1 廻りの一部に W10B(ｶﾞﾗｽ耐火壁)が見受けられますが、周囲に耐火ｼｰﾙが必要と考
えて宜しいでしょうか。建具ｷｰﾌﾟﾗﾝの SW-201､301 との関連もあわせてご指示ください。
(G-047～051､D-028～029)
⇒ガラス耐火壁取りやめ。建具 SW-201、301+W2A として下さい。
部分詳細図 2 において折上げ天井の仕様が A･B と２種あり、A：EV ﾎｰﾙ B:庁議室､大会議室とあります
が、天井伏図･短計図等より同様の折上げ天井が他にも各所に見受けられます。
各所折上げ天井の仕様区分を明確にご指示ください。(D-090)
⇒天井伏せ図を正とし、X-1→折り上げ天井 A(下向き間接照明） X-2→織り上げ天井 B(上向き間接照
明）に読み替えて下さい。
地下機械室 01、02、03、熱源機械室に関して仕上表で巾木が VB H60 とありますが、床材立上げ H100
に読み替えてよろしいでしょうか。ご指示ください。
(G-023)
⇒宜しい。
平面図では、熱源機械室、ｺﾞﾐ置場、受水槽室に足洗いのような表記がありますが、地階平面詳細図 2
には表記がありません。必要と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。
(G-029、D-014)
⇒宜しい。
地流しの仕様が不明です。足洗いと同仕上と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。
(G-029、D-092)
⇒宜しい。
駐車場にｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞの指示がありますが寸法が不明です。
W450、W300 と考え、
内部排水溝は防水ﾓﾙﾀﾙ H150
程度と考えてよろしいでしょうか。桝も同様で H600 程度と考えてよろしいでしょうか。ご指示くださ
い。
(G-029)
⇒宜しい。SUS 製 耐荷重 T-25 とする。
井水原水槽、井水利用槽の仕上が不明です。雨水貯留槽と同仕上と考えてよろしいでしょうか。ご指
示ください。
(G-022、G-028)
⇒宜しい。
備蓄倉庫 01 の部屋の範囲、高さが不明です。断面もしくは展開図をご指示ください。
(D-014)
⇒別紙参照
駐車場の天井で、断熱材が矩計図 3 では PF 板 t35、矩計図 4 では硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付ｔ35 と食い違って
います。硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付ｔ35 と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-003、D-004)
⇒宜しい。
矩計図 3 で、B1 階 C 通りの壁が H2950 とありますが、他の H2950 の RC 壁の場所が不明です。平面で
場所をご指示ください。(D-003)
⇒地下 RC 壁は全て H2975 として下さい。別紙赤書き部分のみ ＋上部下がり壁+免震耐火目地材とし
て下さい。
地階平面詳細図 1、2 の右上部に「*駐車場、機械室 02、ｺﾞﾐ置場、備蓄倉庫、熱源機械室、免震ｸﾘｱﾗﾝ
ｽｽﾍﾟｰｽに面する屋内側には断熱材(ｳﾚﾀﾝ吹付ｔ35)を設ける」とありますが、具体的な場所が不明です。
ご指示ください。
(D-013)
⇒別紙参照。
現業控室兼運転手控室の上框の仕様が不明です。ご指示ください。(D-013)
⇒SUS HL W50(段差無し）
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仕上表の各所床下地に於いて、F8(木製床組)の指示がありますが参考内訳に見受けられず、床下地区
分図では凡例に木製床組がありません。また、仕上表床下地欄に F6(鋼製床組)の指示が見受けられま
せんが床下地区分図では凡例白抜きが鋼製床下地の指示です。仕上表 F8 を F6 と読み替えて宜しいで
しょうか。ご指示ください。
(G-023～、D-072～)
⇒宜しい。H は 300 へ読み替えとして下さい。
風除室 11･12 の室内側屋根の詳細をご指示ください。
⇒RC A 種打ち放しの上光触媒塗装
1 階執務室のｼｬｯﾀｰ BOX(管理ｼｬｯﾀｰ収納部)内の仕上は床:VC+鋼製床下地、壁:LGS 表し、天井:ｺﾝｸﾘｰﾄ型
枠外しのままと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(D-015)
⇒宜しい。
ﾛﾋﾞｰ 11 の天井に於いて、D-C/X3 通りと D-C/X7 通り部分に H:天然木ﾙｰﾊﾞｰの指示がありますが、ﾛﾋﾞｰ
21･ﾛﾋﾞｰ 31 と同様に石膏ﾎﾞｰﾄﾞ+EP の上に天然木ﾙｰﾊﾞｰと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(G-042、D-090)
⇒宜しい。
議場･傍聴席の床下地に於いて、仕上表ではｽﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙ-300 で F8 木製床 H400 の指示ですが、矩計図で
