
 
 
 
〔様式第１３号〕 

〔特例政令適用一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 
 
工事名 （仮称）動物公園駅Ｐ＆Ｒ駐車場新築工事            
 

整理番号 １２０５１０２５９ 
質  問  事  項 回     答 

(構造)共通  
１）現況地盤ﾚﾍﾞﾙが不明です。土工事の根切

開始ﾚﾍﾞﾙは GL±0 と考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。 

現況地盤レベルは標高 150.90 になります。

また，根切開始レベルは，GL±０となりま

す。 
２）特記仕様書１より、建設発生土処理が構

内指示の場所に運搬と構外に搬出のどちら

も適用となっていますが、全て構外に搬出す

ると考えて宜しいでしょうか。御指示下さ

い。 

埋戻しに必要な土は構内仮置きとし，それ以

外については構外処分とします。 

３）捨てｺﾝｸﾘｰﾄの強度について、特記仕様書

2 では Fc=18 S-15 ですが、構造設計標準仕

様では Fc=15N S-15 と相違しています。

Fc=18 S-15 を正と考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。 

Fc=18，S－15 を正とします。 

４）鉄筋の材種について、特記仕様書 1 では

D19 以上は SD390 ですが、構造設計標準仕

様では D19～D25 が SD345、D29 以上が

SD390 と相違しています。構造設計標準仕

様を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下

さい。 

構造設計標準仕様を正とします。 

５）ｺﾝｸﾘｰﾄ強度について、ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ立上りｺ

ﾝｸﾘｰﾄは Fc=21N S-15 と考えて宜しいでし

ょうか。御指示下さい。 

宜しいです。  
 

６）嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄの強度が不明です。Fc=18 
S-15 と考えて宜しいでしょうか。御指示下

さい。 

宜しいです。 

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。 



 
 
 
〔様式第１３号〕 

整理番号 １２０５１０２５９ 
質  問  事  項 回     答 

（構造）駐車場  
７）土間ｺﾝｸﾘｰﾄ下の砕石厚について、屋内避

難階段 B 詳細図では t150 ですが、土間ｺﾝｸﾘ

ｰﾄ要領では t100 と相違しています。t100 を

正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ

い。 

ｔ100 を正とします。 

８）ｺﾝｸﾘｰﾄ強度について、1 階の腰壁、柱根

巻等の立上りｺﾝｸﾘｰﾄは Fc=30N S-18 と考え

て宜しいでしょうか。御指示下さい。 

宜しいです。 

９）基礎梁ﾘｽﾄ及び大梁ﾘｽﾄより、腹筋に D19
～D25 を使用していますが継手は重ね継手

と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

宜しいです。 

１０）杭ｺﾝｸﾘｰﾄ強度について、構造設計標準

仕様では Fc=30,33N が適用となっています

が、杭ﾘｽﾄには Fc=33N のみの適用となって

います。P1～P13 は Fc=30N を適用とする

と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

P1 ～ P13 まではアースドリル工法で

Fc=30N を適用し，P21～P25 はオールケー

シング工法で Fc=33N を適用します。 

１１）杭伏図より、特記なき限り杭頭ﾚﾍﾞﾙ

GL-3550 と記載がありますが、軸組図及び

基礎ﾘｽﾄでは基礎底 GL-3450（杭頭ﾚﾍﾞﾙ

GL=3350）と相違しています。杭伏図を正

と考え、基礎底は GL-3650(GL-3550-100)
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

杭伏図を正とし，基礎底は GL－3,650（増

し打ち 100）とします。 

１２）RC 柱ﾘｽﾄより、仕口部ﾌｰﾌﾟが不明で

す。全て□-D13@100 と考えて宜しいでしょ

うか。御指示下さい。 

宜しいです。 

１３）RC 小梁ﾘｽﾄより、B9 の腹筋本数が図

では 2 本、表では 4 本と相違しています。表

の 4 本を正と考えて宜しいでしょうか。御指

示下さい。 
 
 
 
 

４本を正とします。 



 
 
