
様式５－２

1 A-6 - - - -

配置計画、
院外薬局 敷地東側に点線表記の院外

薬局は本事業に含まれないと
してよろしいでしょうか。

○ よろしいです。

2 A-6 - - - -

配置計画、
広場

敷地東側の広場について、
「災害活動にも利用可能」とし
て緑地以外の仕様は、提案に
よるものとしてよろしいでしょう
か。

○ よろしいです。

3 A-9 - - - -

各階平面計画、
各階各室

各階平面計画に各室の家具
什器が記載あり、使用する人
数を想定できますが、それは
最低限の人数であるという認
識でよろしいでしょうか。

○ よろしいです。

4 A-15 - - - -

各階平面計画、
地下1階

地下1階北側のピットの用途を
明確にご提示下さい。

〇
開発許可不要（盛土仕様と
しない）とするためです

5 A-16 - - - -

立面計画、
開口部 開口部の大きさや仕様につい

て、提案によるものとしてよろ
しいでしょうか。

〇 よろしいです。

6 A-18 - - - -

断面計画、
天井懐高さ 階高設定において、設備配

管やラックの検討資料がござ
いますが、記載されている内
容を守れば、天井懐高さを再
設定してよろしいでしょうか。

〇
よろしいです。
天井高さは記載通り確保く
ださい。

7 A-45 - - - -

防災計画、
消防法規チェック
リスト 消防法規チェックリストは、消

防との協議を行っていますで
しょうか。

〇

基本設計段階の協議事項は
行っていますが、実施設計
でも継続協議の上、
適正な性能を確保できる仕
様を適宜計画ください。

8 A-46 - - - -

防災計画、
防火防煙区画図

各階の防火防煙区画図が示
されていますが、特定行政庁
など関係所管との協議は済ん
でいますでしょうか。

〇

未済です。実施設計で継続
協議の上、適性な性能を確
保できる仕様を計画くださ
い。

9 A-53 - - - -

事前協議（開発）
STEP-1仮設血液浄化ｾﾝﾀｰ
の地盤レベルと道路からの進
入用歩道切り下げレベルとの
関係で切土が発生すると思わ
れますが、居宅介護/訪看ス
テーションへ用途変更時に進
入路を取止め現況復旧する
のでしょうか。

〇
工事完了後、現況復旧を想
定ください。

10 A-53 - - - -

血液浄化セン
ター
の計画

仮設血液浄化センターの地
盤レベル、擁壁等及び建物
計画、構造、仕様一式を提示
いただけないでしょうか。

〇
事前相談資料参照くださ
い。

11 A-53 - - - -

建替計画
STEP-0 先行解体工事に於ける順序

ですが立体駐車場の解体が
今回発生しておりますが、看
護師宿舎などと同時着工とし
て計画して宜しいでしょうか

〇

A-53記載通りです。
看護師宿舎及び老人宿舎
解体については行政協議が
必要な為、現段階で同時着
工として計画は確定できて
いません。

12 A-53 - - - -

建替計画
STEP-0 看護師宿舎など解体した後は

駐車場に整備されますが、現
場事務所用地の確保は出来
ますでしょうか

〇

現場事務所用地については
今回の敷地の中で看護宿舎
跡地を含めて希望場所・面
積の要望をあげてください。

13 A-53 - - - -

建替計画
STEP-1

老人ホーム庁舎、看護宿舎解
体後の敷地は、施工業者の
現場事務所・資材置き場・作
業員駐車場等にお借りできま
すでしょうか。

〇
解体跡地については職員駐
車場として利用を想定して

　　「基本設計図書建築」に関する質問書

No
ﾍﾟｰ
ｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

質疑回答の
公表可否
（○/×）

回答



14 A-53 - - - -

建替計画
STEP-1 仮設血液浄化センター新設

工事時、作業員通路や資材
置き場・休憩所として、立体駐
車場解体後の敷地をお借りし
てもよろしいでしょうか。

〇
立体駐車場の跡地を利用す
ることはできません。

15 A-53 - - - -

建替計画
STEP-1 解体する上部会議室を、建設

工事期間中、打合せ室として
お借りできますでしょうか。

〇

上部会議室については解体
までについては院内の会議
室として継続使用の予定で
す。

16 A-53 - - - -

建替計画
STEP-2 新病院建設工事時の架設ス

ロープを設置するまでの期
間、立体駐車場解体後の敷
地を、資材置き場等としてお
借りしてもよろしいでしょうか。

〇
立体駐車場の跡地を利用す
ることはできません。

17 A-53 - - - -

建替計画
STEP-3 新病院建設に伴う車両運行

ルートで仮設スロープ作成と
なっていますが、血液浄化セ
ンター横を運行する計画です
が隣地の老人ホーム擁壁の
根入れ深さが確保できている
か確認されていますでしょうか

〇
未確認です。現地調査の
上、適正な性能を確保でき
る仕様を計画ください。

18 A-53 - - - -

建替計画
STEP-3 血液浄化センターは既存地

盤高さの維持が必要になって
いますが、前面道路との高低
差がかなりあり、工事用進入
路としてはかなり無理があると
思われます、血液浄化セン
ターの地盤高さを低くすること
は可能でしょうか

〇
適正な性能（新病院日影等）
を確保できるのであれば提
案ください。

19 A-53 - - - -

建替計画
STEP-3 新病院の建設に於いて定置

式クレーンが北側通路に設置
した計画ですが車両の進入
が出来ません、北側にクロー
ラークレーンを設置した計画と
したいのですが北側駐車場の
14台+7台の範囲まで仮囲い
を広げることは出来ないでしょ
うか。

〇
北側駐車場内への工事範
囲を拡大することは現段階
では想定していません。

20 A-53 - - - -

建替計画
STEP-3 正面工事用出入り口が一般

来院客と同一の計画となって
いますが、大型車両の通行に
は自動ゲートが狭くて通行出
来ません、ゲート付近の改良
はして宜しいでしょうか

〇
工事費の中でのゲート改良
は可能と考えます。

21 A-53 - - - -

建替計画
STEP-3 新病院地下工事施工に伴う

山止め計画について北側隣
地、既存病院基礎下への
アースアンカー打設は可能で
しょうか、（山止めの反力が取
れないため、無理な場合はア
イランド工法が必要となり工期
に与える影響が大きい）

〇
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

22 A-54 - - - -

用途変更時の改
修
内容

仮設血液浄化センター及び
検診センターを改修して、最
終用途にする場合のそれぞ
れの改修内容一式を、ご指示
お願いします。

〇
質疑24、25回答参照くださ
い。

23 A-54 - - - -

建替計画
STEP-4 既存病院解体工事に伴う、前

面道路進入口の道路切下げ
工事は解体工事に含めるもと
して宜しいでしょうか

〇 よろしいです。

24 A-54 - - - -

建替計画
STEP-5 血液浄化センターを訪問看護

ステーションに改修とあります
が、改修内容が不明です、ご
指示戴けますでしょうか

〇

1階は血液浄化センター機
能移転後、倉庫として利用
2階は訪問看護ステーション
として継続利用
を想定しています。

25 A-54 - - - -

建替計画
STEP-6 検診センターを改修とありま

すが、改修内容が不明です、
ご指示戴けますでしょうか

〇
健診センター棟は倉庫とし
て利用を想定しています。



26
ZA-
001

- - - -

図面リスト、
内部仕上表

内部仕上表の記載がありませ
んが、A-25以降のインテリア
計画を参照した内部仕上を提
案することとしてよろしいでしょ
うか。

〇
特記仕様書及び資料編諸
元表を参照の上、仕様を確
認ください。

27
ZA-
001

- - - -

図面リスト、
サイン図

サイン図の記載がありません
が、A-25以降のインテリア計
画を参照したサイン図を見込
むこととしてよろしいでしょう
か。

〇 追加資料⑦参照ください。

28
ZA
0２5
026

- - - -

面積表・求積図
2,3

延べ床面積　面積表に屋外
機置場等の面積が計上され
ていますが、建設床面積とし
て扱ってよろしいでしょうか。
また、B1F、免震層における
屋外機置場等は各種排水槽
のポンプ類等の設置スペース
と考えてよろしいでしょうか。

〇

屋外機器置き場面積は容積
対象外床面積です。
免震層の屋外機器置き場等
はﾎﾟﾝﾌﾟ類棟の設置スペース
としてください。

29
ZA-
115

- - - -

血液浄化セン
ター棟 Ⅰ期工事完了後に血液浄化

センターは新病院に移設され
ますが、その棟の１階におけ
る用途をご提示下さい。

〇 質疑25回答参照ください。

30 A-54
02
-12

ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ棟
建替計画2において､STEP-
5(Ⅱ期工事+外構整備)の際､
新病院の南側にﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ棟
が新設となっておりますが､項
目別入札書のSTEP5に見当
たりません｡STEP5の病院外
構工事の中に含んで計上と
考えてよろしいでしょうか｡

○ よろしいです。

31 A-54
02
-12

STEP相違

仮設血液浄化ｾﾝﾀｰから居宅
介護訪問ｽﾃｰｼｮﾝへ改修と健
診ｾﾝﾀｰから倉庫棟へ改修の
STEPが建物計画2と項目別入
札書間で相違しています｡い
ずれが正かご指示ください｡

○ STEP図を正としてください。

32

その他工事項目
工事項目明細書(STEP3 新病
院建設工事)において､B建築
工事内に25 その他工事があ
りますが､該当する項目をご指
示ください｡

○

カテゴリ分けができない項目
がある場合、その他工事に
記載してください。

33 A-54
02
-12

倉庫棟(既存)の
工事範囲、
健診センター（倉
庫棟）改修

建替計画図2において､健診ｾ
ﾝﾀｰ棟→倉庫棟 改修工事と
記載がありますが､図面が見
当りません｡今回工事範囲外
と考えてよろしいでしょうか｡
上記が不可の場合、具体的
な改修内容が不明です。現
状、改修後がわかる資料の発
行をお願いします。

○ 既存資料を提示します。

34 A-6
02
-2
-1

ｶﾞﾊﾞﾅ(既存)の
工事範囲 配置計画1において､ｶﾞﾊﾞﾅ室

(既存)の記載がありますが､既
存の為､改修工事は無しと考
えてよろしいでしょうか｡

○ よろしいです。

35
A-53
A-54

02
-12

血液浄化ｾﾝﾀｰ
改修工事

建替計画図1において､
STEP1で血液浄化ｾﾝﾀｰ(仮
設)が増築となり､建替計画図2
のSTEP5では居宅介護訪看ｽ
ﾃｰｼｮﾝとなりますが､改修工
事がある場合､改修内容をご
指示ください｡

○ 不要とします。

36

A-28
ZA-
086

02
B27

8 4 3 縦格子ﾙｰﾊﾞｰ
総合受付廻り詳細図におい
て､総合待合壁に縦格子木製
ﾙｰﾊﾞｰの記載がありますが､
部分詳細図(2)では縦ﾙｰﾊﾞｰ
の仕様がｱﾙﾐ角ﾊﾟｲﾌﾟ30×60
塩ﾋﾞｼｰﾄ張(断面図)と集成材
30×60(詳細図)で相違してい
ます｡集成材30×60を正と考
えてよろしいでしょうか｡

○
アルミ角パイプ30×60塩ビ
シート貼りを正とします。



37

A-28
ZA-
086

02
B27

8 4 3 縦格子ﾙｰﾊﾞｰ
既存建物の基礎底レベルか
ら、既存の山留めが推測され
ます。既存山留めの仕様・範
囲について資料をご提示くだ
さい。なお、資料がない場合
は、既存山留め等の地中障
害がないものと考えてよろしい
でしょうか。

○
ご提示の既存資料が全てと
なります。既存図、現地調査
から判断ください。

38 A-53

02
-12

工事範囲   外構の工事範囲において､
外構計画図は竣工時の計画
図と思われますが､工事項目
明細書 C又は建替計画図の
STEP３･5(基本設計図書 本
編)に沿った、外構計画図をご
指示ください｡

○
現病院を継続運用できるよう
に適正な仕様を想定くださ
い。

39 A-55

02
-12

屋外照明
屋外ﾄｲﾚ

  医療継続計画･計画概要の
外構において､屋外照明･仮
設ﾄｲﾚ(ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ)の記載が
ありますが､建築工事の場合
は設置場所及び詳細をご指
示ください｡

○
仮設マンホールは箇所数含
め想定ください。

40

工事範囲
  上記以外のSTEPで外構工
事が発生する場合､今回該当
範囲および工事内容をご指
示ください｡

○
現病院を継続運用できるよう
に適正な仕様を想定くださ
い。

41 A-55

03 屋外照明
仮設ﾄｲﾚ

医療継続計画･計画概要の外
構において､屋外照明･仮設ﾄ
ｲﾚ(ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ)の記載があり
ますが､建築工事の場合は設
置場所及び詳細をご指示くだ
さい｡

○ 質疑10による。

42 A-18

02 6 1 地盤復旧
断面計画1のA-A'断面にお
いて､既存地盤復旧(開発行
為不要)と記載がありますが､
地盤復旧の図面が見あたりま
せん｡今回工事範囲外と考え
てよろしいでしょうか｡

○
断面図及び日影平均地盤レ
ベルに記載の地盤レベルに
倣ってください。

43 A-7 2 2 2 1

既存との
離隔距離 新病院建物と現病院建物は

近接していますが、移転期間
中における両施設を利用する
場合でも延焼の恐れは生じな
いものとして、既存施設もしく
は、計画建物の開口部を防火
設備として計画する必要はな
いでしょうか。

○ よろしいです。

44 A-7 2 2 2 3

免震巾木
免震巾木のキープランをご教
示ください。

○ 追加資料⑤を参照ください。

45 A-18 2 6 1

断面計画図１
A-A´断面 断面図からみると東側擁壁と

のクリアランスが他よりも大き
いように見うえけられます。断
面ディテールについてご教示
ください。

○
免震クリアランス600確保の
上、適宜想定ください。

46 A-8 2 3
（１
１）

主要内外装仕上
事務室　OAフロア置敷タイプ
となっていますが、床レベル
は±0となっています。構造図
等では床下げは見受けられま
せん。構造スラブの床下げ、
OAフロアはなく、タイルカー
ペット仕上げのみと考えてよろ
しいでしょうか。

○
ZA-041参照の上、適性な性
能を確保できる仕様を提案く
ださい。

47 A-10 2 4

２階平面図
屋上リハビリ庭園の仕様が不
明です。備品等別途工事に
て用意するものと考えて、よろ
しいでしょうか。

○
本工事とします。適性な性能
を確保できる仕様を提案くだ
さい。

48 A-17 2 5 2

立面計画２
北側立面図における、屋外避
難階段付近２ｍでは、1㎡以
上の防火設備防火戸の開口
部以外は設置不可と思われま
す。開口部の削減エリアにつ
いてご教示ください。