は OA ﾌﾛｱ H300 です。また、表面仕上が仕上表では CP(ﾌｪﾙﾄ敷き)の指示ですが矩計図では TCPt6.5 と
指示が異なります。仕上表を正と考え表面仕上は CP(ﾌｪﾙﾄ敷き)とし､下地は木製床組を鋼製床組と読
み替えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(G-026、D-002)
⇒宜しい。
議場･傍聴席床段部の蹴込部分及びﾉﾝｽﾘｯﾌﾟの詳細をご指示ください。また、傍聴席段部手摺の蹴込相
当部 StPL-9 との取合詳細も併せてご指示ください。
(D-165、089)
⇒別紙参照
議場の仕上表壁欄に於いて、木製見切材(3575≦H≦3600)の指示がありますが、議場壁ﾙｰﾊﾞｰ詳細図に
は見切材に該当する部位が見受けられません。あらためて詳細をご指示ください。
(G-026、D-164)
⇒D-164 図を正として下さい。
議場及びﾛﾋﾞｰ 42 の天井に於いて、壁取合ｸﾘｱﾗﾝｽ部の廻縁の仕様詳細をご指示ください。
(D-178)
⇒Stｔ1.6 曲げ加工（L-100×30） SOP として下さい。
議場控室の間仕切壁区分に於いて、控室 1･2 の展開 A 側と控室 2 の展開 B 側が議場詳細図では W2A の
指示ですが、壁区分図では W11A+W12A と指示が異なります。4 階平面詳細図も後者と思われる表現で
あることから壁区分図の W11A+W12A を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(G-050、D-021、163、167)
⇒宜しい。
機械室 41 の天井仕上に於いて、仕上表では C3(C 打放)+GW の指示ですが、機械室の上部は議場ﾊｲｻｲﾄﾞ
ﾗｲﾄの床です。ﾊｲｻｲﾄﾞﾗｲﾄ床下地鉄骨面に軽鉄野縁+GB-T12.5+GW と考えて宜しいでしょうか。ご指示く
ださい。
(G-026)
⇒宜しい。
階段室 1 の床仕上に於いて、仕上表では単層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの指示ですが、階段 1 断面詳細図ではﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ
と指示が異なります。公開内訳書よりﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ②と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(G-027、D-008)
⇒仕上表を正として下さい。
（単層フローリング）
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各階廊下に於いて、平面詳細図に壁付手摺と思われる表現がありますが、上記階段の壁付手摺と同仕
様と考えて宜しいでしょうか。また、1 段手摺と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(D-016、018、020、他)
⇒平面図凡例によります。(タモ集成材 35φ H850）
参考内訳の金属工事の内部に「免震層部取合いｺﾝｸﾘｰﾄ壁頂部隙間塞ぎ W625 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙﾒｯｼｭ XS31」が
176ｍとありますが、176ｍの範囲が不明です。地階天井伏図の X3,X5 通りに表記がある部分と、通り
X4-5 間に取付と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。
(G-041、参考内訳 P117)
⇒宜しい。
1 階平面図で､ﾛﾋﾞｰ 11(総合案内)の誘導用床に｢SUS 点鋲｣｢SUS 線鋲｣とありますが､部分詳細図(2)では
｢ﾀｲﾙ｣｢ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ｣｢塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製｣しかありません｡｢SUS 点鋲･線鋲｣もある物と考えてよろしいでしょ
うか｡ご指示ください｡
(G-030､D-090)
⇒宜しい。
階段部分の誘導用床は､各平面図には記載がありますが､階段 1･2 の平面詳細図では記載がありませ
ん｡各平面図に従ってよろしいでしょうか｡また材質も合わせてご指示ください｡
また 4 階･議場脇階段･ｽﾛｰﾌﾟも､平面図に従ってよろしいでしょうか｡ご指示下さい。
(G-029～034､D-006･007､D-010)
⇒宜しい。材質は SUS 点鋲、線鋲とする。
2～4 階ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ図で､2F厚生室(女)～(男)は｢PT207｣ですが､厚生室詳細図ではW4Bと相違しています｡
どちらが正でしょうか｡ご指示ください｡
(D-096､D-154)
⇒PT207 が正
建設工事特記仕様書(5)で､22 ﾕﾆｯﾄ工事･24 駐車場用ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞの設置箇所の合計が 35 箇所とあります