 
〔様式第１３号〕 

整理番号 １２０５１０２５９ 
質  問  事  項 回     答 

１４）FCS40 の長辺方向配筋について、ｽﾗﾌﾞ

ﾘｽﾄでは D13@200 ですが Y0-Y1 間 RC 階段

詳細図では D16@200 と相違しています。ｽﾗ

ﾌﾞﾘｽﾄを正と考えて宜しいでしょうか。御指

示下さい。 

スラブリストを正とします。 

１５）S18 の短辺方向下端筋について、ｽﾗﾌﾞ

ﾘｽﾄでは D10･13@200 ですが Y1A 通り架構

詳細図では D13@200 と相違しています。ｽﾗ

ﾌﾞﾘｽﾄを正と考えて宜しいでしょうか。御指

示下さい。 

スラブリストを正とします。 

１６）FS85 の短辺方向配筋について、ｽﾗﾌﾞ

ﾘｽﾄでは D25@150 ですが Y1A 通り架構詳細

図では D25@100 と相違しています。ｽﾗﾌﾞﾘｽ

ﾄを正と考えて宜しいでしょうか。御指示下

さい。 

スラブリストを正とします。 

１７）Y1A 通り架構詳細図より、B1,B2,B10
の主筋径は D22 と記載がありますが、小梁

ﾘｽﾄでは D25 と相違しています。小梁ﾘｽﾄを

正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ

い。 

小梁リストを正とします。 
 

１８）5 階梁伏図より、X5-8 通り間に S15
の記載がありますが、ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ t1.2 を使用

すると考えて宜しいでしょうか。御指示下さ

い。 

図面番号 S－06 の合成スラブ認定デッキ設

計・施工標準図に記載のとおり，板厚 1.2 と

します。 

１９）Y0 軸組図より、X8-9 通り間に W30
の記載がありますがﾘｽﾄが不明です。W25 の

ﾘｽﾄに倣うと考えて宜しいでしょうか。御指

示下さい。 

宜しいです。 

２０）人通孔補強は既製品(ﾘﾝｸﾞ型)と考えて

宜しいでしょうか。在来補強の場合は配筋要

領を併せて御指示下さい。 
 
 
 

図面番号 A－01 特記仕様書１の梁貫通孔の

補強に記載しているとおり，既製品（認定品）

とします。 



 
 
 
〔様式第１３号〕 

整理番号 １２０５１０２５９ 
質  問  事  項 回     答 

２１）鉄骨部材ﾘｽﾄより、小梁にｽﾀｯﾄﾞの記載

がありますが高さが不明です。H=120 と考

えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

宜しいです。 

２２）鉄骨部材ﾘｽﾄより、小梁にｽﾀｯﾄﾞの記載

がありますが、大梁等にｽﾀｯﾄﾞは不要と考え

て宜しいでしょうか。必要な場合は径、ﾋﾟｯ

ﾁなど詳細を併せて御指示下さい。 

大梁等にもスタッドを必要とし，サイズは 2
－φ22－@300，H=120 とします。 

２３）地下 2 階平面図より、Y0+400 まで躯

体の記載がありますが、B1 階梁伏図には記

載がありません。FS25 及び FEW45A(X7A
通り)、FEW75A(X9 通り)が必要と考えて宜

しいでしょうか。御指示下さい。 

図面番号 A－10 を正とし，床版（天井）は

FS25，X7A 通りの壁は FEW45A，X9 通り

の壁は FEW75A を Y0+400 まで延長するも

のとします。 

(構造)キャノピー  
２４）基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄの強度は Fc=30N S-18
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

Fc=30N Ｓ－15 とします。 

(構造)2 階連絡通路  
２５）基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄの強度は Fc=21N S-18
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

Fc=21N Ｓ－15 とします。 

(構造)3 階連絡通路  
２６）基礎部ｺﾝｸﾘｰﾄの強度は Fc=21N S-18
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 

Fc=21N Ｓ－15 とします。 

２７）場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 P31 について、工

法はｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法と考えて宜しいでしょう

か。御指示下さい。 

宜しいです。 

２８）場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭 P31 について、ｺﾝｸ

ﾘｰﾄ強度は Fc=27N S-18 と考えて宜しいで

しょうか。又、主筋及びﾌｰﾌﾟのみ記載があり

ますが、補強ﾘﾝｸﾞ、ｽﾍﾟｰｻｰ等は駐車場の杭配

筋図に倣うと考えて宜しいでしょうか。併せ

て御指示下さい。 
 
 
 
 

Fc=30N Ｓ－18 とします。 
また，補強リング・スペーサー等は駐車場の

杭配筋図に準ずるものとします。 



 
 