○
適正な性能を確保できる仕
様を想定ください。



49 A-31 2 8 4 6

各部展開図-5
病室４床室の廊下幅員2700
以上と表記されていますが、
平面図において場所によって
それ未満の部分も見受けられ
ます。平面図上で必要廊下復
員をご教示ください。

○
医療法に則り必要廊下幅員
を適宜設定ください。

50 A-40 2 10

セキュリティ計画
病室の外部開口は、サッシュ
用鍵付と考えてよろしいでしょ
うか。

○ よろしいです。

51 A-48 2 11

防災計画
防災計画書の提出において、
スタッフステーション上部には
垂壁の設置が求められるもの
と考えられます。固定の垂壁
が設置されるものと考えてよろ
しいでしょうか。

○

よろしいです。但し、実施設
計段階での行政協議等によ
り設置有無は最終判断くだ
さい。

52

ZA-
004

6 ③ 耐震ｽﾘｯﾄ
  建築工事特記仕様書(2)に
おいて､耐震ｽﾘｯﾄが採用に
なっていますが､適用範囲が
不明です｡耐震ｽﾘｯﾄの適用範
囲をご指示ください｡

○ 不要とします。

53

ZA-
102

施工開始ﾚﾍﾞﾙ

施工開始ﾚﾍﾞﾙは現況GLから
と考えてよろしいでしょうか｡

○
ZA-004、解体図K-001-4参
照ください。

54

ZA-
102

既存舗装
上記質問において､既存撤去
図(現況図)及び舗装断面等
の詳細をご指示ください｡

○ 解体図参照ください。

55

ZA-
102

新設舗装
上記質問において､STEP3､5
の下記新設舗装の断面詳細
等をご指示ください｡
　➀透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
　②ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装
　③ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

○
追加資料⑧を参照ください

56

ZA-
007

13 ⑤ 竪樋
建築工事特記仕様書(5)にお
いて､竪樋及びﾙｰﾌﾄﾞﾚｰﾝの
記載がありますが､図面中 ﾙｰ
ﾌﾄﾞｰﾚﾝの設置場所･竪樋の
排水経路が不明です｡雨水排
水経路(ﾄﾞﾚｰﾝの位置､径､竪
樋の仕様の使い分け含む)を
ご指示ください｡

○
ZA-011参照の上、適正な性
能を確保できる仕様を想定く
ださい。

57
ZA-
007

14 ④ 軽量鉄骨壁下地 軽量鉄骨壁下地のｽﾀｯﾄﾞ巾の
使い分けは下記の様に考え
てよろしいでしょうか｡
  H2.7以下-W50
  H4.0以下-W65
  H4.0～4.5以下-W90
  H4.5以上-W100

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

58
ZA-
065

廊下壁下地
壁凡例図において､※備考欄
に2)廊下に面する壁は､強化
石膏ﾎﾞｰﾄﾞとすること(各搬送に
よる損傷防止に配慮すること)
と記載がありますが､ﾎﾞｰﾄﾞの
仕様は硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞｔ12.5と
考えてよろしいでしょうか｡又､
耐火間仕切面は硬質石膏
ﾎﾞｰﾄﾞt12.5増張と考えてよろし
いでしょうか｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

59
ZA-
018

天井軽鉄下地
既存建物の基礎底レベルか
ら、既存の山留めが推測され
ます。既存山留めの仕様・範
囲について資料をご提示くだ
さい。なお、資料がない場合
は、既存山留め等の地中障
害がないものと考えてよろしい
でしょうか。

○
ご提示の既存資料が全てと
なります。

60
ZA-
040

外壁面壁下地
外壁面内部側壁下地は添壁
軽鉄の上ﾎﾞｰﾄﾞ張と考えてよろ
しいでしょうか｡

○ よろしいです。



61
ZA-
009

20 ② ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱの
ｳｨｽｶ対策 建築工事特記仕様書(7)にお

いて､ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱにｳｨｽｶ対
策品と記載がありますが､全て
の部屋のﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱがｳｨｽ
ｶ対策品となるのでしょうか｡部
屋の指定がある場合､部屋名
をご指示ください｡

○ 原則すべてとします。

62

ZA-
008
S-56
～88

19 ③
④

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ等
建築工事特記仕様書(6)にお
いて､ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄが6種類･ﾋﾞﾆ
ﾙ床ﾀｲﾙが3種類記載がありま
すが､資料編の各室諸元表で
使い分け範囲が不明です。ﾋﾞ
ﾆﾙ床ｼｰﾄ6種類･ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ3
種類の使い分け範囲をご指
示ください｡

○
特記仕様書及び各室諸元
表より仕様を確認ください。

63
ZA-
010

20 ⑧ ｻｲﾝ
建築工事特記仕様書(8)にお
いて､室名札･ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾌ･案内
板等(図示）の記載があります
が､ｻｲﾝ図が無くｻｲﾝの種類･
仕様･設置場所･か所数が不
明です｡ｻｲﾝ図をご提示願い
ます｡

○
追加資料⑦参照ください。

64
ZA-
010

20 ⑬ 点字表示
建築工事特記仕様書(8)にお
いて､下記点字表示の記載が
ありますが､具体的な施工範
囲及び仕様･寸法・か所数を
ご指示ください｡
　･案内板
　･手すり(階数表示､
    上り下り)
　･室名
　･押しﾎﾞﾀﾝ

○

追加資料⑦を参照ください。
適性な性能を確保できる仕
様を箇所数含め想定くださ
い。

65
ZA-
009
086

B2
1
19

⑤
点字ﾀｲﾙ･鋲

建築工事特記仕様書(⑦)及
び部分詳細図(2)において､視
覚障害者用ﾀｲﾙ･点字鋲の記
載がありますが､各図面に視
覚障害者用ﾀｲﾙ･点字鋲の記
載がありません｡視覚障害者
用ﾀｲﾙ･点字鋲各々の施工範
囲をご指示ください｡

○
適性な性能を確保できる仕
様を箇所数含め想定くださ
い。

66
ZA-
005

9 ⑧ 排水溝
建築工事特記仕様書(3)にお
いて､ﾓﾙﾀﾙ防水に施工箇所
排水溝と記載がありますが､施
工範囲及び断面寸法をご指
示ください｡

○
ZA-087　C-01参照くださ
い。

67
ZA-
008

18 ③ 目地処理
建築工事特記仕様書(6)にお
いて､せっこうﾎﾞｰﾄﾞの素地ごし
らえが継目処理工法の場合
はA種と記載がありますが､A
種は全面ﾊﾟﾃｼｺﾞｷ+研磨紙ｽﾞﾘ
の工程があります｡全面ﾊﾟﾃｼ
ｺﾞｷではなく､目地部のみのﾊﾟ
ﾃｼｺﾞｷと考えてよろしいでしょ
うか｡

○ よろしいです。

68
ZA-
009

19 ⑫ けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 建築工事特記仕様書(7)にお
いて､けい酸ｶﾙｼｳﾑ板に
0.8FKと1.0FKの2種類記載が
ありますが､各々の使い分け
範囲ご指示ください｡

○ 0.8FKとしてください。

69
ZA-
009

19 ⑲ ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
床下地材 建築工事特記仕様書(7)にお

いて､ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ床下地
材t40(畳下ﾊﾟﾈﾙ)の記載があ
りますが､施工範囲及び程度
をご指示ください｡

○
ZA-086　B-28部に適宜想
定ください。

70
ZA-
010

20 ㉖ 屋内溝ふた 建築工事特記仕様書(8)にお
いて､屋内溝ふた縞鋼板(設
置箇所:適宜)と記載がありま
すが､施工範囲及び溝の断面
寸法･内部仕上をご指示くだ
さい.

○
ZA-086　B-29を適宜想定く
ださい。

71
ZA-
086

B2
9

B3
0

配線ﾋﾟｯﾄ
部分詳細図(2)において､配線
ﾋﾟｯﾄに縞鋼板ﾀｲﾌﾟと仕上材ﾀ
ｲﾌﾟの2種類記載があります
が､各々の施工範囲及び配線
ﾋﾟｯﾄのW寸法をご指示くださ
い｡

○
適性な性能を確保できる仕
様を想定ください。



72
ZA-
086

B20 防塵塗料
部分詳細図(2)において､ﾌﾘｰ
ｱｸｾｽﾌﾛｱ下地に防塵塗料と
記載がありますが､程度をご指
示ください｡

○
ZA-011参照の上、適正な性
能を確保できる仕様を想定く
ださい。

73
ZA-
010

20 ⑲ ﾒﾗﾐﾝ樹脂
化粧合板 建築特記仕様書(8)において､

配管化粧ｶﾊﾞｰ立上り仕上にﾒ
ﾗﾐﾝ樹脂化粧合板と記載があ
りますが､程度をご指示くださ
い｡

○
ZA-089　各種ライニング等
参照ください。

74
ZA-
065

耐火間仕切 ﾘﾌﾞ付型枠ﾃﾞｯｷに耐火間仕切
が取り合う場合､型枠ﾃﾞｯｷのﾘ
ﾌﾞ部分に下地金物(ﾊｯﾄ型金
物等)を溶接して耐火間仕切
を固定するものと考えてよろし
いでしょうか。

○
適性な性能を確保できる仕
様を想定ください。

75

ZA-
055
～
064

建具

外部建具･内部建具におい
て､外部建具の建具符号・建
具キープラン・ガラス仕様・厚
み・建具性能及び内部建具の
寸法･表面仕上等が不明で
す。建具表及び建具キープラ
ンを発行願います｡

○

建具指示図より適宜判断く
ださい。
外部建具については追加資
料③参照ください。

76
ZA-
008

17 ② 実大試験 建築工事特記仕様書(6)にお
いて、実大試験を行うと記載
がありますが､以下をご指示く
ださい。
1）対象とする建具
2）制作寸法

○
想定していません。
必要と判断されれば適宜想
定ください。

77
ZA-
015

17 見本品
カーテンウォールの見本品は
型材の見本程度としてよろし
いでしょうか。
ご回答が不可の場合、見本品
の仕様及び数量をご指示くだ
さい。

○
想定していません。
必要と判断されれば適宜想
定ください。

78

ZA-
040
～
042

額縁
ｱﾙﾐｻｯｼ･ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの額縁
仕様が不明です｡仕様･厚み･
表面仕上をご指示ください｡

○
スチールｔ1.6　SOP塗装とし
ます。

79
ZA-
011

22 ④ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
建築特記仕様書(9)において､
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の厚みが車道部
と歩道部で使い分けの記載が
ありますが､各々の範囲をご指
示ください｡

○ 全て車道部で想定ください。

80
ZA-
011

22 ⑦ 砂利敷き
建築特記仕様書(9)において､
砂利敷きの記載がありますが､
範囲をご指示ください｡

○
解体図K-001-4参照くださ
い。

81
ZA-
011

23 ② 土壌改良材
建築特記仕様書(9)において､
土壌改良材がﾊﾞｰｸ堆肥と発
酵下水汚泥ｺﾝﾎﾟｽﾄの記載が
ありますが､ﾊﾞｰｸ堆肥と考えて
よろしいでしょうか｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

82
ZA-
011

23 ④ 芝･地被類
建築特記仕様書(9)において､
芝･吹付芝･地被類の記載が
ありますが､施工範囲をご指
示ください｡

○
追加資料①を参照の上、適
正な性能を確保できる仕様
を想定ください。

83
ZA-
102

外構工作物
外構計画図において､下記工
作物の記載がありますが､仕
様･寸法･詳細をご指示くださ
い｡
　･通路庇1～3
　･多目的駐車場棟1･2
　･駐輪場(62台)
　･ﾊﾞｲｸ置場(36台)
　･ｵｲﾙﾀﾝｸ(地下埋設)
　･ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ停車場所

○

・通路庇-LIXIL　フラット
ヤードFY型同等品程度
・車寄せ-別紙参照くださ
い。
・多目的駐車場-別紙参照く
ださい。
・駐輪場、バイク置場-別紙
参照ください。"
・オイルタンク-電気図参照く
ださい。
・タンクローリー停車場所-配
置図コンクリート舗装部想定

84
ZA-
102

緑化計画
外構計画図の緑地において､
1FL部の緑化計画及び屋上
の緑化計画をご指示ください｡

○
追加資料①参照の上、適正
な性能を確保できる仕様を
想定ください。



85
ZA-
041

緑化計画
矩計図(2)の免震立上り部に
おいて､植栽の記載がありま
すが､樹種及び客土内の納ま
りをご指示ください｡

○
適正な性能を確保できる仕
様を想定ください。

86
ZA-
019

Ⅲ-1 ⑬ ③ 調整池 工事区分表(1)において､調整
池が外構と記載されています
が､範囲及び詳細をご指示く
ださい｡

○

基本設計段階の行政協議で
は指導ありません。実施設
計での行政協議で判断くだ
さい。

87
ZA-
019

Ⅲ-1 ⑬ ⑩ ｻｲﾝ工事 工事区分表(1)において､建築
外構範囲､土木外構範囲にｻ
ｲﾝ工事と記載されています
が､詳細及びか所数をご指示
ください｡

○ 追加資料⑦を参照ください。

88
ZA-
019

Ⅲ-1 ⑬ ⑭ 造成･外構ﾌｪﾝｽ 工事区分表(1)において､造
成･外構ﾌｪﾝｽが外構と記載さ
れていますが､造成図及びﾌｪ
ﾝｽの詳細･範囲をご指示くだ
さい｡

○
現地調査の上、必要であれ
ば適宜想定ください。

89
ZA-
019

Ⅲ-1 ⑬ ⑱ 公用車車庫
工事区分表(1)において､公用
車車庫が外構と記載されてい
ますが､詳細及び設置場所を
ご指示ください｡

○

LIXIL　アーキフィールド
カールーフ同等品程度を想
定ください。
設置箇所はZA-022参照くだ
さい。

90
ZA-
019

Ⅲ-1 ⑬ ⑲ 救急車車庫
工事区分表(1)において､救急
車車庫が外構と記載されてい
ますが､詳細及び設置場所を
ご指示ください｡

○ 想定していません。

91
ZA-
019

Ⅲ-1 ⑬ ⑳ ごみ置場
工事区分表(1)において､ごみ
置場が外構と記載されていま
すが､詳細及び設置場所をご
指示ください｡

○ 想定していません。

92
ZA-
011
102

22 ③ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装の仕様が相違し
ています｡
ZA-011図(建築工事特記仕
様書(9)) -　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装･ｶ
ﾗｰ舗装
ZA-102図(外構計画図)
-　透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装でよろし
いでしょうか｡

○ よろしいです。

93
ZA-
011
102

22 ③ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
上記質問において､ｱｽﾌｧﾙﾄ
舗装･ｶﾗｰ舗装が正の場合､
各々の範囲をご指示ください｡

