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〔制限付き一般競争入札〕 

質 疑 応 答 書 

 

工事名      仙台市役所上杉分庁舎災害復旧改築工事       
 

整理番号 １３０５１０３５７ 

質  問  事  項 回     答 

１．工期延長の協議は可能でしょうか。 設計図書に記載の工期とします。 

  

２．起工式.上棟式は行わないと解釈して宜 市としては行う予定はございません。 

しいでしょうか｡行う場合は起工式に参加す  

る人数を指示ください｡  

  

３．近隣家屋調査は不要で宜しいでしょう 不要です。 

か。  

  

４．根伐発生土の土壌汚染調査は､調査済み 土壌汚染調査は済んでいますので，場外処 

で場外処分可能な土と解釈して宜しいで 分が可能です。 

しょうか｡また、調査が必要な場合は土壌汚  

染調査は､別途と解釈して宜しいでしょう  

か｡  

  

５．A-01 発生材処理について特記仕様書記 受入施設名は指定です。変更する場合は， 

載の受入施設名は参考名と考えて宜しいで 契約後別途協議によるものとします。 

しょうか。  

  

６．A-01,K 図 交通誘導員については工事 工事期間中，常駐として計上しておりますの 

完了時に人員の報告書を提出し，費用につい で，清算は考えておりません。 

ては実数清算して頂けるものと解釈して宜  

しいでしょうか。  

  

  

  

  

 



 
 
 
 

  2/5 

整理番号 １３０５１０３５８ 

質  問  事  項 回     答 

７．A-01 埋戻し土について特記仕様書では 場内仮置きで計上しておりますが，受注者側 

B 種となっておりますが，取り置きが難しい 作成の仮設計画を確認のうえ，契約後別途協 

ように思われます。A種とした場合は変更の 議とします。 

対象と解釈して宜しいでしょうか。  

  

８．内装仕上げ材料については全て一般普及 公共建築工事標準仕様書（平成 22 年版） 

品で宜しいでしょうか。特に指定，参考 １章４節材料のとおりとします。 

ﾒｰｶｰ，仕様の程度が有りましたら指示願いま  

す。  

  

９．A-017 壁符号 W-11 押出成形ｾﾒﾝﾄ板の A-018 仕上表２のゴミ仮置場，駐輪場に該当 

該当箇所が不明です。該当なしで宜しいで 箇所があります。駐輪場については A-046 

しょうか。 １階平面詳細図１に該当箇所が記載してあ 

 ります。（X-8 通りと Y-7 通り。） 

10．A-078 12 階 13階建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ PS，EPS PS の建具を SD-19，EPS の建具を LSD-13 と 

建具に符号が有りませんが 11階ｷｰﾌﾟﾗﾝ同様 し，建具表の数量通りとします。 

に SD-19 と LSD-13 と解釈して宜しいで  

しょうか。  

  

11．A-074 5 階建具ｷｰﾌﾟﾗﾝに LSD-10（多目  該当無しとします。 

的ﾄｲﾚ）の記載が有りますが，該当無しで宜  

しいでしょうか。  

  

12．A-108 ｻｲﾝ 1，ｻｲﾝ 4-1，ｻｲﾝ 4-2，ｻｲﾝ 5  別添追加図面１の通りとします。 

の配筋要領，ｺﾝｸﾘｰﾄ強度が不明です。  
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整理番号 １３０５１０３５８ 

質  問  事  項 回     答 

13．ｻｲﾝｷｰﾌﾟﾗﾝとｻｲﾝ詳細図の数量が違いま A-105 において、6階,9 階,12階は同一キー 

す。11.13 ヶ所→9ヶ所，14.29 ヶ所→21 ヶ プランとなっており，同様に 7階,10階,13 

所，15.16 ヶ所→12 ヶ所，16.15ヶ所→11ヶ 階も同一キープランとなっております。 

所，20.13 ヶ所→9ヶ所，21.62 ヶ所→42 ヶ 同一キープランの数量を合計しますと， 

所，22.7 ヶ所→45 ヶ所，23.15 ヶ所→9ヶ所， A-108,109 サイン詳細図と数量の相違は 

24.12 ヶ所→8ヶ所，25.13 ヶ所→9ヶ所， ありません。 

26.51 ヶ所→39 ヶ所，27.100 ヶ所→72ヶ所  

で宜しいでしょうか。  

  

14．外壁押出ｾﾒﾝﾄ板の開口の大きさ，数量が 建具開口寸法及び数量は立面図，建具表等 

不明です。 から確認して下さい。 

  

15．A-133 ｶｰﾘﾌﾄの竪穴区画に伴う出入口遮 避難階とその直下階のみに通じる 2層吹き 

煙対応について記載が有りませんが不用で 抜けで、内装不燃のため遮煙を必要とする 

宜しいでしょうか。 竪穴区画には該当しません。 

  

16． ALC 板の開口の大きさ，数量が不明で 建具開口寸法及び数量は建具表，ｶｰﾘﾌﾄ詳細 

す。 図等から確認して下さい。 

  

17．既存躯体撤去(GL-900 部分）に伴い，隣 宜しいです。 

の建物の基礎根入れ深さが不明ですが簡易  

山留め程度(単管ﾊﾟｲﾌﾟ+ﾍﾞﾆﾔ)で影響は無い  

ものと考えて宜しいでしょうか。  

  

18．S-1 鉄骨の錆止めは工場 2階塗り+現場 設計図書の通り，工場１回，現場１回と 

ﾀｯﾁｱｯﾌﾟとして宜しいでしょうか。 します。 

  