が､地階平面図では確認できません｡地階･駐車場の出隅部すべて見込んでよろしいでしょうか｡ご指示
ください｡
(G-005､G-029)
⇒宜しい。
駐車場ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞは､部分詳細図(2)では 90+90mm となってます｡ﾅｶ工業:NCP-90×90V 同等品と考えてよ
ろしいでしょうか｡ご指示ください｡
(D-090)
⇒宜しい。
部分詳細図(2)5 ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽで､材質はｱﾙﾐ製ですが､参考内訳書･市民ﾎｰﾙ上部の材質がｽﾁｰﾙ製になって
います｡部分詳細図(2)に従いｱﾙﾐ製と考えてよろしいでしょうか｡ご指示ください｡
(D-090､参考内訳 P204)
⇒宜しい。
下記のﾒｰｶｰ･品番等が不明です｡ご指示ください｡(参考品番)
･床置き消火器ｽﾀﾝﾄﾞ ⇒UFB-3S-2500(ユニオン）
･床置き消火器ｽﾀﾝﾄﾞ(屋外型) ⇒UFB-3S-826(ユニオン）
･埋込型消火器ﾎﾞｯｸｽ ⇒UFB-1F-2803(ユニオン）
･壁掛､置兼用消火器ﾎﾞｯｸｽ ⇒UFB-4F-208G(ユニオン）
(G-029～034)
委員会室詳細図 1 で､中央にｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ(可動ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ･t=40)がありますが､ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙの詳細
図には記載がありません｡(SLW2～×表示) ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙの有無をご指示ください｡
(D-100､D-097)
⇒スライディングウォールは、アルミ会議室工事一式に含むものとしてください。
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2～4 階ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ図で､2F 市民協働ｽﾍﾟｰｽ～執務室 22 は｢PT201｣｢PT202｣ですが､2 階壁区分図では W2A･
W4B となっています｡どちらが正でしょうか｡ご指示ください｡
(D-096､G-048)
⇒PT201 、 PT202 を正とする
2～4 階ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ図で､3F 会議室 31 脇～執務室 32 は｢PT301｣ですが､3 階壁区分図では W4B となってい
ます｡どちらが正でしょうか｡ご指示ください｡
(D-096､G-049)
⇒PT301 を正とする。
ｻｲﾝﾘｽﾄ表で､K16(階段階数踊り場ｻｲﾝ)の 5F の箇所数が 2 か所となっていますが､ｷｰﾌﾟﾗﾝ(5 階一部含む)
では3か所の様に見受けられます｡ｷｰﾌﾟﾗﾝを正とし合計11 か所と考えてよろしいでしょうか｡ご指示く
ださい｡､
(D-079､D-085)
⇒宜しい。
参考内訳書･仕上げﾕﾆｯﾄその他工事･ｻｲﾝに｢ｼﾙｴｯﾄﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾚｰﾄ ﾃﾞｻﾞｲﾝ費(1 式)｣｢ｳﾙﾄﾗﾏﾝ会議室ﾏｽｸ製作
費(2 式)｣｢ｳﾙﾄﾗﾏﾝ会議室ｼﾙｴｯﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ費(8 面)｣とありますが､詳細が不明です｡どの程度の金額を見込
めばよろしいでしょうか｡ご指示ください｡
(参考内訳 P225)
⇒見積単価一覧参照下さい。
参考内訳書･仕上げﾕﾆｯﾄその他工事･喫煙室他ｶｳﾝﾀｰに｢1F ｶｳﾝﾀｰ(W7000*D450*H900)｣｢1F ﾛｰｶｳﾝﾀｰ
(W1800*D1200*H1450)｣｢6F展望階木製ﾍﾞﾝﾁ(W7650*D450*H400)｣とありますが､平面図では確認できませ
ん｡あるものと考えてよろしいでしょうか｡ご指示ください｡
(参考内訳 P227)
⇒宜しい。
確認ですが､建築工事特記仕様書(4)22 ﾕﾆｯﾄ工事 7 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝに○印はありませんが､天井伏図及び参考
内訳書よりﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝは建築工事に含むものと考えてよろしいでしょうか｡ご指示ください｡
(G-004､G-042～045､参考内訳 P228～229)
⇒宜しい。
参考内訳書･仕上げﾕﾆｯﾄその他工事･ｻｲﾝ工事に｢駐車場ｴﾘｱ分けｻｲﾝ ﾃﾞｻﾞｲﾝ費(6枚)｣とありますが､詳細
が不明です｡どの程度の金額を見込めばよろしいでしょうか｡ご指示ください｡
(参考内訳 P287)