○ 質疑４１による。

94
ZA-
019

Ⅲ-1 ⑬ ⑬ 先行土木工事
仕上復旧 工事区分表(1)において､先行

土木工事部分の仕上げ復旧
工事と記載ありますが､STEP5
の外構工事が該当範囲と考
えてよろしいでしょうか｡

○
STEP0及びSTEP5を想定し
ています。

95
ZA-
102

U字側溝
L型街渠

外構計画図の排水計画にお
いて､下記凡例項目が見あた
りません｡施工範囲をご指示く
ださい｡
　･U字側溝(青の一点斜線)
　･L型街渠(赤の点線と緑の
二重線)

○

U字側溝ー駐車場車ます記
載
L型側溝ー赤線記載
確認ください。

96
ZA-
102

  上記質問において､L型街
渠は外構計画図の赤線と考
えてよろしいでしょうか｡

○ 質疑４４による

97
ZA-
005

8 ② 外壁ALC
建築工事特記仕様書(3)にお
いて､ALCﾊﾟﾈﾙに許容荷重等
の特記がありません。外壁
ALCについて、風荷重などに
より高耐力仕様品が必要な場
所がありましたらご指示くださ
い。

○
適性な性能を確保できる仕
様を提案ください。

98
ZA-
005

8 ② 外壁ALC
建築工事特記仕様書(3)にお
いて､ALCﾊﾟﾈﾙの記載があり
ますが､下記項目について､ご
指示ください｡
①ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙの有無及び必
要な場合の寸法
②頂部頭繋ぎ金物のﾒﾝﾊﾞｰ
③足元取付金物のﾒﾝﾊﾞｰ

○
適性な性能を確保できる仕
様を提案ください。



99
ZA-
005

8 ② 外壁ALC 建築工事特記仕様書(3)にお
いて､ALCﾊﾟﾈﾙの取付金物に
耐火被覆(半湿式ﾛｯｸｳｰﾙ吹
付)と記載がありますが､ 開口
補強金物については､耐火被
覆は不要なものとしてよろしい
でしょうか。

○
適性な性能を確保できる仕
様を適宜提案ください。

100
ZA-
005

8 ③ 外壁押出成形
ｾﾒﾝﾄ板 建築工事特記仕様書(3)にお

いて､押出成形ｾﾒﾝﾄ板の記
載がありますが､下記項目に
ついて､ご指示ください｡
①二次止水工法と考えてよろ
しいでしょうか｡
②ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙの有無及び必
要な場合の寸法
③頂部頭繋ぎ金物のﾒﾝﾊﾞｰ
④足元取付金物のﾒﾝﾊﾞｰ
⑤中間繋ぎ金物のﾒﾝﾊﾞｰ
⑥足元水切の仕様･厚み･表
面仕上
⑦足元水抜ﾊﾟｲﾌﾟの仕様･径･
取付ﾋﾟｯﾁ

○

二次止水工法として適性な
性能を確保できる仕様を適
宜提案ください。

101
ZA-
005

8 ③ 外壁押出成形
ｾﾒﾝﾄ板 建築工事特記仕様書(3)にお

いて､外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板
の取付金物に耐火被覆(半湿
式ﾛｯｸｳｰﾙ吹付)と記載があり
ますが､開口補強金物につい
ては、耐火被覆は不要なもの
としてよろしいでしょうか。

○
適性な性能を確保できる仕
様を適宜提案ください。

102
ZA-
005

9 ③ 屋根防水
建築工事特記仕様書(3)にお
いて､合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
ｼｰﾄ防水の記載がありますが､
下記項目についてご指示くだ
さい｡
①敷面断熱材の仕様･厚み
②脱気装置の仕様･m2当たり
のか所数
③ｼｰﾄ防水の程度

○
ｔ２５、ＳＵＳ製脱気装置を５０
ｍ２毎に１か所設置としま
す。

103
ZA-
028

ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ
1階平面図において､1-A通り
及び12-I通りにﾄﾞﾗｲｴﾘｱの記
載がありますが､断面詳細(床･
壁の仕上含む)をご指示くださ
い｡

○
擁壁部と同様仕様として適
宜想定ください。

104

ZA-
028
～
33

屋外鉄骨階段 各階平面図において､屋外鉄
骨階段の記載がありますが､
仕上は溶融亜鉛ﾒｯｷのままと
考えてよろしいでしょうか｡

○ よろしいです。

105
ZA-
041
088

D14
屋上防音･
目隠し壁

矩計図(2)において､RF屋上
防音ﾊﾟﾈﾙのﾃﾞｨﾃｨｰﾙ番号に
D-10と記載がありますが､部
分詳細図(4)に記載のD-14.R
階 屋上防音･目隠し壁(控え
柱付)と考えてよろしいでしょう
か｡

○ よろしいです。

106
ZA-
088
041

D14
屋上防音･
目隠し壁 上記質問のRF屋上防音･目

隠し壁のH寸法が相違してい
ます｡
　ZA-088図(部分詳細図(4))
- H4,285
　ZA-041図(矩計図(2))
- H4,200
H4,285でよろしいでしょうか｡

○ よろしいです。

107
ZA-
041

ｱﾙﾐ笠木 矩計図(2)において､RF屋上
防音ﾊﾟﾈﾙの頂部にｱﾙﾐ笠木
の記載がありますが､曲げ加
工又は既製品のいずれでしょ
うか｡

○ 既製品とします。

108
ZA-
041

ｱﾙﾐ笠木 上記アルミ笠木が曲げ加工の
場合､厚み･表面仕上を､既製
品の場合、程度･表面仕上を
ご指示ください｡

○
ABC商会アルウィトラ同等品
（基本仕様）程度とします。

109
ZA-
018

屋外天井下地
耐震･耐風圧 天井補強 特
記･要領図において､屋外天
井下地の記載がありますが､
設計風圧力をご指示くださ
い｡

○
資料編　各種技術資料参考
に適宜想定ください。



110
ZA-
085

A09 屋上配管取出口
部分詳細図(1)において､屋上
配管取出口に点検口600角を
設けると記載がありますが､点
検口600角の仕様･厚み･表面
仕上をご指示ください｡

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

111
ZA-
043

地下1階ﾋﾟﾛﾃｨ

地下1階平面詳細図(1)にお
いて､ﾋﾟﾛﾃｨの記載があります
が､床仕上及び天井仕上をご
指示ください｡

○

床　 　　－コンクリート金鏝
素地
柱型　　－ＡＬＣｔ５０の上ＤＰ
（３）
軒天井 －ケイカル板ｔ６の上
ＥＰ－Ｇ、アルミ製廻縁
を想定ください。

112
ZA-
045

1階ﾋﾟﾛﾃｨ

1階平面詳細図(1)において､1
～2-J～L通りにﾋﾟﾛﾃｨの記載
がありますが､床仕上及び天
井仕上をご指示ください｡

○

床　　　-下階電気室を考慮
しアスファルト防水程度
柱型　 －ＡＬＣｔ５０の上ＤＰ
（３）
軒天井－アルミスパンドレル
ｔ１．０巾１５０
を想定ください。

113
ZA-
028
040

免震EXP.J
1階平面図及び矩計図(1)に
おいて､床免震EXP.J(ｲﾝﾀｰ
ﾛｯｷﾝｸﾞ仕上)の記載がありま
すが､詳細をご指示ください｡

○
ABC商会アーキパンション
免震シリーズ同等品程度と
し、適宜想定ください。

114

ZA-
028
～
030

EXP.J
1～3階平面図において､健診
ｾﾝﾀｰ棟取合にEXP.Jの記載
がありますが､屋根･外壁
EXP.J各々の仕様･表面仕上･
寸法･ｸﾘｱﾗﾝｽをご指示くださ
い｡

○
ABC商会アーキパンション
免震シリーズ同等品程度と
し、適宜想定ください。

115
ZA-
048

ﾘﾊﾋﾞﾘ
2階平面詳細図(2)のA～B通
りﾘﾊﾋﾞﾘ室前屋上に記載の下
記項目について､ご指示くだ
さい｡
 ①玉砂利洗い出しの厚み･仕
様･粒径
②ﾋﾟﾝｺﾛ石の仕様･寸法
③ﾀｲﾙの角数･程度
④合成樹脂塗床(防滑性ﾀｲ
ﾌﾟ)の程度

○
適性な性能を確保できる仕
様を提案ください。

116
ZA-
036
041

1～2F外壁
1～2F外壁ｱﾙﾐｻｯｼ上下部外
壁の仕様が相違しています｡
ZA-036図(立面図(1)) - 凡例
C:押出成形ｾﾒﾝﾄ板の上
DP(3)
ZA-041図(矩計図(2)) - ALC
の上DP(3)
凡例C:押出成形ｾﾒﾝﾄ板の上
DP(3)でよろしいでしょうか｡

○ よろしいです。

117

ZA-
028
～
033

屋外階段手摺

各階平面図において､屋外階
段の記載がありますが､手摺
の詳細をご指示ください｡

○

手すり：St　FB-12×50溶融
亜鉛メッキ塗装　H=1100
手すり子：St　FB-9×35溶融
亜鉛メッキ塗装＠450横桟仕
様
手すり柱：St　FB-12×50溶
融亜鉛メッキ塗装＠９００
程度とし、適宜想定くださ

118
ZA-
033

煙突

屋根伏図において､煙突の記
載がありますが､詳細(屋上貫
通回り･煙突屋根･陣笠等の
納まり含む)をご指示ください｡

○

カポスタック製同等品程度を
想定ください。煙道1,100×
1,100　外側にハイスタック
（断熱材）70ｍｍ＋コンクリー
ト200程度を想定ください。
屋上立上り部はRC(B)＋複
層吹付塗材（E)としてくださ

119
ZA-
087

C17 ｱﾙﾐ製庇 部分詳細図(3)において､ｱﾙﾐ
製庇の記載がありますが､設
置場所及び寸法が不明です｡
設置場所及び寸法をご指示く
ださい｡

○
出入り口部分への設置を想
定ください。

120
ZA-
005

9 ③ 屋根防水
建築工事特記仕様書(3)にお
いて､合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
ｼｰﾄ防水の立上り面ｼｰﾄの厚
さにt15と記載がありますが､
t1.5と考えてよろしいでしょう
か｡

○ よろしいです。



121
ZA-
006

13 ① 屋根
長尺金属板葺

建築工事特記仕様書(4)にお
いて､長尺金属板葺の記載が
ありますが､施工範囲及び詳
細をご指示ください｡

○ 庇を想定しています。

122
ZA-
007
088

13

D11

② 屋根折板葺
建築工事特記仕様書(5)にお
いて､折板葺の断熱材に有り
と記載がありますが､部分詳細
図(4)の救急庇詳細図に断熱
材の記載が無い為､不要と考
えてよろしいでしょうか｡

○
マニホールド棟ボンベ庫で
想定ください。

123
ZA-
007

14 ⑤ 金属成形板張り 建築工事特記仕様書(5)にお
いて､金属成形板張りに軒天:
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt1.0の記載がありま
すが､施工範囲をご指示くだ
さい｡

○ 質疑６１による。

124
ZA-
007

14 ⑤ 金属成形板張り
上記質問に関連しますが､長
尺ものの伸縮調整継手に設
けると記載ありますが､詳細及
び取付ﾋﾟｯﾁをご指示ください｡

○
適性な性能を確保できる仕
様を提案ください。

125
ZA-
007

14 ⑥ ｱﾙﾐ笠木 建築工事特記仕様書(5)にお
いて､ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木の伸縮
調整継手に設ける(4m以内)と
記載がありますが､詳細をご指
示ください｡

○
適性な性能を確保できる仕
様を提案ください。

126
ZA-
007

13 ⑤ 屋根軒樋
建築工事特記仕様書(5)にお
いて､軒樋の伸縮調整継手に
設ける(10m以内)と記載があり
ますが､詳細をご指示くださ
い｡

○
適性な性能を確保できる仕
様を提案ください。

127
ZA-
041

ﾊﾞﾙｺﾆｰ軒天 矩計図(2)において､ﾊﾞﾙｺﾆｰ
軒天にﾘｼﾝ吹付の記載があり
ますが､ﾘｼﾝ吹付の程度をご
指示ください｡

○
エスケー化研株式会社ノキ
フレッシュ同等品程度を想
定ください。

128
ZA-
009

19 ⑫ ﾛｯｸｳｰﾙ
化粧吸音板

建築工事特記仕様書(7)にお
いて､せっこうﾎﾞｰﾄﾞ･その他
ﾎﾞｰﾄﾞ及び合板張りにﾛｯｸｳｰﾙ
化粧吸音板 軒天井用と記載
がありますが､施工範囲をご指
示ください｡

○
各室諸元表より適正な適性
な性能を確保できる仕様を
提案ください。

129
ZA-
011

屋上ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
通路

建築工事特記仕様書(9)の施
工事項欄において､屋上ﾒﾝﾃ
ﾅﾝｽ通路等はｱｽﾌｧﾙﾄﾏｽﾁｯｸ
化粧板等を適宜設置すると記
載がありますが､施工範囲をご
指示ください｡

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

130
ZA-
013

8 補5 5 b 外壁押出成形
ｾﾒﾝﾄ板 建築工事補足仕様書(2)にお

いて､外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板
用開口補強に適用条件:地上
高さが16m以下の部分で軽微
な場合と記載がありますが､今
回外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板の開
口補強に適用されるのでしょ
うか、ご指示ください｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を提案くださ
い。

131
ZA-
013

8 補5 5 b 外壁押出成形
ｾﾒﾝﾄ板 上記質問において､適用され

ない場合､開口補強のﾒﾝﾊﾞｰ
をご指示ください｡

○ 質疑79による。

132
ZA-
027
037

外壁仕上

立面図(2)において､東側地下
外壁が押出成形ｾﾒﾝﾄ板の上
外装用ﾀｲﾙ張りとDP(3)現場
塗装の記載がありますが､見
え隠れとなる免震ﾋﾟｯﾄ側の北
面･西面の地下外壁仕様は押
出成形ｾﾒﾝﾄ板素地と考えて
よろしいでしょうか｡

○ よろしいです。

133
ZA-
007

13 5 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管
建築工事特記仕様書(5)にお
いて､ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰの水抜
（SUS304)の記載があります
が､施工範囲及び径をご指示
ください｡

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。



134
ZA-
011

24 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ設備
建築工事特記仕様書(9)にお
いて､ｺﾞﾝﾄﾞﾗ設備工事の記載
がありますが､適用の印が無
い為､不要と考えてよろしいで
しょうか｡

○ よろしいです。

135
ZA-
011

24 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ設備
上記質問において必要な場
合､施工範囲及び詳細･程度
をご指示ください｡

○ 質疑83による。

136 (内部) ○

137
ZA-
004

1 23 技術検査
工事施工中の技術検査は実
施しないものとしてよろしいで
しょうか。
ご回答が不可の場合、検査仕
様をご指示ください。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を提案くださ
い。

138
ZA-
004

3 ① 埋戻し及び盛土 施工上Ｂ種の使用ができない
場合、Ｃ種も使用可能としてよ
ろしいでしょうか。
また、本体躯体工事以外の外
構等の土工事も同様としてよ
ろしいでしょうか。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を提案くださ
い。