 
〔様式第１３号〕 

整理番号 １２０５１０２５９ 
質  問  事  項 回     答 

(外部)駐車場  
２９）特記仕様書 29 章 防水工事 06.特殊防

水において、範囲が地下外壁と記載がありま

すが、地中埋設となる B1 階屋根部分にも施

工が必要と考えて宜しいでしょうか。又、特

殊防水の工法は外壁:先遣工法 屋根:後遣工

法と考えて宜しいでしょうか。併せて御指示

下さい。 

宜しいです。 
 
 
 
宜しいです。 
 

３０）外壁 押出成型ｾﾒﾝﾄ板において、仕上

表では全て横貼と記載がありますが、階段詳

細図では、横貼用の間柱が記載されていませ

ん。駐車場 手摺壁部分は詳細図より取付用

ｱﾝｸﾞﾙが@2000 で設置されていますので、横

貼と思われますが、それ以外の外壁は仕上表

通り、横貼で間違い御座いませんでしょう

か。御指示下さい。 

取付用ｱﾝｸﾞﾙ@2,000 設置の上，全て横張にな

ります。 

３１）外壁 ACL 及び押出成型ｾﾒﾝﾄ板におい

て、ｺｰﾅｰ部分の納まりは突付納め(ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ
無し)と考えて宜しいでしょうか。御指示下

さい。 

コーナー部分は，役物設置となります。 

３２）屋上庭園において、ﾍﾞﾝﾁ H=400 と記

載がありますが、仕様･詳細が不明です。御

指示下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廃材複合デッキ材 30×145（廃木材チップ等

利用）で座面高さ H=400，座面 D=500 とし

ます。 



 
 
 
〔様式第１３号〕 

整理番号 １２０５１０２５９ 
質  問  事  項 回     答 

３３）屋外 見掛り鉄骨部分の仕上において、

仕上が下記の様に相違しています。仕上表特

記、矩計図を正とし、溶融亜鉛ﾒｯｷのままと

考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 
□仕上表特記事項、矩計図…溶融亜鉛ﾒｯｷの

まま 
□部分詳細図(1)…ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 

仕上げ表・特記仕様書・矩形図を正とし，溶

融亜鉛メッキとします。 

３４）竪樋において、仕様が下記の様に相違

しています。外部仕上表を正とし、SGP 管

φ100 と考えて宜しいでしょうか。 
□仕上表…SGP 管 φ100 
□部分詳細図…VP 管 φ75 、100 
部分詳細図を正とする場合は、φ75 と 100
の使分けが不明です。使分けを併せて御指示

下さい。 

外部仕上表を正とし，SGP 管φ100（塗装）

とします。 

３５）X8 Y1 通り南･西面において、ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞ

ｰが 2～5 階部分まで全面に設置されていま

すが、手摺壁が無い部分に下地鉄骨が必要と

思われます。下地鉄骨の詳細を御指示下さ

い。 

竪胴縁□－100＊100＊2.3＠2000 
横胴縁［－100＊50＊3.2＠1000 とし， 
共に溶融亜鉛メッキとします。 

３６）外壁ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰにおいて、立面図では縦

型か横型かの判断が困難です。全て横型ﾙｰﾊﾞ

ｰと考えて宜しいでしょうか。 

宜しいです。 

３７）部分詳細図(2)排水溝詳細図において、

4 階 X6 通りの範囲に設置する様に記載され

ていますが、平面図には記載がありません。

不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合

は、範囲を御指示下さい。 

宜しいです。 

３８）部分詳細図(2)R 階ｽﾛｰﾌﾟ詳細図におい

て、H1200 のｺﾝｸﾘｰﾄ手摺壁が記載されてい

ますが、範囲及び仕上は下記の様に考えて宜

しいでしょうか。御指示下さい。 
□範囲･･･X6-5300 通り ｽﾛｰﾌﾟ～Y1 迄 
□仕上･･･複層塗材 RE(天端共) 

宜しいです。 



 
 