⇒見積もり単価一覧参照下さい。
地階･駐車場の白線引きが､地階平面図(区画線･2 本)と地階平面詳細図(区画線･1 本)とでﾊﾟﾀｰﾝが相違
しています｡どちらが正でしょうか｡ご指示ください｡
(G-029､D-013･014)
⇒地階平面図を正(2 本線）を正として下さい。
1 階平面詳細図 1･風除室 11 の柱(X4 通)両脇に｢手摺｣らしき物がありますが､詳細が不明です｡ご指示
ください｡
(D-015)
⇒タモ集成材 35φ H850
参考内訳書･仕上げﾕﾆｯﾄその他工事･仕上げﾕﾆｯﾄ(内部)に｢駐車場ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ(3 か所)｣とありますが､図面
では確認できません｡3 か所取り付くものと考えてよろしいでしょうか｡ご指示ください｡
(参考内訳 P206)
⇒宜しい。
参考内訳書･金属工事(内部)に｢CW 下部ｷｬｯﾄｳｫｰｸ･ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ(XG21) W1000(14.0m)｣｢CW 下部ｷｬｯﾄｳｫｰｸ･
ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ(XG21) W410(14.0m)｣とありますが､図面では確認できません｡取り付くものと考えてよろ
しいでしょうか｡ご指示ください｡
(参考内訳 P113) ⇒宜しい。
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参考内訳書･金属工事(内部)に｢額縁(縦枠) W90*D15 糸 120 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 曲加工 (1360m)｣とあります
が､図面では確認できません｡取り付く建具をご指示ください｡
(参考内訳 P114)
⇒参考内訳書を優先する事。
確認ですが､参考内訳書･金属工事(内部)より､一方枠･開口三方枠他の材質は下記の様に考えてよろし
いでしょうか｡ご指示ください｡
･WC 及び厨房～ｽﾃﾝﾚｽ製<t1.6 曲加工?>
･その他～ｽﾁｰﾙ製
(参考内訳 P115)
⇒宜しい。
参考内訳書･金属工事(内部)に｢CW ｷｬｯﾄｳｫｰｸ部 ﾀﾗｯﾌﾟ W400 ｽﾃﾝﾚｽ製 φ22 HL 下地 100 角ﾊﾟｲﾌﾟ共(46 か
所)｣とありますが､図面では確認できません｡取り付く場所をご指示ください｡
(参考内訳 P115)
⇒参考内訳書を優先する事。
参考内訳書･金属工事(内部)に｢天井点検口・450 角(130 か所)｣とありますが､2 階・天井伏図では｢<電
気>天井点検口・450 角(52 か所)｣｢<機械>天井点検口・600 角(230 か所)｣と記載があります。130 か所
は、建築の天井点検口と解釈してよろしいでしょうか｡ご指示ください｡
(参考内訳 P116･G-043)
⇒宜しい。
ﾋﾟｯﾄ階平面図で､X7～X13 通り水槽が 4 か所ありますが､ﾏﾝﾎｰﾙが見当たりません｡各 1 か所ずつ見込ん
でおいてよろしいでしょうか｡ご指示ください｡<ﾀﾗｯﾌﾟも見込む>
(G-028)
⇒宜しい。
（マンホールは、断熱タイプとして下さい。
）
4 階平面図で､委員会室部分に｢排煙ﾎﾞｯｸｽ(ｱﾙﾐ製)｣がありますが､奥行き寸法が平面図では D1100 程度
ですが､矩計図 3 では D2900 程度ある様に見受けられます｡どちらが正でしょうか｡ご指示ください｡
(G-033･D-003)
⇒矩計図 3 を正とする。
地下 1 階床のｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄに関して、仕上表では駐車場が F-3(ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100)となっていますが、
地階床下地区分図では、駐車場以外がｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100 となっており食い違っています。駐車場が
F-3(ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100)と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。
(G-023、D-072)
⇒宜しい。
ﾛﾋﾞｰ 21､31､41 の床下地に関して､ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ及びﾘﾉﾘｳﾑの床下地が､仕上表と 2～4 階床下地区分図では
F7(OA ﾌﾛｱｰ)､F8(鋼製床組)の 2 種類となっております。上記部屋の床下地はすべて鋼製床組に読み替
えて宜しいでしょうか。また OA ﾌﾛｱｰが正の場合は床仕上をご指示ください。
(G-024､25､26､D-074､075､76)
⇒宜しい。
ﾛﾋﾞｰ 11 の総合ｻｰﾋﾞｽｶｳﾝﾀｰ前や軽食ｽﾍﾟｰｽ廻り､廊下11 に於いて､ﾀｲﾙ貼床下地にOA ﾌﾛｱｰの範囲がありま