139
ZA-
004

6 ① コンクリート
打ち放し仕上げの精度でＣ種
範囲は型枠外しのままとして
よろしいでしょうか。
また、免震ピット部は型枠外し
のままとしてよろしいでしょう
か。

○ B種で想定ください。

140
ZA-
004

6 ④ 伸縮目地
壁際伸縮目地の仕様をご指
示ください。

○
想定はございません。必要
な場合適宜想定ください。

141
ZA-
005

9 ⑪ 責任施工の保証
セメント質系防水の保証期間
が5年と記載がありますが、当
社社内基準によりセメント質系
防水には保証はできません。
保証無しとしてよろしいでしょ
うか。
ご回答が不可の場合、他の塗
膜防水をご指示ください。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を提案くださ
い。

142
ZA-
006

12 ⑥ 防虫処理 防虫処理が必用な木材はな
いものとしてよろしいでしょう
か。
ご回答が不可の場合必用な
仕様及び該当木材をご指示く
ださい。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を提案くださ
い。

143
ZA-
007

14 ⑬ 性能試験 金属の性能試験の記載があ
り、現場指示とありますが、現
場指示内容を具体的にご指
示ください。

○ 不要とします。

144
ZA-
008

18 ③ 素地ごしらえ 石膏ボード面の素地ごしらえ
について以下をご指示くださ
い。
1）Ａ種は全面パテシゴキ＋研
磨紙ズリの工程があります。全
面パテシゴキではなく、目地
部のみのパテシゴキとしてよ
ろしいでしょうか。
2）ご回答が不可の場合、Ａ種
の範囲を具体的にご指示くだ
さい。（Ｂ種の記載もあり範囲
が特定できません）

○ よろしいです。

145
ZA-
009

19 22 遮音性能
室間音圧レベル差、内外音
圧レベル差においてＤ-61と
あります。以下をご指示くださ
い。
1）図示通り施工した場合性能
が確保されるものとし、図示以
外は見込むものがないとして
よろしいでしょうか。
2）ご回答が不可の場合、図示
以外に計上する必要なものの
詳細をご指示下さい。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を提案くださ
い。

146
ZA-
009

19 23 性能試験
シールドの性能試験が図示さ
れていますが、シールド工事
は別途工事の為試験も別途
工事としてよろしいでしょうか。
ご回答が不可の場合、試験が
必用な室名をご指示くださ
い。

○ よろしいです。



147
ZA-
010

20 36 敷地境界石標

敷地境界石標の設置カ所を
ご指示ください。

○
現地調査の上適宜判断くだ
さい。

148
ZA-
011

22 ② 路盤
路盤においてクラッシャランと
再生クラッシャランの２種類の
記載がありますが、すべて再
生クラッシャランとしてよろしい
でしょうか。
ご回答が不可の場合、使い分
けをご指示ください。

○
よろしいです。追加資料⑧
参照ください。

149
ZA-
011

23 ⑥ 性能試験
性能試験は不要としてよろし
いでしょうか。

○ よろしいです。

150
ZA-
011

施
工
事
項

外壁断熱
外壁断熱の必用範囲を具体
的にご指示ください。（必要範
囲が不明です。断熱範囲図
の発行をお願いします）

○
外壁廻り（柱、梁、スラブは
外壁部から1000迄）見込ん
でください。

151
ZA-
011

施
工
事
項

各水槽
各水槽の水上及び水下のレ
ベル及び増し打ち補強筋をご
指示ください。

○
性能が確保できる範囲で適
宜計画して下さい。

152
ZA-
011

施
工
事
項

屋上メンテナンス
デッキ 屋上メンテナンスデッキの仕

様をご指示ください。
○

ZA-085参照の上、適正な性
能を確保できる仕様を想定く
ださい。

153
ZA-
086

Ｂ18 天井開口補強

B18詳細において以下をご指
示ください。
1）600×600の3,300カ所及び
700カ所は天井点検口を含め
た天井開口補強の全数量とし
てよろしいでしょうか。（すべて
600×600として計上）
2）ご回答が不可の場合、天井
点検口、開口補強サイズ別の
棟別数量をご指示ください。

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

154

ZA-
022、
041
他

設計ＧＬ
設計ＧＬは矩計図より
TP+104.5としてよろしいでしょ
うか。
ご回答が不可の場合、病院本
館の領域Ａ，Ｂの範囲をご指
示ください。

○ ZA-004参照ください。

155
ZA-
55

16 ⑲ 性能試験
建具工事　１９.性能試験にお
いて､各試験の「性能の区分」
「試験体の寸法」「試験箇所」
の記載がありません、各性能
試験は該当なしとしてよろしい
でしょうか。
上記が不可の場合、各試験
の「性能の区分」「試験体の寸
法」「試験箇所」について、具
体的にご指示ください。

○ よろしいです。

156

ZA-
073
～
080

手術室内装工事
の工事区分

手術室仕様書(参考図)の工
事区分において､工事区分表
に手術室内装工事に(別途工
事)と記載がありますが､本工
事より別途工事と考えてよろし
いでしょうか｡

○ よろしいです。

157

ZA-
073
～
080

備品工事の工事
区分

 手術室仕様書(参考図)の工
事区分において､備品工事の
記載がありますが､本工事より
別途工事と考えてよろしいで
しょうか｡

○ よろしいです。

158

ZA-
081
083
084

MRI室･脳波筋電
室･聴力室の工
事区分

MRI室･脳波筋電室･聴力室
の工事区分において､工事区
分表にｼｰﾙﾄﾞ(別途工事)と記
載がありますが､本工事より別
途工事と考えてよろしいでしょ
うか｡

○ よろしいです。



159
ZA-
082

放射線防護室壁
鉛ﾎﾞｰﾄﾞの工事区
分

ｼｰﾙﾄﾞ詳細図(2)(参考図)にお
いて､工事区分表で鉛ﾎﾞｰﾄﾞ･
鉛ﾃｰﾌﾟにｼｰﾙﾄﾞ(別途工事)と
記載がありますが､本工事より
別途工事とし､D-8柱部詳細
図より表面GB+仕上及びLGS
下地のみ建築工事範囲と考
えてよろしいでしょうか。

○ よろしいです。

160
ZA-
040

免震ﾋﾟｯﾄ天井 矩計図(1)において､免震ﾋﾟｯﾄ
天井にﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ+ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ
t30打込と記載がありますが､ﾌ
ﾗｯﾄﾃﾞｯｷの為 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰ
ﾑ吹付t25と考えてよろしいで
しょうか。

○ よろしいです。

161
ZA-
034
040

ﾋﾟｯﾄ排水溝 矩計図（１）において､免震ﾋﾟｯ
ﾄに排水溝の図示があります
が、免震層平面図に記載があ
りません。施工範囲をご指示
ください。

○ 四周想定ください。

162
ZA-
034
035

ﾋﾟｯﾄの仕上
ﾋﾟｯﾄ図・免震層平面図におい
て､下記水槽の記載がありま
すが､仕上は塗膜防水と考え
てよろしいでしょうか。程度も
併せてご指示ください。
  ①厨房排水槽
  ②雑排水槽
  ③汚水槽
  ④冷却水槽
  ⑤放流水槽
  ⑥感染系排水設備
  ⑦検査系排水設備
  ⑧緊急汚水槽
  ⑨雑用水受水槽
  ⑩冷却塔補給水槽

○
ZA-011参照の上、適正な性
能を確保できる仕様を想定く
ださい。

163

ZA-
027
～
033

鉄骨面の塗装
内部階段の見掛り鉄骨面はＳ
ＯＰ塗装と考えてよろしいで
しょうか。

○ よろしいです。

164
ZA-
045
090

F01
F02
F05

流し前の仕上
  1階平面詳細図(1)におい
て､処置室他に流し台の記載
がありますが、流し前壁にｷｯﾁ
ﾝﾊﾟﾈﾙ等の仕上は必要でしょ
うか。

○ 不要とします。

165
ZA-
090

F01
F02
F05

流し前の仕上
  上記質問において必要な場
合､該当する範囲は部分詳細
図(6)のF01･F02流し付作業
台及びF05流し台(既製品）の
背面壁と考えてよろしいでしょ
うか。程度も併せてご指示くだ
さい。

○ 質疑112による。

166
ZA-
066

間仕切の仕様   地下１階-間仕切壁計画図
において､ﾎﾟﾝﾌﾟ室･廃棄物
(11-12･I-J間)の間仕切仕様
が不明です｡間仕切の仕様を
ご指示ください｡

○ RC素地とします。

167

ZA-
043
～
053

小便器前
汚垂石   WC(M)において､図面中小

便器前に汚垂石の図示があり
ません｡必要な場合､仕様･厚
み･表面仕上をご指示くださ
い｡

○ 不要とします。

168
ZA-
０89

E15 防水上の断熱材
  部分詳細図(5)において､浴
室出入口排水溝詳細で床ｱｽ
ﾌｧﾙﾄ防水上に断熱材t25の
記載がありますが､断熱材t25
の仕様をご指示ください｡

○ ZA-009参照ください。

169
ZA-
０91

F25 ｽﾘｯﾄ照明
  部分詳細図(7)において､ｽ
ﾘｯﾄ照明詳細の記載がありま
すが､W×H寸法及び天井取
合見切縁の仕様をご指示くだ
さい｡

○
W150×H50　見切材フクビ
FC-12S同等品程度としま
す。

170
ZA-
052

畳の割り付け
  5階平面詳細図において､分
娩(畳)と記載がありますが､畳
の割り付け範囲及び畳の仕
様をご指示ください｡

○

範囲は分娩畳と記載の部屋
すべてです。（準備室等の
隔壁より西側）
仕様はZA-009参照くださ
い。



171
ZA-
086

B28 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
  部分詳細図(2)において､畳
廻り詳細に複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの記
載がありますが､厚み･表面仕
上をご指示ください｡

○ 不要とします。

172
ZA-
086

B28 框の仕様
  又､框90×60 UC塗と記載が
ありますが､材種をご指示くだ
さい｡

○ タモとします。

173
ZA-
005

9 ⑩ 地下
外壁防水の範囲   建築工事特記仕様書(3)に

おいて､塗膜防水Y-1 擁壁全
周と記載がありますが､施工範
囲をご指示ください。

○ 記載通り適宜想定ください。

174

ZA-
028
～
030

EXP.J
 1～3階平面図において､病
院本棟と健診ｾﾝﾀｰ棟取合に
EXP.Jの記載がありますが､
床･壁･天井各々の仕様･表面
仕上･寸法をご指示ください。

○
ABC商会アーキパンション
免震シリーズ同等品程度と
し、適宜想定ください。

175
ZA-
089

E04
a

ﾗｲﾆﾝｸﾞ器具取付
補強   ﾗｲﾆﾝｸﾞ部器具取付補強の

仕様が相違しています｡
  ZA-089図(部分詳細図(5))
詳細図　 - 積層合板t12
  ZA-089図(部分詳細図(5))
欄外注記- 耐水積層合板t15
耐水積層合板t15でよろしい
でしょうか｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を提案くださ
い。

176
ZA-
019

Ⅲ-1 ⑩ ㉗ 壁掛けﾃﾚﾋﾞ
壁補強

  工事区分表(1)において､壁
掛けﾃﾚﾋﾞ用壁補強(D8-14)が
建築工事と記載されています
が､詳細及びか所数をご指示
ください｡

○
平面詳細図及びZA-088
D-04参照ください。

177
ZA-
019

Ⅲ-1 ⑩ ㊵ 患者案内用壁掛
けﾓﾆﾀｰ壁補強

  工事区分表(1)において､患
者案内用壁掛けﾓﾆﾀｰ壁補強
が建築工事と記載されていま
すが､詳細及びか所数をご指
示ください｡

○
平面詳細図及びZA-088
D-04参照ください。

178
ZA-
019

Ⅲ-1 ⑮ ⑤ ｼｬｳｶｽﾃﾝ壁補強
  工事区分表(1)において､ｼｬ
ｳｶｽﾃﾝ壁補強が建築工事と
記載されていますが､詳細及
びか所数をご指示ください｡

○ 不要とします。

179
ZA-
019

Ⅲ-1 ⑮ ①②
⑩⑪
⑫⑯

一般医療機器等
取付け下地・補
強

  工事区分表(1)において､一
般医療機器等の①②⑩⑪⑫
⑯が別途工事とありますが、
取付け下地・補強工事につい
ても別途工事としてよろしいで
しょうか。
上記が不可で、取付け下地・
補強工事が建築工事となる場
合､取付け下地・補強工事に
ついて、下地・補強要領等の
詳細及びか所数をご指示くだ
さい｡

○ よろしいです。

180
ZA-
020

Ⅲ-2 ① ⑨ ｵﾑﾂ交換ﾕﾆｯﾄ   工事区分表(2)において､外
来診療部 ｵﾑﾂ交換ﾕﾆｯﾄが建
築工事と記載されています
が､設置場所･か所数及び程
度をご指示ください｡

○
ZA-089　E-19参照くださ
い。

181
ZA-
020

Ⅲ-2 ⑧ ② ﾘﾊﾋﾞﾘ機器天井･
壁補強

  工事区分表(2)において､ﾘﾊ
ﾋﾞﾘ機器 天井･壁補強が建築
工事と記載されていますが､
詳細及びか所数をご指示くだ
さい｡

○ 不要とします。

182
ZA-
020

Ⅲ-2 ③ ⑰ ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ掛け
  工事区分表(2)において､放
射線のﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ掛けが建築
工事と記載されていますが、
設置場所･か所数及び詳細を
ご指示ください｡

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

183
ZA-
020

Ⅲ-2 ④ ③ ｴｱｼｬﾜｰ
  工事区分表(2)において､薬
局のｴｱｼｬﾜｰが建築工事と記
載されていますが､設置場所･
か所数及び詳細をご指示くだ
さい｡

○ 不要とします。



184
ZA-
087

C
07
～
09

消火器ﾎﾞｯｸｽ

  部分詳細図(3)において､消
火器ﾎﾞｯｸｽのか所数が下記の
様に記載されていますが､病
院本棟･健診ｾﾝﾀｰ棟に適用
となるのでしょうか､ご指示くだ
さい｡
　･C-07.消火器ﾎﾞｯｸｽ1　-
新病院棟 10か所
　･C-08.消火器ﾎﾞｯｸｽ2　-
新病院棟  4か所
　･C-09.床置型消火器ﾎﾞｯｸｽ
-　新病院棟 32か所
　
ｻｰﾋﾞｽ棟　 7か所
　
(下段には30か所と記載され
相違)

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め適宜想定くださ
い。

185
ZA-
087

C
07
～
09

消火器ﾎﾞｯｸｽ
  上記質問において､適用と
なる場合､ｻｰﾋﾞｽ棟とは健診ｾ
ﾝﾀｰの事と考えてよろしいで
しょうか｡

○ よろしいです。

186
ZA-
087

C
07
～
09

消火器ﾎﾞｯｸｽ
  上記質問において､適用と
ならない場合､各棟毎の各消
火器ﾎﾞｯｸｽ(C-07～09)のか所
数をご指示ください｡

○ 質疑132による。

187
ZA-
087

C10 壁用点検口
  部分詳細図(3)において､壁
用点検口(W600×H900)の設
置場所が適宜配管確認か所
に設置とする｡と記載がありま
すが､か所数をご指示くださ
い｡