19．A-02 錆止塗料について JIS-K-5674 工 設計図書の通りとします。 

場 1回 現場 1回となっております｡しかし､ また，錆止め塗装回数は No.18 の回答と同 

JIS-K-5674はﾛｯｸｳｰﾙが付着致しません｡ ﾛｯｸ 様とします。 

ｳｰﾙ部の塗装は無塗装と考えて宜しいで 尚，錆止め塗装等の仕様変更が必要な場合 

しょうか。また､外周面の現場 1回分の塗装 は，契約後別途協議といたします。 

は､工場 2回塗りで宜しいでしょうか。  
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整理番号 １３０５１０３５８ 

質  問  事  項 回     答 

20．S-31･36 にﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ SN400C とありますが､ S-31 本体鉄骨は SN490C とし、S-36 ギャラリ 

市中流通しておりません｡ SN490C と考えて ー鉄骨は SS400 とします。 

宜しいでしょうか。  

  

21．S-39 通しﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ SN490C(40mm 超は 建築構造用 TMCP 鋼材とします。 

HBL325C)とあります｡ HBL325Cは JFE ｽﾁｰﾙ㈱  

の商品名であり､建築構造用 TMCP 鋼材と考  

えて宜しいでしょうか。  

  

22．溶融亜鉛ﾒｯｷ部の HTB 摩擦面処理の方法 公共建築工事標準仕様書（平成２２年版） 

の記載がありませんが､F8T のすべり係数 7.12.4(a)(1)の通りとします。 

試験を行った上､摩擦面をﾘﾝ酸処理として宜 (a)(2)に変更する場合は，監督員の承諾を 

しいでしょうか。 得たうえで施工するものとします。 

  

22．軽量鋼 C 型鋼はｶﾗｰ品(JIS-K5621 相当)  設計図書の通り，現場塗装とします。 

を使用して宜しいでしょうか。 尚，仕様変更については，契約後別途協議 

 とします。 

23．各鋼材は電炉製品で宜しいでしょうか。 梁,柱の主架構は，高炉製品とします。 

  

24．S-34 SRC部分人通口以外の梁貫通ｽﾘｰﾌﾞ S-03b 配筋標準図 11 H-7 タイプによる補強 

補強の仕様が不明です。 と S-05 鉄骨構造標準図(10)梁貫通補強によ 

 るものとします。 

25．S-34 S 造部分の梁貫通ｽﾘｰﾌﾞ補強の仕 S-05 鉄骨構造標準図(10)梁貫通補強の通り 

様が不明です。 とします。 

  

26．S-30 参考数量に板厚が 5 ｻｲｽﾞ有ります 別添追加図面２の通りとします。 

が設計図書に仕様が有りません。ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ 尚，フラットデッキの板厚さについては，メ 

の板厚，使用部位の指示をお願いします。 ーカーの仕様等を確認のうえ，監督員の承諾 

 を得てから使用するものとします。 

27．HTB の軸力検査は鉄骨工事を通して 1回 使用する HTB のメーカーごとに１回実施す 

で宜しいでしょうか。 るものとします。 
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整理番号 １３０５１０３５８ 

質  問  事  項 回     答 

28．S-01 ｺﾝｸﾘｰﾄ強度の算出方法について新 宜しいです。 

JASS 5(2009 年版)(設計基準強度+28S91)を  

採用で宜しいでしょうか。  

  

29．K 図 仮設計画図(仮囲い，構台，山留め， 指定仮設です。 

既存躯体補強，ｸﾚｰﾝ，掘削重機など)は指定 [山留め]A 工区：160日，B工区：80 日， 

仮設でしょうか。指定仮設の場合は設置期間 B 工区拡幅後：１段目 130日，２段目 100日 

を指示願います。 [構台]A:160 日，B:80 日，C：30 日，D:80日 

 [仮囲い]東西盛替え後：15 ヶ月，西面盛替 

 え後：9ヶ月 

 [揚重機]定置式ｸﾚｰﾝ：5 ヶ月，解体用ｸﾚｰﾝ① 

 2 ヶ月，解体用ｸﾚｰﾝ②：1ヶ月，工事用高速 

 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ：5ヶ月，ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ：1 ヶ月 

  

30．K 図 参考数量，仮設図にﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ工 指定仮設です。 

法 3 ヶ所の計上が有りますが，指定仮設で ディープウェルの仕様は以下の通りです。 

しょうか。指定仮設の場合は設置期間を指示 井戸径φ400 深度 12ｍ 3 本 

願います。また、その場合ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ設置計 ポンプ口径φ80 動力 5.5KW 3 台 

画の詳細について有りましたら指示願いま 設置期間 130 日間 

す(鋼管径，ﾎﾟﾝﾌﾟ能力等)。  

  

31．K 図 既存仮設物(仮囲い材)について、 支給品となり，無償使用となりますが， 

工事期間中の損料は無償使用で宜しいで 施工中の管理については，受注者に行って 

しょうか。損料が必要でしたら明細を教えて いただきます。 

ください。  

  

32．K 図 既存仮設物(仮囲い材)について設 スクラップ処分として積算しております。 

置不要となった際，処理はどのようにしたら  

宜しいでしょうか。  

  

33．K 図 ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ設置に伴う基礎補強，振 躯体の強度及びタワークレーンの仕様等を 

れ止め鉄骨補強について、何か指示が有りま 考慮した補強及び安全確保を行ったうえで 

したら教えてください。 施工するものとします。 

 