すが､OA ﾌﾛｱｰの上に合板下地のﾀｲﾙを施すものと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(D-73)
⇒OA フロアを鋼製床へ変更する。
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【建具】
外部建具表 1･SW-12 において数量が 2 となっておりますが、1 階建具ｷｰﾌﾟﾗﾝでは 3 箇所となっており
ます。ｷｰﾌﾟﾗﾝを正とし 3 箇所と考えましがよろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-027、D-033)
⇒宜しい。
外部建具表 1･AW-5（16 箇所）において建具ｷｰﾌﾟﾗﾝで符号番号が見当たりませんでした。4 階建具ｷｰﾌﾟ
ﾗﾝの AW-3 が AW-5 のように思われます。4 階建具ｷｰﾌﾟﾗﾝの AW-3 を AW-5 と読み替えてよろしいでしょ
うか。ご指示ください。
(D-030、D-035)
⇒宜しい。
内部建具表 4･LSD-119:4 箇所、LSD-120:3 箇所において箇所数が 1 階建具ｷｰﾌﾟﾗﾝでは LSD-119:5 箇所、
LSD-120:2 箇所と相違しております。建具表を正とし、1 階建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ･水道料金系窓口の建具符号番
号、LSD-119 を LSD-120 と読み替えてよろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-039、D-027)
⇒宜しい。
内部建具表 6･LSD-204 において箇所数が 13 となっておりますが、2 階建具ｷｰﾌﾟﾗﾝでは 12 箇所となっ
ております。会議室 22 の建具符号番号、SD-212 を LSD-204 と読み替えてよろしいでしょうか。ご指
示ください。
(D-028、D-041)
⇒宜しい。
内部建具表 9･SD-411:1 箇所、内部建具表 10･LSD-406:4 箇所において箇所数が 4 階建具ｷｰﾌﾟﾗﾝでは
SD-411:2 箇所、LSD-406:3 箇所と相違しております。建具表を正とし、4 階建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ･会議室 43 の
建具符号番号、SD-411 を LSD-406 と読み替えてよろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-030、D-044)
⇒宜しい。
内部建具表 4･LSD-121 において数量が 3 となっておりますが、1 階建具ｷｰﾌﾟﾗﾝでは 2 箇所となってお
ります。ｷｰﾌﾟﾗﾝを正とし 2 箇所と考えましがよろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-027、D-038)
⇒宜しい。
4 階建具ｷｰﾌﾟﾗﾝの議会図書の SS-420 は横引のためｼｬｯﾀｰ BOX が必要かと思われますが、ｼｬｯﾀｰ BOX の記
載がありませんでした。ｼｬｯﾀｰ BOX の有無、詳細をご指示ください。
(D-030)
⇒議会事務室北側の四角のスペースをシャッターボックスとして下さい。
外部建具表 1･SW-7 において SW 詳細図 2 とで姿図が相違しております。外部建具表の姿図を正と考え
てよろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-033、D-125)
⇒宜しい。
外部建具表 1･SW-1、SW-2、SW-3、SW-4、SW-5、SW-6、SW-7、SW-12 において、衝突防止ﾏｰｸ(ｻｲﾝ工事)
の記載がありますがｻｲﾝﾘｽﾄ表と相違しております。衝突防止ﾏｰｸ(SUS、30φ)と読み替えてよろしいで
しょうか。また、SSD-2、SSD-3、AD-1 の衝突防止ﾏｰｸ(SUS、30φ)を衝突防止ﾏｰｸ(ｻｲﾝ工事)と読み替え
てよろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-033、D-081、D-088)
⇒宜しい。
内部建具表 1･SSD-001 において材質･仕上が St1.6、2-FUE 塗装となっております。ｽﾁｰﾙ製建具と考え
てよろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-036)
⇒宜しい。
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内部建具表 3･LSD-101 においてｶﾞﾗｽの記載がありますが、姿図では額無となっております。150 角の
ｶﾞﾗｽ入と考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-038)
⇒宜しい。
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄのｶﾞﾗｽの種類・厚さが不明でした。また平面詳細図と屋上平面図でｻｲｽﾞの相違があります。ｶﾞ
ﾗｽの種類･厚さ、ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ寸法、仕上の詳細ををご指示ください。