 
〔様式第１３号〕 

整理番号 １２０５１０２５９ 
質  問  事  項 回     答 

３９）屋上ｶﾞﾗｽ手摺において、範囲は立面図

より屋上庭園南側の X-5300～風除室までの

範囲と考えて宜しいでしょうか。御指示下さ

い。 

宜しいです。 

４０）屋上緑化において、平面図と自動灌水

ｼｽﾃﾑ図で範囲が相違しています。平面図の緑

化範囲を正と考えて宜しいでしょうか。御指

示下さい。 

図面番号 A－４８の自動灌水システム図を

正とします。 

４１）合築階段 地上部 篏殺しｶﾞﾗｽｽｸﾘｰﾝに

おいて、上･枠二辺支持と記載がありますが、

枠の仕様･詳細が不明です。又、EV ｼｬﾌﾄと

接する部分及び、出入口部分の枠の仕様･詳

細を併せて御指示下さい。 

受材 St－L－50＊50＊4.0 
上下枠 SUS－[－50＊40＊3.0 とします。 

また，出入口枠・EV 取合枠も同様とします。 
 

４２）合築階段 地上部 篏殺しｶﾞﾗｽｽｸﾘｰﾝに

おいて、ｶﾞﾗｽの割付が不明です。御指示下さ

い。 

＠1600 とします。 

４３）2～4 階 駐車場内 ALC 及び押出成型

ｾﾒﾝﾄ板において、雑詳細図(4)休憩室外壁

ALC 詳細図に記載されているｺﾝｸﾘｰﾄ立上り

W100*H300 が必要と考えて宜しいでしょ

うか。又、駐車場内防火区画 ALC の仕上は

両面共に複層塗材 RE と考えて宜しいでし

ょうか。併せて御指示下さい。 

宜しいです。 
 
両面共に複層塗材 RE とします。 

４４）車路ｽﾛｰﾌﾟにおいて、壁際に二重線の

記載が見受けられますが、PC 既製品

100*100*600 の縁石と考えて宜しいでしょ

うか。御指示下さい。 

壁際の二重線は，床面滑り止めの O リング

仕上げの範囲を表示したものであり，縁石の

設置は不要です。 

４５）ｻｲﾝ詳細図 16.17.車いす使用者用駐車

標識において、仕様が不明です。御指示下さ

い。 
 
 
 
 

基礎：RC ブロック 200＊200＊200 
支柱：St□－100＊100＊2.3 

（錆止め＋SOP 塗装） 
表示部：SUS－PL－1.6 曲げ加工の上に車イ

スシンボルマーク等のシート張付けとしま

す。 



 
 
 
〔様式第１３号〕 

整理番号 １２０５１０２５９ 
質  問  事  項 回     答 

４６）下記の参考ﾒｰｶｰ･品番等が御座いまし

たら御指示下さい。 
□屋上緑化 植栽廻り立上り…磁器質ﾀｲﾙ 
□合築階段屋根･･･ｱﾙﾐﾊﾆｶﾑﾊﾟﾈﾙ t60 
□階段屋根･･･ｱﾙﾐ笠木 W250 
□5 階ﾄｲﾚ屋根･･･ｱﾙﾐ笠木 W610 
□ﾊﾞｽﾌﾟｰﾙ軒天･･･ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ 
□駐車場･･･EXP.J ｶﾊﾞｰ 
□南面外壁･･･壁面緑化ｼｽﾃﾑ 
□屋上庭園･･･緑化ｼｽﾃﾑ 
□駐車場･･･車止ﾌﾞﾛｯｸ 
□駐車場･･･ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ 
□駐車場･･･ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ 
□駐車場･･･ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 
□R 階屋上庭園･･･廃材複合ﾃﾞｯｷ材 

仕様については中程度の品質とします。な

お，使用メーカーや品番等については契約後

に材料承認等の協議を行い決定します。 

(内部)駐車場  
４７）内部 鉄骨柱･梁において、仕上表に鉄

骨は全て溶融亜鉛ﾒｯｷのままと記載がありま

すが、露出部分も含め、全て溶融亜鉛ﾒｯｷの

ままと考えて宜しいでしょうか。又、塗装仕

上が必要な場所が御座いましたら、塗装仕様

と併せて御指示下さい。 

宜しいです。 

４８）EV ｼｬﾌﾄにおいて、昇降機平面図に立

柱受材の記載がありますが、使用部材が不明

です。御指示下さい。 

Ｈ－250×250×9×14 とします。 

４９）2 階管理人室内倉庫において、展開図

にｽﾁｰﾙﾗｯｸの記載がありますが、詳細が不明

です。御指示下さい。 

スチールラックL1200＊D600＊H2100を２

台とします。 

５０）地下 2 階附室において、仕上表特記事

項欄にｽﾃﾝﾚｽﾀﾞｸﾄにより、単独排煙を確保す

る。と記載がありますが、建築工事として必

要な場合には詳細を御指示下さい。 
 
 

ステンレスダクトは不要とします。 
 



 
 