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

188
ZA-
087

C11 ｱﾙﾐ型材枠
壁点検口

  部分詳細図(3)において､ｱﾙ
ﾐ型材枠壁点検口のか所数が
600か所(場所は現場指示とす
る｡)と記載がありますが､全て
病院本棟に設置と考えてよろ
しいでしょうか｡

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

189
ZA-
088

D02 点滴ﾌｯｸ   部分詳細図(4)において､点
滴ﾌｯｸの設置場所が処置室､
病室及び必要諸室に適宜設
置する｡と記載がありますが､
具体的な設置場所及びか所
数をご指示ください｡

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

190
ZA-
088

D04 壁付ﾃﾚﾋﾞﾓﾆﾀｰ
補強

  部分詳細図(4)において､壁
付ﾃﾚﾋﾞﾓﾆﾀｰ補強の設置場
所が図示による｡と記載があり
ますが､図示がありません｡設
置場所及びか所数をご指示く
ださい｡

○ 平面詳細図参照ください。

191
ZA-
089

E15 浴室入口排水溝
目皿

  浴室の入口排水溝部に目
皿は必要でしょうか、必要な
場合、仕様・サイズ・員数等を
ご指示ください。

○
丸型網　外壁64ｍｍ　SUS製
１か所想定ください。

192
ZA-
089

E17 天井裏
排水ﾊﾟﾝ   部分詳細図(5)において､天

井裏 排水ﾊﾟﾝの施工範囲が
手術部･放射線室等高額医療
機器使用室に適用と記載が
ありますが､具体的な施工範
囲または必要長さ等をご指示
ください｡
また、排水のルートについて
も具体的にご指示ください。

○

重要室は、電気室、サー
バー室、中央監視室、防災
センター、放射線撮影室及
び操作室内操作機器設置
部、手術室とします。

193

ZA-
027
～
033

屋内階段手摺   各階平面図において､屋内
階段の記載がありますが､内
回りは自立手摺､外回りは壁
付手摺が必要と考えてよろし
いでしょうか｡

○ よろしいです。

194

ZA-
027
～
033

屋内階段手摺

  上記質問において､自立手
摺･壁付手摺 各々の詳細をご
指示ください｡

○

自立手摺
４０φP.V.Cタイヤ軟質合成
樹脂　FB-9×19　支柱：FB-
9×32＠1200
手摺子：□ー12×25×1.6＠
110
壁付手摺：ZA-087　C-20参
照
を想定ください。



195
ZA-
055

⑧ 鍵箱

  建具特記仕様書において､
鍵箱は※(補16.7.1)による｡と
記載がありますが､補16.7.1が
ありません｡鍵箱のか所数及
び程度をご指示ください｡

○ ZA-015参照ください。

196
ZA-
087

C05 ﾏｼﾝﾊｯﾁ
  部分詳細図(3)において､床
ﾏｼﾝﾊｯﾁの記載がありますが､
設置場所及び寸法･か所数が
不明です｡ご指示ください｡

○
排水槽など含め必要箇所に
適宜想定ください。

197
ZA-
087

C06 設備ﾎﾞｯｸｽ類
  部分詳細図(3)において､設
備ﾎﾞｯｸｽ類の壁納まりの記載
がありますが､設備ﾎﾞｯｸｽ本体
(扉･ﾎﾞｯｸｽ:ｽﾁｰﾙT1.6､
枠:FB-6×60､取付け金物:L-
40×40×5)は設備工事と考え
てよろしいでしょうか｡

○ ZA-019参照ください。

198
ZA-
087

C06 設備ﾎﾞｯｸｽ類   上記質問において､建築工
事の場合､補助散水栓､連結
送水ﾎﾞｯｸｽ､避雷設備端子ﾎﾞｯ
ｸｽ 各々のか所数をご指示く
ださい｡

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

199
ZA-
087

C06 設備ﾎﾞｯｸｽ類
  又､補助散水栓設置か所に
はC-15 1か所見込むこと｡と
記載がありますが､部分詳細
図(3)でC-15の詳細はﾒﾝﾃﾅﾝ
ｽ用鉄骨階段となっています｡
補助散水栓か所に1か所見込
むC-15の詳細をご指示くださ
い｡

○ C-07に読み替えください。

200
ZA-
052

握り縄用架台   5階平面詳細図において､分
娩(畳)に握り縄架台の記載が
ありますが､詳細をご指示くだ
さい｡

○ D-05を想定ください。

201

ZA-
065
～72

可動式
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ   壁凡例図において､可動式

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ(StP-2)の記
載がありますが､凡例の記載
が無く､地下1～6階-間仕切
計画図にも記載がありません｡
可動式ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝは不
要と考えてよろしいでしょうか｡

○ 建具指示図参照ください。

202

ZA-
065
～72

可動式
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

  上記質問において､必要な
場合､施工範囲をご指示くだ
さい｡

○ 質疑149による。

203

ZA-
040
～
042
045
～
053

ｶｰﾃﾝ､
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ   矩計図(1)～(3)において､外

壁ｻｯｼ前ﾎﾞｯｸｽがｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ
と記載されていますが､各階
平面詳細図ではﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸ
ｽとなっており､使い分け範囲
が不明確です｡病室をｶｰﾃﾝ
ﾎﾞｯｸｽとし､病室以外は全てﾌﾞ
ﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽと考えてよろしい
でしょうか｡

○ よろしいです。

204

ZA-
027
034
035
085

087

A05

C03
C04
C13

地下ﾋﾟｯﾄ

  部分詳細図(1)･(3)において
下記地下ﾋﾟｯﾄ関連詳細の記
載がありますが､地下1階･免
震層･ﾋﾟｯﾄ平面図で施工範囲
が不明です｡各々の施工範
囲･か所数をご指示ください｡
　<部分詳細図(1)>
　･A-05.地下水槽:水抜き
　　人通口φ600
　　通気管VPφ100
　　水抜きVPφ200半割
　<部分詳細図(3)>
　･C-03.化粧床下点検口(15
か所と指示数量の記載有り)
　･C-04.床下点検口(ﾏﾝﾎｰﾙ
φ600)
　･C-13.ﾀﾗｯﾌﾟ(ｽﾗﾌﾞ支持)

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。



205
ZA-
085
087

A05
C13

地下ﾋﾟｯﾄ ﾀﾗｯﾌﾟ
  上記質問において､地下ﾋﾟｯ
ﾄﾀﾗｯﾌﾟの仕様が相違していま
す｡
　ZA-085図(部分詳細図(1))
- 打込型ﾀﾗｯﾌﾟ
　ZA-087図(部分詳細図(3))
- 梯子型
梯子型でよろしいでしょうか｡

○ 宜しいです。

206
ZA-
005

8 ② 床ALC
  建築工事特記仕様書(3)に
おいて､階段1天井面に床
ALCﾊﾟﾈﾙ施工(防火区画形
成のため)と記載があります
が､範囲及び断面詳細をご指
示ください｡

○ 記載通りです。

207
ZA-
045

床暖房

  1階平面詳細図(1)におい
て､総合待合(4-5･H-I通り間)
に床暖房範囲(FL-100)の記
載がありますが､断面詳細及
び床暖房工事と建築工事の
取合をご指示ください。

○

電気式床暖房（設備工事）
断熱材ｔ25硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
＋
ワイヤーメッシュ＋
コンクリートｔ75＋
床仕上げ
を想定ください。

208
ZA-
087

C02 ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ系
塗床   部分詳細図(3)において､厨

房用排水溝仕上にﾋﾞﾆﾙｴｽﾃ
ﾙ系塗床と記載がありますが､
程度をご指示ください｡

○
適性な性能を確保できる仕
様を想定ください。

209
ZA-
009
020

19
Ⅲ-2

㉓
① ⑥

性能試験
  建築工事特記仕様書(7)に
おいて､性能試験にｼｰﾙﾄﾞ(全
数)と記載がありますが､  工事
区分(2)よりｼｰﾙﾄﾞ工事は別途
工事の為､性能試験も別途工
事と考えてよろしいでしょう
か。

○ よろしいです。

210
ZA-
005
089

9
E15

⑤ 排水溝仕上
  浴室排水溝の仕上が相違し
ています｡
  ZA-005図(建築工事特記仕
様書(3)) - ｹｲ酸質塗布防水
(C-UI)
  ZA-089図(部分詳細図(5))
- 防水材混入ﾓﾙﾀﾙ
防水剤混入ﾓﾙﾀﾙでよろしい
でしょうか｡

○
ZA-011参照の上、適正な性
能を確保できる仕様を想定く
ださい。

211
ZA-
006
089

10
E14

② 浴室笠木

  浴室ﾗｲﾆﾝｸﾞ笠木 花崗岩の
表面仕上が相違しています｡
  ZA-006図(建築工事特記仕
様書(4)) - 水磨き
  ZA-089図(部分詳細図(5))
- 本磨き
本磨きでよろしいでしょうか｡

○ 宜しいです。

212
ZA-
010

20 4 移動間仕切
ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ
下地補強

  建築工事特記仕様書(８）に
おいて､ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ取付け下
地補強(※ﾗﾝﾅｰに加わる重
量の5倍以上の荷重に耐えら
れるもの､防振･防音を行う)の
記載がありますが､詳細(防振･
防音の詳細含む)をご指示く
ださい｡

○ 適宜想定ください。

213
ZA-
010

20 7 掲示板
  建築工事特記仕様書(8)に
おいて､掲示板の記載があり
ますが､施工範囲及び掲示板
の詳細をご指示ください｡

○
箇所数含め適宜想定くださ
い。

214
ZA-
10

20 15 浴槽
  建築工事特記仕様書(8)に
おいて､浴槽(材種:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
系人造大理石､形態:単槽･ﾕ
ﾆｯﾄ､寸法:1200)の記載があり
ますが､設置場所･か所数及
び程度をご指示ください｡

○ ZA-094参照ください。

215
ZA-
20

Ⅲ-2 ⑫ ④ ｷｬｯｼｭｺｰﾅｰ
三方枠

  工事区分表(2)において､
ｷｬｯｼｭｺｰﾅｰ用三方枠が建築
工事と記載されていますが､
寸法･仕様･表面仕上をご指
示ください｡

○ ZA-057参照ください。



216
ZA-
045

記載台   1階平面詳細図(1)におい
て､総合待合に記載台
(W1,200×D600　2か所)の記
載がありますが､詳細をご指示
ください｡

○ 追加資料④参照ください。

217
ZA-
085

A19 自動ﾄﾞｱｶﾞｰﾄﾞの
ｶﾞﾗｽ   部分詳細図(1)において､自

動ﾄﾞｱｶﾞｰﾄﾞの腰ｶﾞﾗｽが合せｶﾞ
ﾗｽT6+6と記載がありますが､
ｶﾞﾗｽの仕様をご指示ください｡

○
強化ガラスｔ６＋強化ガラスｔ
６仕様とします。

218
ZA-
088

D08 ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ回り
三方枠

  部分詳細図(4)において､ﾊﾟ
ｽﾎﾞｯｸｽ(別途)回り三方枠(SUS
T1.5 HL)の寸法が平面詳細
図による｡と記載がありますが､
平面詳細図に記載がありませ
ん｡設置場所及び寸法をご指
示ください｡

○ 追加資料④参照ください。

219
ZA-
090

F12 ｶﾞﾗｽﾌｰﾄﾞ
  部分詳細図(6)において､ｶﾞﾗ
ｽﾌｰﾄﾞの記載がありますが､施
工範囲をご指示ください｡

○ 追加資料④参照ください。

220
ZA-
020

Ⅲ-2 ⑫ ⑦ ｽｸﾘｰﾝ
  工事区分表(2)において､講
堂のｽｸﾘｰﾝが建築工事と記
載されていますが､ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯ
ｸｽのみ建築工事とし､ｽｸﾘｰﾝ
本体は別途工事と考えてよろ
しいでしょうか｡

○ スクリーンも本工事とします。

221
ZA-
020

Ⅲ-2 ⑫ ⑦ ｽｸﾘｰﾝ

  上記質問において､建築工
事の場合､ｽｸﾘｰﾝの程度･ｻｲ
ｽﾞをご指示ください｡

○

コクヨ手動式巻上スクリーン
講堂120インチ×３　150イン
チ×１　会議室80インチ×2
程度想定ください。

222

ZA-
055
106
107

⑱ 防煙垂壁
  法規ﾁｪｯｸ図-地下1階･1階
において､防煙区画(垂れ壁
H=500以上)(凡例:緑色の点
線)の記載がありますが､仕様
は建具特記仕様書 防災建具
欄に記載の可動式防煙垂壁
と考えてよろしいでしょうか｡

○ よろしいです。

223

ZA-
055
106
107

⑱ 防煙垂壁
  上記質問において､可動式
防煙垂壁の程度及びH寸法
をご指示ください｡

○
三和シャッター　BSM4同等
品程度　H500とします。

224
ZA-
19
048

Ⅲ-1 ⑭ ㉔ 講堂 暗幕

  工事区分表(1)において､暗
幕(講堂)の記載がありますが､
2階平面詳細図(2)で講堂に
記載されている外壁ｻｯｼｭ前
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ(凡例B)に設置
と考えてよろしいでしょうか｡

○ よろしいです。

225
ZA-
19
048

Ⅲ-1 ⑭ ㉔ 講堂 暗幕
  上記質問の暗幕の程度及
び暗幕用ｶｰﾃﾝﾚｰﾙの程度を
ご指示ください｡

○
サンゲツ　ナポリF同等品程
度（遮光１級）とします。

226
ZA-
088
113

D10
屋上目隠しﾊﾟﾈﾙ

屋上目隠しﾊﾟﾈﾙの仕様が相
違しています｡
  ZA-088図(部分詳細図(4)) -
押出成形ｾﾒﾝﾄ板
  ZA-113図(ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ棟)
- ALC
押出成形ｾﾒﾝﾄ板でよろしい
でしょうか｡

○ よろしいです。

227
ZA-
007

15 ④ 仕上塗材

  建築工事特記仕様書(5)に
おいて､仕上塗材に複層塗材
E(ﾌｯ素系 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ工
法)と記載がありますが､程度
をご指示ください｡

○
エスケー化研　レナラック同
等品程度を想定ください。

228
ZA-
008

建築工事特記仕
様書（6） ビニル床シート等の特記があ

りますが、使い分けが不明で
す。ご指示ください。

○
特記仕様書及び各室諸元
表より仕様を確認ください。



229
ZA-
010

13

建築工事特記仕
様書（８） 誘導ブロックは敷地出入口か

ら主玄関、主玄関から総合案
内、階段踊り場に設置するも
のと考えてよろしいでしょう
か。また仕様は主玄関から総
合案内まではSUS鋲とし、その
他は塩ビシートと考えてよろし
いでしょうか。