(D-128、G-035)
参考内訳 P165、P174 参照。
ACW、SCW に付く耐火ﾎﾞｰﾄﾞ・目隠しﾎﾞｰﾄﾞ、有孔ﾎﾞｰﾄﾞの仕上を EP 塗と考えましたがよろしいでしょう
か。ご指示ください。
(D-126、D-129)
⇒宜しい。
外部建具表 3･ACW-1、2、3 のｻｲｽﾞが建具表姿図、矩形図 4、ACW 詳細図とで相違しております。建具表
姿図を正と考えましたがよろしいでしょうか。また、耐火ﾎﾞｰﾄﾞの厚さも相違しておりましたので、ｔ
20 と考えましたがよろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-035、D-004、D-129、D-130)
⇒宜しい。
内部建具表 8･SSD-301 において材質仕上がｱﾙﾐ二次電解着色となっております。ｱﾙﾐ製建具と考えてよ
ろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-043)
⇒宜しい。
外部建具表 1･SW のｶﾞﾗｽにおいて SW 詳細図に記載されておりますｶﾞﾗｽの種類が相違しております。建
具表を正と考えましたがよろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-033、D-123、D-124)
⇒SW 詳細図を正として下さい。
外部建具表2･SCW のｶﾞﾗｽにおいてSCWの詳細図に記載されておりますｶﾞﾗｽの種類が相違しております。
建具表を正とし、耐火ﾎﾞｰﾄﾞ面をﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ(t10)と考えましたがよろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-034、D-126、D-127)
⇒宜しい。
外部建具表 3･ACW のｶﾞﾗｽにおいて建具表を正とし、ACW 詳細図より、有効ﾎﾞｰﾄﾞ･耐火ﾎﾞｰﾄﾞ面のｶﾞﾗｽを
ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ(ｔ10)と考えましたがよろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-035、D-129)
⇒宜しい。
外部建具表 3･AW-1、AW-2、AW-5 においてｶﾞﾗｽの詳細が不明でした。SL①の複層ｶﾞﾗｽと考えましたがよ
ろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-035)
⇒宜しい。
内部建具表 8･SS-313 において特定防火設備と思われますが、記載がありませんでした。特定防火設備
と考えましたがよろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-043)
⇒宜しい。
外部建具表･SW、SCW において仕上がﾌｯ素樹脂塗装となっておりますが、焼付塗装程度と考えましたが
よろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-033～D-034)
⇒フッ素樹脂焼付塗装として下さい
内部建具表 9･SD-401～404、内部建具表 11･SD-415 において扉に取り付く木ﾙｰﾊﾞｰは両面貼と考えまし
たがよろしいでしょうか。ご指示ください。
(D-044、D-046) ⇒宜しい。

質 問 ・ 回 答 事 項
186

187

188

外部建具表 1･SW-1～6､8､10､12～16 の仕上について､ST 溶融亜鉛めっきの上ﾌｯ素樹脂焼付塗装とあり
ますが､SW 詳細図(1)では目板及び上下枠を外部ｱﾙﾐ形材二次電界着色及び内部ｽﾁｰﾙﾌﾚｰﾑ錆止処理の上
SOP 塗装とあり記載が相違します。SW 詳細図(1)を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(D-033、D-123)
⇒宜しい。
外部建具表 1･SW-7､9 の仕上について､ST 溶融亜鉛めっきの上ﾌｯ素樹脂焼付塗装とありますが､SW 詳細
図(2)､(3)では枠､框等がｽﾁｰﾙの上ﾌｯ素樹脂焼付塗装及び内部ｽﾁｰﾙﾌﾚｰﾑ錆止処理の上 SOP 塗装とあり記
載が相違します。SW 詳細図(2)､(3)を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(D-033、D-124､125)
⇒宜しい。
外部建具表 2･SCW の仕上について､ST 溶融亜鉛めっきの上ﾌｯ素樹脂焼付塗装とありますが､SCW 詳細図
(1)､(2)では目板､枠等がｽﾁｰﾙの上ﾌｯ素樹脂焼付塗装及び内部ｽﾁｰﾙﾌﾚｰﾑ錆止処理の上 SOP 塗装とあり記
載が相違示す。SCW 詳細図(1)､(2)を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(D-035、D-126､127)
⇒宜しい。
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【外構】