 
〔様式第１３号〕 

 整理番号 １２０５１０２５９ 
質  問  事  項 回     答 

５１）耐火被覆 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付において、１階

を除く耐火被覆施工範囲は、矩計図より２階

休憩室等室内側大梁及び柱のみと考えて宜

しいでしょうか。ご指示下さい。 
下記の参考ﾒｰｶｰ･品番等が御座いましたら御

指示下さい。 

１階のみロックウール t45 吹付けとします。 
２階以上は不要です。 
 
 

５２）耐火被覆において、特記仕様書に１時

間及び２時間耐火の記載がありますが、地上

１階迄を２時間耐火、それ以上を１時間耐火

と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。 

宜しいです。 

５３）耐火被覆ﾛｯｸｳｰﾙ吹付において、仕様が

不明です。半湿式と考えて宜しいでしょう

か。ご指示下さい。 

宜しいです。 

５４）下記の項目において、参考ﾒｰｶｰ及び品

番が御座いましたら、ご指示下さい。 
□2 階休憩室 長押･･･ｽﾌﾟﾙｽ L2500 H90 
□避難階段･合築階段･･･階段滑り止めｽﾃﾝﾚｽ 
W35 ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ入 
※又、ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ役物ｽﾃﾝﾚｽを見込んで宜しい

でしょうか。 
□2 階休憩室 床･･･ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ t6.5 500 角 
□2 階男女ﾄｲﾚ等床･･･ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t2.0 高耐

磨耗性 
□2 階管理室等床下地･･･発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ床 
□2 階男女ﾄｲﾚ等壁･･･ﾒﾗﾐﾝ化粧板 t3.0 
□地下 2 階設備室･･･ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ t50 
□避難階段･合築階段･･･壁付手摺 蓄光樹

脂 φ38 
□2 階ひろびろﾄｲﾚ･･･介護ﾍﾞｯﾄ 
□2 階ひろびろﾄｲﾚ･･･ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ 
□2階休憩室 ﾛｯｶｰ･･･ｽﾁｰﾙ製 W900×H1790 
4 連 
□5 階風除室等床･･･廃材複合ﾃﾞｯｷ材 30×
145 

仕様については中程度の品質とします。な

お，使用メーカーや品番等については契約後

に材料承認等の協議を行い決定します。 



 
 
 
〔様式第１３号〕 

 
 整理番号 １２０５１０２５９ 

質  問  事  項 回     答 
５５）合築階段 1 階円柱において、耐火被覆

の仕様が不明です。必要とし、耐火塗料と考

えて宜しいでしょうか。又、耐火塗料の参考

ﾒｰｶｰ及び品番等御座いましたら併せてご指

示下さい。 

宜しいです。 
SK タイカコート同等とします。 

（建具）駐車場  
５６）ｱﾙﾐ製建具において、表面処理が建具

表で HL となっておりますが、ｱﾙﾐ建具の為、

特記仕様書3建具工事より判断してB-1種と

考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。 

B－１種とします。 

５７）ﾄｲﾚﾌﾞｰｽにおいて、頭繫・巾木・ｴｯｼﾞ

の仕様が不明です。頭繫:ｽﾃﾝﾚｽ HL、巾木:ｽﾃ
ﾝﾚｽ HL H60、ｴｯｼﾞ:ｱﾙﾐと考えて宜しいでし

ょうか。ご指示下さい。 

宜しいです。 

その他  
５８）総合評価の評価項目である「企業の評

価（簡易な施工計画書）」の作成にあたり、

様式―Ⅱ（「簡易な施工計画書」）「施工特に

上配慮が必要とされる条件や課題」細目「工

程計画」において求められている「関連工事

を含めた全体の工程管理」について設計図書

等では関連工事の概略及び工程が読み取れ

ないため下記関連工事の概略及び工程表等、

資料をご提示ください。 
・地下鉄東西線工事 
・（仮称）動物公園１・号連絡橋工事 
・P&R 駐車場電気・機械設備工事 
・その他する関連工事 

地下鉄工事（工事件名：仙台東西線，動物公

園駅他）の工期は，平成 20 年 3 月 19 日～

平成 25 年 4 月 24 日になります。 
（仮称）動物公園１・２号連絡橋工事の工期

は，平成 24 年 7 月 24 日～平成 25 年 3 月

19 日になります。 
今後契約予定の P&R 駐車場電気設備・機械

設備工事は，平成 26 年 10 月 31 日までの工

期になります。 

 
 