○

敷地出入り口から主玄関ま
では誘導ブロックを想定くだ
さい。他、適性な性能を確保
できる仕様を適宜想定くださ
い。

230
ZA-
011

施工事項
健診センター棟の改修につい
て、内容が不明です。ご教示
ください。

○ 既存資料を提示します。

231
ZA-
036、
037

立面図（１）（２）
凡例にあるG-1とG-2の表記
がありますが、立面図にはG
のみの表記が見受けられま
す。いずれの仕様かご教示く
ださい。また、LOW-E複層ガ
ラス、LOW-Eガラスとなってい
ますが、LOW-E複層とただの
複層と思われます。あわせて
ご指示ください。

○

北面、東面設置建具→
FL5+A12+FL5
南面、西面設置建具→Low-
E6+A6+FL5
とします。

232
ZA-
036、
037

立面図（１）（２）
凡例にあるH（アルミカーテン
ウォール）のガラス仕様及び
厚みが不明です。ご教示くだ
さい。

○ 質疑179による。

233
ZA-
036、
037

立面図（１）（２）
縦樋の記載がなく、不明で
す。仕様と共に範囲をご教示
ください。

○
ZA-011参照の上、適正な性
能を確保できる仕様を想定く
ださい。

234
ZA-
055

建具特記仕様書

建具一般枠はスチール曲げ
加工見付け２５ｍｍ、見込
200、SOP塗装
靴摺りは一般はなし、SAT以
上はB4、SUS仕上
扉金物はPH,LH,CL,DC,DS、
２枚扉ではFR追加、引き戸は
PP,DL
防火戸の２枚扉ではZ追加、
AT,PATではCL⇒GLに変更
WCはすべてアンダーカット
外部サッシュには網戸は不要
として考えてよろしいでしょう
か。

○
よろしいです。
網戸はZA-055より必要で
す。

235
ZA-
073

手術室仕様書
建築工事に記載のあるX線防
護処理については、シールド
工事と記載ありますが、シー
ルド工事は別途工事と考えて
よろしいでしょうか。

○ 宜しいです。

236
ZA-
102

外構計画図
図面では特にフェンス等は見
受けられませんが、救急アプ
ローチ路東側突当たりから北
側敷地境界線上折れ点（H-I
中間）までにガードレールを
見込むものと考えてよろしい
でしょうか。

○
現地調査の上、必要な場合
適宜想定ください。

237
ZA-
105

平均地盤面算定
図 血液浄化センター棟の地盤

高さの設定レベルでは、現況
地盤レベルから判断すると擁
壁が必要と思われます。基礎
を含む擁壁の図面をご教示く
ださい。また、東面斜面地及
び血液浄化センター建設地
における開発行為非該当に
至る既存地盤高さの維持に関
する資料、協議録もあわせて
ご提示ください。

○
事前相談資料参照くださ
い。

238
ZA-
113

マニホールド棟
マニホールド棟の立面図が西
側のみの表記となっていま
す。タラップ等の出入部など
不明です。他の面についても
ご教示ください。

○

屋上目隠し部に開口Ｗ９００
×Ｈ２１００、１か所を想定く
ださい。
換気等に必要なガラリを適
宜想定ください。



239

血液浄化セン
ター棟

入札実施要項書に関する質
疑回答No19、No31によります
と、血液浄化センタ―につい
ては申請図面があり、本件落
札者は建設のみを実施すると
いうことになると理解してよろ
しいか。

○ よろしいです。

240

各種性能

各種工事における性能につ
いては、図面に記載されてい
る内容の施工において、性能
を満たしているものとしてよろ
しいでしょうか。

○ 適宜判断ください。

241
S-56
～88

内装制限
  各室諸元表において､内装
制限の記載がありません｡各
室の内装制限をご指示くださ
い。

○
ZA-106～ZA-112法規
チェック図参照の上、適宜想
定ください。

242 S-68

17 天井仕上
  各室諸元表において､1F待
合･小児感染待合の天井仕上
欄に、岩綿吸音板※2は不燃
GBと記載がありますが、※2の
内容をご指示ください。

○

特に仕様を定めるものでは
ございませんので、今回は
配慮いただかなくて結構で
す。

243 S-75

2 床ﾚﾍﾞﾙ
  各室諸元表において､2F組
立･滅菌･中材室と仕分･洗浄
室の床ﾚﾍﾞﾙに一部-200と記
載がありますが､範囲をご指示
下さい｡

○
追加資料⑧及び構造図ZA-
018参照ください。

244 S-58

11 化粧ｹｲｶﾙ板
  各室諸元表において､1F調
理室壁仕上に化粧ｹｲｶﾙ板と
記載がありますが､厚み及び
程度をご指示ください｡

○ 0.8FK仕様ｔ6とします。

245 S-82

13 床･壁ﾀｲﾙ
  各室諸元表において､3･4F
SW大(洗髪)床仕上に磁器質
ﾀｲﾙ･壁仕上に陶器質ﾀｲﾙ(浴
室ﾀｲﾌﾟ)と記載がありますが､
各々のﾀｲﾙのサイズ角数及び
程度をご指示ください｡

○

ミスティパレット同等品→壁
部分
サーモタイルクォーツ同等品
→　床部分
とします。

246 S-85

1 OAﾌﾛｱ
置敷ﾀｲﾌﾟ   各室諸元表において､6F医

局休憩他床下地にOAﾌﾛｱ
置敷ﾀｲﾌﾟと記載がありますが､
程度をご指示ください｡

○
ナカ工業　DFシリーズ同等
品程度とします。

247 S-57

4
5
6

防塵塗装
既存建物の基礎底レベルか
ら、既存の山留めが推測され
ます。既存山留めの仕様・範
囲について資料をご提示くだ
さい。なお、資料がない場合
は、既存山留め等の地中障
害がないものと考えてよろしい
でしょうか。

○
ご提示の既存資料が全てと
なります。

248 S-86

14 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ
  各室諸元表において､階段
室1の床仕上がﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(1)
と記載がありますが､下地ﾓﾙﾀ
ﾙ内ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭの径･ﾋﾟｯﾁを
ご指示ください｡

○
ワイヤーメッシュ４φ５０□程
度とします。

249 S-57

6
7

ﾕﾆﾌｫｰﾑ棚
  各室諸元表において､B1Fﾕ
ﾆﾌｫｰﾑ､清潔ﾕﾆﾌｫｰﾑの造作
等欄にﾕﾆﾌｫｰﾑ棚の記載が
ありますが､詳細をご指示くだ
さい｡

○
ZA-090　F-16を想定くださ
い。

250 S-63

10 ｶﾌﾟｾﾙﾎﾃﾙ2段
  各室諸元表において､1F仮
眠室の造作等欄にｶﾌﾟｾﾙﾎﾃ
ﾙ2段の記載がありますが､建
築工事-別途工事のいずれで
すか､ご指示ください｡

○ 建築工事とします。

251 S-63

10 ｶﾌﾟｾﾙﾎﾃﾙ2段
  上記質問において､建築工
事の場合､詳細をご指示くだ
さい｡

○
コトブキシーティング　スリー
プカプセル同等品程度とし
ます。



252 S-65

18 尿量測定器   各室諸元表において､1F血
液浄化 WCの特記すべき仕
上げ等欄に尿量測定器の記
載がありますが､建築工事-別
途工事のいずれですか､ご指
示ください｡

○ 別途工事とします。

253 S-65

18 尿量測定器
  上記質問において､建築工
事の場合､詳細をご指示くだ
さい｡

○ 質疑12による。

254
S56
～
S88

各室諸元表
電気設備において照明器具
の埋め込み仕様の記載、ま
た、機械設備のPACや換気
設備について天井設備開口リ
ストをご教示ください。

○ 適宜想定ください。

1
ZA-
004

Ⅳ １ 10

起工式・上棟式
に要する費用 工事請負金額に含むとありま

すが、各々何名程度を予定さ
れているでしょうか。

現場協議によります。

2
ZA-
004

Ⅳ １ 12

工事保険会社 工事費見積要項書によるとあ
りますが見つかりません。ご指
定がございましたらご教授くだ
さい。

適宜想定ください。

255
ZA-
004

Ⅳ １ 10

起工式・上棟式
に要する費用 工事請負金額に含むとありま

すが、各々何名程度を予定さ
れているでしょうか。

現場協議によります。

256
ZA-
004

Ⅳ １ 12

工事保険会社 工事費見積要項書によるとあ
りますが見つかりません。ご指
定がございましたらご教授くだ
さい。

適宜想定ください。

257
ZA-
004

Ⅳ １ 18

試験・検査費用
工事請負金額に含む（交通費
及び宿泊費）とございますが、
輸入品・海外検査の予定はご
ざいますでしょうか。

○ ございません。

258
ZA-
004

Ⅳ ２ 4

工事用水
構内既存施設　既存利用(有
償)出来るとございますが、 各
工事Step毎に　どの位置から
利用させて頂ければよろしい
でしょうか。

○
使用量等も明確でない為、
落札者と協議します。

259
ZA-
004

Ⅳ ２ 5

工事用電力 構内既存施設　既存利用(有
償)出来るとございますが、 各
工事Step毎に　どの位置から
利用させて頂ければよろしい
でしょうか。

○
使用量等も明確でない為、
落札者と協議します。

260
ZA-
005

Ⅳ ９

試験・検査費用
下記 特記事項におきまして､
試験要領･試験か所数をご教
授ください。
また、全数とありますが、原位
置試験ですと、かえって漏水
の原因となりえます。 別途試
験体による､試験と考えてよろ
しいでしょうか。
・防水　塗膜厚試験：施工か
所全て

○
別途試験体による試験と考
えて結構です。

261
ZA-
006

Ⅳ 10

試験・検査費用

下記 特記事項におきまして､
試験要領･試験か所数をご教
授ください。
・石　吸水率試験

○ 不要とします。

262
ZA-
006

Ⅳ 11

試験・検査費用
下記 特記事項におきまして､
試験要領･試験か所数をご教
授ください。
・ﾀｲﾙ　吸水率試験

○ 不要とします。

263
ZA-
008

Ⅳ 17 2､4

試験・検査費用
下記 特記事項におきまして､
試験該当範囲･試験か所数を
ご教授ください。
・ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ　実大試験　行う
（耐風圧性、層間変位追従
性、等圧性、排水経路）

○ 不要とします。



264
ZA-
008

Ⅳ 18

試験・検査費用 20性能試験：塗厚試験　行う
とありますが、「防塵塗装：ﾛｰ
ﾗｰ刷毛塗、主剤2回、
0.25kg/m2以上」については、
当該性能試験に該当しない
物と考えてよろしいでしょう
か。

○ よろしいです。

265
ZA-
008

Ⅳ 19 2

試験・検査費用

下記 特記事項におきまして､
測定ヶ所数をご教授くださ
い。
・揮発性有機化合物の室内濃
度の測定

○

診察室、血液浄化室、化学
療法室、リハビリ室、講堂、
各階病室１床室、４床室、SS
内準備室、医局、幹部諸室
１室程度とし、
現場監理者と協議ください。

266
ZA-
010

Ⅳ 20

ｶｰﾃﾝ本体
ｶｰﾃﾝ本体については、別途
工事と考えて宜しいでしょう
か。

○ よろしいです。

267
ZA-
010

Ⅳ 20 38

試験・検査費用
下記 特記事項におきまして､
試験要領･試験か所数をご教
授ください。
・後付けｱﾝｶｰ　引抜き試験

○ 現場監理者と協議ください。

268
ZA-
010

Ⅳ 20 8

サイン工事
ZA-010　8.表示　でサイン工
事は図示になっていますが図
面がありません。設置箇所（外
部、内部とも）と仕様について
ご指示願います。

○ 追加資料⑦参照ください。

269
ZA-
011

Ⅳ
22
22

10
6

試験・検査費用 下記 特記事項におきまして､
試験要領･試験か所数をご教
授ください。
・締固土試験

○ 現場監理者と協議ください。

270
ZA-
011

Ⅳ 23 6

試験・検査費用
下記「試験・検査費用」におき
まして､試験要領･試験か所数
をご教授ください。
・土壌の水素ｲｵﾝ濃度指数
(PH)及び電気伝導率(EC)

○ 現場監理者と協議ください。

271
ZA-
011

Ⅳ 23 7

試験・検査費用
下記「試験・検査費用」におき
まして､試験範囲･試験か所数
をご教授ください。
･既存樹林調査　樹勢、根回り

○
調査済みのため不要としま
す。
別途資料添付します。

272
ZA-
011

Ⅳ 24

ｺﾞﾝﾄﾞﾗ設備
今回該当なし　と考えて宜し
いでしょうか

○ よろしいです。

273
ZA-
012

1 5 1 d

補8節性能試験
補8節性能試験におきまして、
各種「試験・検査費用」の記載
がございます。特記仕様書に
記載のある試験以外に、　ど
の試験を追加すれば宜しい
でしょうか。ご教授ください。

○ 現場監理者と協議ください。

274
ZA-
011、
102

Ⅳ

外構舗装
ＺＡ-011の「施工事項」に駐車
場舗装は別途工事（運営委
託業者整備）とありますが、外
構図において舗装が別途工
事となる駐車場の範囲につい
てご指示願います。

○
１９６台と記載部分を想定く
ださい。

275
ZA-
019

Ⅲ 1 13

外構施設

工事区分表で外構工事となっ
ている外構フェンス、植栽庭
園、駐輪場、公用車車庫、救
急車車庫、ごみ置場の仕様が
不明です。ご指示願います。

○

外構フェンス-原則既存利用
とし設置必要箇所は現場調
査の上、適宜提案ください。
植栽庭園-別紙参照くださ
い。
駐輪場-別紙参照ください。
公用車車庫-LIXIL　アーキ
フィールドカールーフ同等品
程度を想定ください。
救急車車庫-不要とします。
ごみ置き場-不要とします。

276
ZA-
019

Ⅲ 1 1
19
20

工事施工に関す
る電波障害調査

図面記載の通り、別途としてよ
ろしいでしょうか

○
対策工事は別途工事として
ください。



277
ZA-
020

Ⅲ 2 3

工事区分表
無影灯及び放射線機器の天
井架台、アンカーが建築工事
となっておりますが、仕様等が
わかる図面をご教授ください。

○ 部分詳細図参照ください。

278
ZA-
021、
022

敷地の範囲

ＺＡ-021の計画地の範囲とＺ
Ａ-022の敷地境界線の範囲
が相違していますが、北側駐
車場は隣地（借地）でしょう
か。申請上の敷地範囲、外構
整備の範囲をご指示下さい。