外構計画図で車寄せからｷｬﾉﾋﾟｰ 1～5 間に横断歩道がありますが、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装部は W450 白線引き、舗
石舗装部分はﾋﾟﾝｺﾛ石の色違い W450 と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください
(L-001)
⇒宜しい。
排水工事で集水桝のｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋の耐荷重が特記ではＴ-14、参考内訳ではＴ-2 及びＴ-25 と食違ってお
ります。又、外構平面図及び集水桝ﾘｽﾄにも耐荷重の指示がありません。参考内訳を正とし、耐荷重は
車の侵入の無い職員駐輪場及び燃料貯油槽東側の 6 か所のみＴ-2 とし、その他は全てＴ-25 と考えて
宜しいでしょうか。ご指示ください。
(G-006､L-010､L-013､参考内訳 P231)
⇒宜しい。
雨水排水計画図で排気塔西側に排水溝(2 か所)及び排水桝(2 か所)の記載がありますが、凡例指示があ
りません。不要と考えて宜しいでしょうか。又、必要の場合、詳細をご指示ください。
(L-010)
⇒宜しい。
雨水排水計画図で凡例に VUφ250 の記載がありますが、伏図にありません。不要と考えて宜しいでし
ょうか。又、必要の場合、範囲をご指示ください。
(L-010)
⇒不要とする。
外構構造図(2/15)で集水桝に足掛金具の記載がありますが、H1200 以上から必要と考えて宜しいでし
ょうか。ご指示ください。
(L-013)
⇒宜しい。
植栽計画図に低木+野芝とありますが、低木の樹種、樹高等詳細が不明です。ご指示ください。
(L-011)
⇒サツキツツジ H300 程度
植栽基盤の整備有無及び方法が特記と参考内訳で食違っております。参考内訳を正とし、植栽基盤の
整備は全て有り、有効土層厚は全て 20cm(低木+野芝部分含む)、工法 C 種(植込み用土は現場発生土の
良質土)と考えて宜しいでしょうか。又、土壌改良材のﾊﾞｰｸ堆肥は植栽範囲全てに必要と考えて宣でし
ょうか。併せてご指示ください。
(G-006､参考内訳 P550)
⇒宜しい。
外構構造図(3/15)で庁舎北側階段及びｽﾛｰﾌﾟの仕上及び構造詳細が不明です。以下の様に考えて宜しい
でしょうか。ご指示ください。
⇒
<仕上>
ｽﾛｰﾌﾟ床、踊場床及び階段踏面蹴上：磁器質ﾀｲﾙ 150 角(参考内訳ﾖﾘ)
階段段鼻：磁器質ﾀｲﾙ 150 角(参考内訳ﾖﾘ) (垂無し)
(INAX アレス 150 角程度)
立上り及び壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放 A 種+撥水材塗布
<構造>
壁 t120、ﾀﾃﾖｺ D10@200 ｼﾝｸﾞﾙ、端部 D13
床 t160、ﾀﾃﾖｺ D10D13@200 ﾀﾞﾌﾞﾙ
階段 t150、通筋及びｲﾅｽﾞﾏ筋 D10@200、上部段筋 D13 の 1 本、下部断筋 D13 の 1 本
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外構構造図(6/15)でﾊﾞｲｸ駐輪場にｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ：SUS 75φとありますが、高さ等詳細が不明です。詳細
をご指示ください。
(L-017)
⇒内訳 P271 P272 ガードパイプに読み替える。
外構構造図(6/15)でﾊﾞｲｸ駐輪場に白線引きとありますが、W100 と考えて宜しいでしょうか。ご指示く
ださい
(L-017)
⇒宜しい。
外構構造図(12/15)で防火水槽の図面に寸法が違うものが二つありますが、集水ﾋﾟｯﾄ H505ｍの土被り
H1000 程度と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(L-023)
⇒宜しい。
外構構造図(14/15)で雨水貯留槽の放流施設の寸法が全体平面図と放流施設詳細図で食違っておりま
す。放流施設の深さを考慮し、全体平面図の寸法を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(L-025)
⇒宜しい。
車椅子駐車場ｷｬﾉﾋﾟｰの軒樋から壁柱付竪樋迄に呼樋 ｱﾙﾐ 50φ L2000 程度が必要と考えて宜しいでし
ょうか。ご指示ください。
(L-026)
⇒宜しい。
車寄せｷｬﾉﾋﾟｰの各部寸法が外構構造図(10/15)、外構付属棟面積算定表 2 のﾊﾞｽ停･車寄せ･車椅子駐車
場平面図及び構造図で食違っております。全て外構付属棟面積算定表 2 のﾊﾞｽ停･車寄せ･車椅子駐車場
平面図の寸法を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(L-021､028､S-077)
⇒宜しい。
車寄せｷｬﾉﾋﾟｰの竪樋の位置が不明です。RC 壁柱付で 5 箇所程度と考えて宜しいでしょうか。又、軒樋
から壁柱付竪樋迄に呼樋 ｱﾙﾐ 50φ L1950 程度が必要と考えて宜しいでしょうか。併せて、ご指示くだ
さい。
(L-028)
⇒宜しい。