○

北側駐車場は借地です。
申請上は別敷地、外構整備
は北側未舗装部のみ外構整
備費に含んでください。

279
ZA-
025、
026

延べ面積

病院棟R階の室外機置場等
が延べ面積に算入されていま
すが、屋根の設置（屋内的用
途）による面積算入でしょう
か。屋根の断面や仕様は見
当たりません。面積不算入と
するか、屋根仕様をご教授く
ださい。

○
容積算定不算入としていま
す。
屋根はなく開放仕様です。

280
ZA-
026

免震層の床面積

免震層の床面積に、階段及
びメンテナンス通路等が参入
されていませんが、不要でしょ
うか。

○
南側屋外階段を想定してい
ます

281
ZA-
028

医療機器搬入
ルート

CT、MRIについて、外部から
の搬入ルート、必要開口をご
教授ください。

○
待合１廊下端部に搬入開口
としてW2500×H2600程度
確保ください。

282
ZA-
028、
029

免震Ｅｘｐ．Ｊ金物

免震Ｅｘｐ．Ｊ金物の使用範囲
と仕様が不明です。ご指示願
います。

○
ABC商会アーキパンション
免震シリーズ同等品程度と
し、適宜想定ください。

283
ZA-
034、
035

雨水貯留槽
ピット平面図、外構図等に雨
水貯留槽が見当たりません
が、雨水流出抑制のための雨
水貯留槽は不要との理解で
宜しいでしょうか。

○ よろしいです。

284
ZA-
036、
037

外部建具 外部建具の仕様（大きさ、開
閉方法、ガラス仕様、ガラリの
有無等）が不明です。ご指示
願います。

○ 追加資料③参照ください。

285

ZA-
036、
037
ZM-
007
～
013

外部ガラリ

機械設備図ZM-007～013に
OAGの表記がありますが、建
築図の立面図に見当たりませ
ん。外部ガラリの大きさ、仕様
をご指示願います。

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

286
ZA-
038、
041

免震ピットの上部
塞ぎ 免震ピットの東側擁壁面は上

部開放で雨水が降り込む形
状となっていますが、犬走り等
の上部塞ぎが必要と思われま
すがいかがでしょうか。

○
他同様犬走りを想定くださ
い。

287

ZA-
069
～

071、
109
～
111

法チェック図、間
仕切壁計画図 令114条区画壁について、法

チェック図と間仕切壁計画図
に相違箇所がございますが、
法チェック図を正としてよろし
いでしょうか。

○ よろしいです。

288
ZA-
073

手術室仕様書
（参考図）
工事区分表

工事区分の項の「建築工事
（建築、電気、空調、衛生）」
に医療ガスや電話機等、ZA-
019・020の工事区分表で別途
工事となっている項目にも本
工事の記載があります。工事
区分表を正と考えて宜しいで
しょうか。

○ よろしいです。



289
ZA-
096

搬送設備
搬送設備仕様書において、
EV-4が
仕様書では、正面7箇所（B1
～6階）背面5箇所（B1，3～6
階）
平面図では、正面7箇所（B1
～6階）背面4箇所（B1，3～5
階）
と相違していますが、平面図
を正と考えて宜しいでしょう
か。

○ よろしいです。

290
ZA-
096

搬送設備
搬送設備仕様書において、
DW-1（オートリフト）が
仕様書では、6ステーション
平面図では、正面2箇所（B1，
2階）背面4箇所（1,3～5階）
と相違していますが、平面図
を正と考えて宜しいでしょう
か。

○ よろしいです。

291
ZA-
096

搬送設備
搬送設備にて、DW-1（オート
リフト）のメーカーリストがあれ
ば
ご提示下さい。

○
基本設計段階では検討にあ
たり日本シューターを参考に
しています。

292

ZA-
106
～
112

内部建具

機械排煙の廊下と自然排煙も
しくは告示1436号四の室・居
室とのドアについては、防煙
区画上不燃自閉式戸が必要
と思われますが、常閉式戸（ス
トッパー無し）で宜しいでしょう
か。ストッパー付の煙感知器
連動自閉式戸が必要な個所
があればご指示願います。

○
よろしいです。A-18参照くだ
さい。

293
ZA-
113

マニホールド棟
の基礎 マニホールド棟断面図で、基

礎深さがGL-2,300になってい
ますが、配置図を見ると既存
崖部分に建つため東側の基
礎底の大部分が現状地盤面
に到達していないと思われま
す。基礎形状を変更して地盤
への根入れを確保することで
宜しいでしょうか。

○
よろしいです。A-18参照くだ
さい。

294
ZA-
114

血液浄化セン
ター棟

室内仕上表に、カーテンとブ
ラインドの表記がありますが、
この施設のみ実装と捉えてよ
ろしいですか。

○ 別途としてください。

295
ZA-
114

仕上表：内壁石
膏ボード

仕上表におきまして「延焼の
恐れのある部分」は内壁石膏
ボードｔ12.5をﾃﾞｯｷ・屋根下ま
で達しせしめる事とございま
すが、「延焼の恐れのある部
分」が不明です。ご教授くださ
い。

○ 特にございません。

296
ZA-
115

血液浄化セン
ター棟の床レベ
ル

血液浄化センター棟の1F床レ
ベルに+250の表記があります
が、これは病院本棟の
1FL+250との理解でよろしい
でしょうか。

○
日影平均地盤に記載血液
浄化センターGLからの高さ
と想定ください。

297
ZA-
115、
117

血液浄化セン
ター棟の擁壁 血液浄化センター棟の1F床レ

ベルが病院本棟の1FL+250
の場合、血液浄化センター棟
の南側は地盤面が高いためド
ライエリア擁壁が必要になると
思われますが図面に記載が
ありません。ご指示願います。

○

事前相談書確認ください。
擁壁は適正な性能を確保で
きる仕様を適宜提案くださ
い。

298
ZA-
114、
115

仕上表：
防火区画・防火
上主要な間仕切
壁等

仕上表におきまして「防火上
主要な間仕切壁については、
石膏ボードｔ12.5とあるのは、
石膏ボードｔ15+9.5(両面貼)と
する」とありますが、各階平面
図において、「防火区画・防
火上主要な間仕切壁等」が不
明です。ご教授下さい。

○
１階居室と廊下の隔壁に適
宜想定ください。



299
ZA-
114、
115

各階平面図：
避難距離(2方向
避難)等の法規定

各階平面図には、「避難距離
(2方向避難)等の法規定につ
いては、ご検討願います。」と
ございます。　これは既に検
討済みとして宜しいでしょう
か。異なるようでしたら、「検討
内容」を改めてご教授くださ
い。

○

２方向避難は規模、用途か
ら不要と想定していますが、
実施設計での行政協議によ
り変更となる可能性もござい
ます。

300

A-8
ZA-
020
S-64

シールド工事の
工事区分 A-8の主要内外装仕上、各室

諸元表S-64の特記事項欄
に、放射線診断諸室の放射
線防護やMRI室のシールド工
事の記載がありますが、ZA-
020工事区分表では放射線防
護やシールド工事は別途工
事となっています。ZA-020工
事区分表を正として、別途工
事として宜しいでしょうか。

○ よろしいです。

301 A-53

新病院建設時の
工事エリア ステップ3新病院建設工事の

図において、既存病院側の仮
囲いの設定位置が新病院棟
に近すぎて免震ピットの山留
工事が困難と思われます。特
に、既存東病棟の東側バルコ
ニー（避難用滑り台）は歩道
上部にあるため、山留打設機
械がバルコニーと干渉すると
思われます。その場合、東側
バルコニー（避難用滑り台）を
先行撤去しても支障ないと考
えて宜しいでしょうか。

○
よろしいです。安全性を確保
の上、適正な施工方法を適
宜提案ください。

302
諸元
表S-
85

6Fの床仕上げレ
ベル

各室諸元表S-85で6F各室の
床レベルが±0となっています
が、OAフロアとする各室につ
いては、床スラブ高さは±0で
揃えて、その上に置敷きの
OAフロア50ｍｍ（床仕上げ面
が上がる）との理解で宜しい
でしょうか。

○ よろしいです。

303

改修工事内容
血液浄化センター棟につい
て、血液浄化センター本館移
転後の改修工事（様式7-2符
号21番）の工事内容が不明で
す。ご指示願います。

○ 特になしとします。

304

改修工事内容
既存健診センター改修工事
の工事内容が不明です。ご指
示願います。

○

法２２条→準防火地域へ変
更となっており、現行法への
適合を想定ください。
既存資料を提示しますの
で、併せて確認ください。

305

ZA-
036
ZA-
041
ZA-
088/
D10

ｼｰﾄ防水の断熱
材

屋上ｼｰﾄ防水(SI-M2)断熱は
t=35程度と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○ ｔ＝25程度としてください。

306
ZA-
054

屋上目隠し壁

屋上目隠し壁の仕様が下記
のように相違します｡
部分詳細図を正と考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡
×立面図:遮音ﾙｰﾊﾞｰ
×矩計図:防音ﾊﾟﾈﾙ
○部分詳細図:ECP目隠し壁

○ ZA-088　D-14とします。

307 共通

屋上からの竪樋

RF屋上からの竪樋は12本(各
ｽﾊﾟﾝ1本)と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○
適性な性能を確保できる仕
様を提案ください。

308  

竪樋の仕様
竪樋の仕様･ｻｲｽﾞは下記と考
えて宜しいでしょうか｡御指示
下さい｡
■ｻｲｽﾞ:φ100
■外部露出部：ｱﾙﾐ
■屋内配管：SGP管+防露巻
き

○
適性な性能を確保できる仕
様を提案ください。



309
ZA-
088/
D10

屋上配管取出口

屋上配管取出口はRC造
H=RF+1400程度と考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

310
ZA-
054

屋上目隠しﾊﾟﾈﾙ
下地鉄骨 屋上目隠しﾊﾟﾈﾙ下地鉄骨は

下記と考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡
■溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ
■柱：H-
300*300*10*15@2000
■控え柱：@4000
■梁：H-300*300*10*15 上
下2段
■ALC受けﾌﾞﾗｹｯﾄ材：C-
125*65*6*8 L=300 @600

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

311

ZA-
036
ZA-
037
ZA-
041
ZA-
054

設備架台鉄骨

RF屋上に機械基礎(+架台
H200orH300)の指示がありま
すが､架台鉄骨はどの程度を
見込めば宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

312
ZA-
088/
D13

RF庇
RF庇について､
立面図･矩計図ではRC庇が
ありますが､平面詳細図では
記載がありません｡庇有りを正
と考えて宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡

○ よろしいです。

313
ZA-
053

6F屋上目隠しﾙｰ
ﾊﾞｰ下地鉄骨 6F屋上目隠しﾙｰﾊﾞｰ下地鉄

骨は下記と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡
■溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ
■柱：H-150*150*7*10@2000
■控え柱：@4000
■梁：H-150*150*7*10

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

314

ZA-
053
ZA-
085/
A13

6F屋上目隠しﾙｰ
ﾊﾞｰ扉 6F屋上目隠しﾙｰﾊﾞｰに管理

用扉W1800*H2285を1ヶ所見
込んでも宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

315 共通

6F屋上ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ

6F屋上のｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷはH=300と
考えて宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

316

ZA-
037
ZA-
042
ZA-
052

外壁ALC･ECP
外壁ALC及び押出成形ｾﾒﾝﾄ
板のｺｰﾅｰ部分はｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ
(W=300+300)を使用すると考
えて宜しいでしょうか｡御指示
下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

317
ZA-
049

5F北側庇
5F北側庇について､
立面図･矩計図ではRC庇が
ありますが､平面詳細図では
記載がありません｡庇有りを正
と考えて宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡

○ よろしいです。

318
ZA-
049

3F屋上緑化
3F屋上緑化は軽量人工土壌
H=300程度と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡また､
植栽は別途工事と考えて宜し
いでしょうか｡併せて御指示下
さい｡

○
ZA-011参照の上、適正な性
能を確保できる仕様を提案く
ださい。

319
ZA-
048

3F屋上緑化の土
留め

3F屋上緑化の土留め壁はRC
造 DP(3)仕上げと考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○
ZA-011参照の上、適正な性
能を確保できる仕様を提案く
ださい。

320
ZA-
048

2F屋上 床仕上
げ 2F屋上の床が｢玉砂利洗い出

し､ﾓﾙﾀﾙ+合成樹脂塗床｣等
になっていますが､ｼｰﾄ防水
の上に保護ｺﾝｸﾘｰﾄ t80+各種
仕上げと考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡

○
アスファルト防水AI-2仕様と
します。



321
ZA-
048

2F屋上 手摺
2F屋上のﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄに手摺が必
要かと思いますが､ﾊﾞﾙｺﾆｰと
同仕様の手摺を設置すると考
えて宜しいでしょうか｡御指示
下さい｡

○ よろしいです。

322
ZA-
048

2F屋上 床仕上
げ 2F屋上の各床仕上げはどの

程度の物を見込めば宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡
■床ﾀｲﾙ仕上げ
■床ﾋﾟﾝｺﾛ舗装
■玉砂利洗い出し
■合成樹脂塗床(防滑性ﾀｲ
ﾌﾟ)

○
適正な性能を確保できる仕
様を想定ください。

323

ZA-
047
ZA-
088/
D11

2F屋上 床仕上
げ 2F屋上の各床仕上げの見切

金物､及び誘導床材は下記で
宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡
■床見切材：SUS FB-6*25
■誘導床材：SUS点字鋲

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

324
ZA-
088/
D11

救急庇

救急庇のサイズが平面詳細
図と部分詳細図とで相違しま
す｡
平面詳細図を正と考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡
○平面詳細図:W10.0*D2.8
×部分詳細図:W16.0*D2.4

○
宜しいです。D3.0としてくだ
さい。

325
ZA-
088/
D11

救急庇 鼻隠し

救急庇の鼻隠しｱﾙﾐは電解二
次着色と考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

326
ZA-
045

救急庇 竪樋
救急庇からの竪樋はφ75と考
えて宜しいでしょうか｡御指示
下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

327
ZA-
045

1F救急ﾋﾟﾛﾃｨ床
1F救急ﾋﾟﾛﾃｨの床はｱﾙﾌｧﾙﾄ
防水+防水押ｴｺﾝt100程度と
考えて宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

○
下階電気室に配慮しアス
ファルト防水程度を想定くだ
さい。

328
ZA-
036

1F救急ﾋﾟﾛﾃｨ 各
仕上

1F救急ﾋﾟﾛﾃｨの各仕上は下
記と考えて宜しいでしょうか｡
御指示下さい｡
■柱：押出成形ｾﾒﾝﾄ板+ﾀｲﾙ
張
■外壁：押出成形ｾﾒﾝﾄ板+ﾀｲ
ﾙ張
■天井：ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ t=1.0
A-1種
■軒天見切(成形板下端見
切)：ｱﾙﾐ W=100 電解二次着
色 既製品
■ｽﾗｽ下断熱材：発泡ｳﾚﾀﾝ
吹付 t=25
■ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ：L=1000