車寄せｷｬﾉﾋﾟｰ構造図で車寄せｷｬﾉﾋﾟｰの地業厚が不明です。FG1 及び CS1 共に砕石 t60 捨てｺﾝ t60 程度
と考えて宜しいでしょうか。併せて、ご指示ください。
(S-077)
⇒宜しい。
工事区分表(通し番号 265)で太陽光ﾊﾟﾈﾙ取付金物が建築工事とありますが、外構構造図(10/15)ﾊﾆｶﾑ庇
詳細図の太陽光ﾊﾟﾈﾙ受け部材の詳細図からは取付箇所数が不明です。ﾋﾟｯﾁ等範囲をご指示ください。
(L-021)
⇒E-144 図、パネル配置図より適宜判断の事。
外構構造図(10/15)ﾊﾆｶﾑ庇詳細図で、躯体ｱﾝｶｰ部に無収縮ﾓﾙﾀﾙ t30、140×180 程度が必要と考えて宜し
いでしょうか。ご指示ください。
(L-021)
⇒宜しい。
発電設備 地階～3 階配管図の地下 1 階燃料配管ﾙｰﾄ図で配管ﾄﾚﾝﾁ 600W×500H 及び U 字溝 450 が建築工
事とありますが、本体及び蓋の仕様詳細が不明です。参考内訳より配管ﾄﾚﾝﾁ 600W×500H を U-500A 車
道用蓋共、U 字溝 450 は表記通り U 字溝 450 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(E-065､参考内訳 P235)
⇒宜しい。外部よりの水浸入防止に配慮の事。
（取手部の金物取り付け等）
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外構計画図で敷地南側に車止め(2 か所)がありますが、詳細が不明です。参考内訳にある、SUS HL φ
114.3 t2.0 H700 上下式 ﾁｪｰﾝ内蔵ﾀｲﾌﾟと端部用各 1 か所と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(L-001､参考内訳 P235)
⇒宜しい。
特記仕様書(6)､6.工作物工事に砂利敷きが適用となっておりますが、範囲が外構計画図からは読み取
れません。砂利敷きは不要と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。
(G-006､L-001)
⇒不要とする
特記仕様書(6)､6.工作物工事に敷地境界石標が適用となっておりますが、設置位置が不明です。不要
と考えて宜しいでしょうか。又、必要の場合、箇所数等詳細をご指示ください。
(G-006､L-001)
⇒不要とする
外構の付帯施設の躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ強度及びｽﾗﾝﾌﾟ値が不明です。車寄せｷｬﾉﾋﾟｰ・車いす駐車場・ｷｬﾉﾋﾟｰ 1～
5・職員及び来庁者駐輪場は Fc24S18 程度、他特記無き限り Fc21S18 程度と考えて宜しいでしょうか。
又、全て構造体強度補整は不要と考えて宜しいでしょうか。併せて、ご指示ください。
(S-077､S-078､S-079)
⇒車寄せｷｬﾉﾋﾟｰ・車いす駐車場・ｷｬﾉﾋﾟｰ 1～5・職員及び来庁者駐輪場は Fc24S18
他特記無き限り Fc21S18
又、全て構造体強度補整は必要とお考え下さい。
外構計画図で東側にある衛星ｱﾝﾃﾅ基礎が参考内訳の建築工事に計上されておりますが、建築工事と考
えて宜しいでしょうか。又、建築工事の場合、詳細が不明です。以下の様に考えて宜しいでしょうか。
寸法 1300×1300×H800 程度
地業 砕石 t60 捨てｺﾝ t50
配筋 D13@200 程度
躯体天端＝地盤ﾚﾍﾞﾙ
(L-001)
⇒宜しい。
【機械設備】
M-020～M-022 空気調和設備 ﾀﾞｸﾄ平面図にて、FD(UF)の凡例が示す内容を御指示下さい。
⇒UF とはｱﾝﾀﾞｰﾌﾛｱの略を表し、FD(UF)とはｱﾝﾀﾞｰﾌﾛｱｰ内設置の防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰの意味を示します。
【共通】
別途杭工事にて発生した杭残土について、本工事で埋め戻しに使用する部分が御座いませんので杭残
土の処分含めて別途工事範囲とし、杭工事後の乗り込み時点では杭残土は全て無いと考えて宜しいで
しょうか。(S-011)
⇒杭残土は、既存防火水槽撤去、既存非常用貯水槽撤去、山留周り埋め戻し土に利用して下さい。
別途杭工事は 2014 年 10 月頃までかかると考えて宜しいでしょうか。
杭工事後の本工事乗り込み可能時期を御指示下さい。(S-11)
⇒杭工事は 10 月頃までと想定しています。本体工事乗り込みは、杭と同時並行して進めるものとし、
8 月の着工 10 月中頃の工事開始を想定しています。
公告文 14 入札の執行について、入札執行回数の規定はありますでしょうか。御指示下さい。
→「須賀川市工事等請負契約に係る入札の執行及び結果公表等に関する要領」第３条に基づき、原則
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として３回までとします。
本工事は工期が 1 年以上ありますが、スライド条項は適用対象となりますでしょうか。
→「須賀川市工事請負契約約款」第２５条に基づき適用対象となります。
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