○

■柱型　 －ＡＬＣｔ５０の上Ｄ
Ｐ（３）
■外壁　－よろしいです。
■天井－アルミスパンドレル
ｔ１．０巾１５０
■軒天見切－よろしいで
す。
■スラブ下断熱材－よろしい
です。
■コーナーガード：L=900
とします。

329
ZA-
041

外壁ﾀｲﾙ

立面図凡例Bの外装タイルは
50三丁掛ﾀｲﾙと考えて宜しい
でしょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

330
ZA-
043

外壁の1F巾木
外壁の1F巾木は外装ﾀｲﾙ張
りと考えて宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡

○ よろしいです。



331

ZA-
036
ZA-
037

B1Fﾋﾟﾛﾃｨ 各仕
上

B1Fﾋﾟﾛﾃｨの各仕上は下記と
考えて宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡
■床：磁器質200角ﾀｲﾙ
■柱：押出成形ｾﾒﾝﾄ板+ﾀｲﾙ
張
■外壁：押出成形ｾﾒﾝﾄ板+ﾀｲ
ﾙ張
■天井：ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ t=1.0
A-1種
■軒天見切(成形板下端見
切)：ｱﾙﾐ W=100 電解二次着
色 既製品
■ｽﾗｽ下断熱材：発泡ｳﾚﾀﾝ
吹付 t=25
■ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ：L=1000

○

■床　 　　－コンクリート金
鏝素地
■柱型　　－ＡＬＣｔ５０の上
ＤＰ（３）
■軒天井 －ケイカル板ｔ６の
上ＥＰ－Ｇ
■軒天見切り－よろしいで
す。
■スラブ下断熱材－よろしい
です。
■コーナーガード：L=900
とします。

332

ZA-
028
ZA-
040
ZS-
017

屋外階段

各所 屋外階段の仕様は下記
と考えて宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡
■鉄部：溶融亜鉛ﾒｯｷ
■床：ﾁｪｯｶｰPL
■手摺：ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ
FB-6*90@100 縦格子
■ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ:横ﾙｰﾊﾞｰ@90<
久米工業 Will Louver FK-
1010同等>

○

宜しいです。
屋外階段手すり
屋外階段
手すり：St　FB-12×50溶融
亜鉛メッキ塗装　H=1100
手すり子：St　FB-9×35溶融
亜鉛メッキ塗装＠100縦格子
手すり柱：St　FB-12×50溶
融亜鉛メッキ塗装＠９００
とします。

333
ZA-
041

1F床仕上げ及び
免震EXP.J 矩計図より1Fの跳出し床は塗

膜防水仕上げと考えて宜しい
でしょうか｡また､免震EXPﾌﾟ
ﾚｰﾄは下記の範囲で宜しいで
しょうか｡併せて御指示下さ
い｡
■風除室1前：L=10800
■風除室3前：L=3000
■①通り階段部：L=1000
■①通りI-J間出入り口：
L=1000
■①通り救急部分：L=17600

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

334
ZA-
041

1F植栽帯
1F植栽帯の客土は緑化ｼｽﾃ
ﾑ 軽量人工土壌H=400(植栽
は別途)､水抜きﾊﾟｲﾌﾟVPφ
75@2000と考えて宜しいでしょ
うか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

335
ZA-
028

1F植栽帯
1F植栽帯内は塗膜防水､笠
木･外側立上りはDP(3級)塗と
考えて宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

336
ZA-
041

ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ1F手摺
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱの1F部分に落下防
止用の手摺が必要かと思いま
すが､ﾊﾞﾙｺﾆｰと同仕様の手
摺を設置しても宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

337

ZA-
036
ZA-
037

B1F外壁
B1Fの外壁はALCt100 素地
(ﾄﾞﾗｲｴﾘｱの見え掛かりのみ
DP(3級)塗と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○ ECP素地のままとします。

338

ZA-
036
ZA-
037

外壁ｻｲﾝ
外壁ｻｲﾝの仕様･詳細を御指
示下さい｡
また､外部ｻｲﾝは立面図に記
載の屋上部3ヶ所のみで宜し
いでしょうか｡併せて御指示下
さい｡

○ 追加資料⑦を参照ください。

339

ZA-
036
ZA-
041
ZA-
042

階数表示サイン
屋外階段に階数表示板は不
要で宜しいでしょうか｡必要な
場合は､仕様･設置数を御指
示下さい｡

○ 不要とします。



340
ZA-
018

1～2F外壁 ｻｯｼ
間DP(3)塗

矩計図で1～2F外壁 ｻｯｼ間･
ｻｯｼ上部DP(3)塗の下地が押
出成形ｾﾒﾝﾄ板とALCの2つ記
載されています｡
押出成形ｾﾒﾝﾄ板を正と考え
て宜しいでしょうか｡御指示下
さい｡

○ よろしいです。

341
ZA-
010

軒天 耐風圧仕様
軒天下地の耐風圧仕様は風
力圧2000N/㎡と考えて宜しい
でしょうか｡御指示下さい｡

○
適性な性能を確保できる仕
様を想定ください。

342 共通

煙突ﾗｲﾆﾝｸﾞ
特記(8)で煙突ﾗｲﾆﾝｸﾞが指示
されていますが､適用位置･長
さが不明です｡適用外と考え
て宜しいでしょうか｡御指示下
さい｡

○

カポスタック製同等品程度を
想定ください。煙道1,100×
1,100　外側にハイスタック
（断熱材）70ｍｍ＋コンクリー
ト200程度を想定ください。

343
ZA-
005

外壁ALC･成形
板の足元水切 外壁ALC･押出成形ｾﾒﾝﾄ板

の足元はｱﾙﾐ水切 W50*H50
の設置と考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡

○
適性な性能を確保できる仕
様を想定ください。

344 共通

地下外壁防水
特記(3)で擁壁全周に外壁防
水(Y-1)が指示されています
が､先やり工法でも宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○
適性な性能を確保できる仕
様を想定ください。

345

参考ﾒｰｶｰ

下記の同等品ﾒｰｶｰ品番・寸
法等のご指定がありましたら、
ご教授願います。
■2F屋上床 磁器質300角ﾀｲ
ﾙ
■天井ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ
■EXP.J金物 屋根･外壁
■免震EXP.J 床
■2F屋上床 合成樹脂塗床
■2F屋上床 ﾋﾟﾝｺﾛ舗装
■2F屋上床 玉砂利洗い出し

○

■天井スパンドレル-理研軽
金属　形状スパンドレル13ｍ
ｍ同等品程度
■EXP.J金物－ABC商会
アーキパンションシリーズ同
等品程度
■免震Exp.J金物－ABC商
会アーキパンション免震シ
リーズ同等品程度
■各仕上げ－適性な性能を
確保できる仕様を適宜想定
ください。

346

EXP.J EXP.Jの仕様は下記と考えて
宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡
■ｸﾘｱﾗﾝｽ:100
■1時間耐火仕様
■屋根･外壁とも：ｱﾙﾐ 電解着
色

○

■クリアランス；６００
■１時間耐火仕様
■屋根、外壁共：アルミ電解
着色
とします。

347
ZA-
113

屋上ｼｰﾄ防水
屋上ｼｰﾄ防水は｢S-M2
t=1.5(断熱無し)｣と考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡
外断熱仕様の場合は､断熱材
の厚みを併せて御指示下さ
い｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

348
ZA-
113

屋上からの竪樋

屋上からの竪樋はｶﾗｰVPφ
100 2本と考えて宜しいでしょ
うか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

349
ZA-
113

屋上受水槽基礎 屋上の受水槽基礎はｱｺﾞ付き
基礎
400*4000(600+4200)*H1000
7ヶ所程度と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○ 宜しいです。８か所とします。

350
ZA-
113

屋上配管取出口

屋上配管取出口はRC造
H=RF+1200程度と考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

351
ZA-
113

屋上目隠しﾊﾟﾈﾙ
屋上目隠しﾊﾟﾈﾙALCはt=100
複層塗材E(裏面は素地)､4面
に設置と考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡

○ ECP仕様とします。



352
ZA-
088/
D10

屋上目隠しﾊﾟﾈﾙ
下地鉄骨 屋上目隠しﾊﾟﾈﾙ下地鉄骨は

下記と考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡
■溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ
■柱：H-
300*300*10*15@2000
■梁：H-300*300*10*15 上
下2段
■ALC受けﾌﾞﾗｹｯﾄ材：C-
125*65*6*8 L=300 @600

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

353
ZA-
113

屋上目隠しﾊﾟﾈﾙ
ｱﾙﾐ笠木 屋上目隠しﾊﾟﾈﾙのｱﾙﾐ笠木

はA-1種仕上げと考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

354
ZA-
113

折版屋根
折板屋根の仕様は下記と考
えて宜しいでしょうか｡御指示
下さい｡
■ﾊｾﾞ式折版 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ
鋼板 t=0.6 H=90
   裏面無機質高充填ﾌｫｰﾑ
t=4
■軒先水切等役物:屋根同材
■軒樋：硬質塩ﾋﾞ 角型
W=150
■竪樋:ｶﾗｰVP φ100 1本

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

355 　

折版屋根
折版屋根の水上側下地鉄骨
はH-100*100*6*8と考えて宜
しいでしょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

356

参考ﾒｰｶｰ
下記の同等品ﾒｰｶｰ品番を御
指示下さい｡
■外壁 複層塗材E

○
エスケー化研　レナラック同
等品程度を想定ください。

358
ZA-
114

玄関ｽﾛｰﾌﾟ手摺 玄関ｽﾛｰﾌﾟの手摺はｽﾁｰﾙ溶
融亜鉛ﾒｯｷφ34 SOP塗程度
と考えて宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

359

外壁腰壁
外壁腰壁RC部分は複層塗材
E仕上げと考えて宜しいでしょ
うか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

360
ZA-
049

3Fｽﾀｯﾌ室流し台
3～5Fｽﾀｯﾌ室1に(Ｅ)流し台が
ありますが､その他のｽﾀｯﾌ室
には図示がありません．3Fｽ
ﾀｯﾌ室1同様に全てのｽﾀｯﾌ室
に必要と考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

361
ZA-
049

3Fｽﾀｯﾌ室流し台
3～5F準備1に(A)流し台があ
りますが､その他の準備2には
図示がありません．3F準備1
同様に全ての準備に必要と
考えて宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

○ よろしいです。

362 S-84

沐浴槽
各室諸元表の
5F新生児にて､沐浴槽の工事
区分・仕様・程度を御指示下
さい｡

○
機械基本設計説明書（本
編）参照ください。

363
ZA-
052

5F新生児ｶｳﾝﾀｰ
5F新生児にて､平面図の壁側
にｶｳﾝﾀｰのような図示があり
ますが､仕様・詳細を御指示
下さい｡

○
ZA-090　F-16程度想定くだ
さい。

364

ZA-
041
ZA-
086

6F管理
6F管理部の床がOAﾌﾛｱH=50
置敷ﾀｲﾌﾟですが､部分詳細図
ではH100～200となっていま
す．高さはH=50とし､仕様は
部分詳細図に倣うと考えて宜
しいでしょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

365
ZA-
089

病室内
洗面化粧台 部分詳細図(5)より､洗面ｶｳﾝ

ﾀｰ上部に照明ﾎﾞｯｸｽの記載
がありますが､仕様･詳細が不
明です｡御指示下さい｡

○ 不要とします。



366
S-82
ZA-
049

病室1床(重症)
造作 各室諸元表 3･4F 1床(重症)

の造作等(特記事項)に無影
灯架台･ﾍﾞｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ･病室脇備
品入れの記載がありません｡
必要と考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

367

ZA-
049
ZA-
051

病室(重症)
手洗い器

4F平面詳細図の1床(重症)･4
床(重症)に於いて､手洗い器
の記載がありませんが､3F平
面詳細図の記載に倣い､手洗
い器･背面のﾗｲﾆﾝｸﾞがあるも
のと考えて宜しいでしょうか｡
御指示下さい｡

○ よろしいです。

368

ZA-
049
ZA-
051
ZA-
052

病室
洗面化粧台 平面詳細図に於いて､病室 1

床･4床 洗面化粧台の記載が
ある部屋と無い部屋がありま
すが､全ての病室 1床･4床に
設置されていると考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

369

ZA-
031
ZA-
089

病室4床
洗面化粧台
寸法

部分詳細図ではL=800の記載
ですが､病室詳細図より､
L=1100と考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

370
ZA-
049

北3病棟 1床室
北3病棟 1床室は10床とありま
すが､平面詳細図より､11床と
考えて宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

○ よろしいです。

371

S-82
S-83
ZA-
089

病室WC 手摺
各室諸元表の造作等(特記事
項)の手摺は､部分詳細図(5)
のL型手摺と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

372

S-82
S-83
ZA-
089

病室WC 手摺
各室諸元表の造作等(特記事
項)のはね上げ手摺の仕様･
詳細が不明です｡御指示下さ
い｡

○
機械基本設計説明書（本
編）多機能トイレパック参照く
ださい。

373

S-82
S-83
ZA-
049
ZA-
052

3～5F SWC
ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰ 各室諸元表の造作等(特記事

項) ﾊﾟｳﾀﾞｰｺｰﾅｰとあります
が､ｶｳﾝﾀｰ等平面詳細図には
記載がありません｡建築工事
にて見込むものあれば御指示
下さい｡

○ 追加資料②参照ください。

374
ZA-
035

各水槽の仕上
免震層平面図､ﾋﾟｯﾄ図の各水
槽･排水設備の仕上が不明で
す｡下記の通り見込んで宜し
いでしょうか｡
床･壁:塗膜防水
天井 打放補修 素地
ﾏﾝﾎｰﾙφ600 各1ヶ所(C-
04)､ﾀﾗｯﾌﾟ(C-13)
(緊急汚水槽･雑用水汚水槽･
冷却塔補給水槽は､天井高
H4850の為
ﾀﾗｯﾌﾟ背ｶｺﾞ付)

○
ZA-011参照の上、適正な性
能を確保できる仕様を想定く
ださい。

375
ZA-
035

ﾋﾟｯﾄの仕上
ﾋﾟｯﾄ図6-7通間 厨房排水槽
の横のｽﾍﾟｰｽは､配管ﾋﾟｯﾄと
考え下記の通り見込んで宜し
いでしょうか｡
床:ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 素地
壁･天井:打放補修 素地
ﾏﾝﾎｰﾙ 各1ヶ所(C-04)､ﾀﾗｯ
ﾌﾟ(C-13)

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

376
ZA-
027

ﾋﾟｯﾄの仕上
H～L通り ﾋﾟｯﾄの仕上が不明
です｡下記の通り見込んで宜
しいでしょうか｡
床:ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 素地
壁･天井:打放補修 素地
ﾏﾝﾎｰﾙφ600 1ヶ所(C-04)､ﾀ
ﾗｯﾌﾟ(背ｶｺﾞ付)

○
ZA-011参照の上、適正な性
能を確保できる仕様を提案く
ださい。



377
ZA-
041

免震ﾋﾟｯﾄ断熱材

矩計図より､免震ﾋﾟｯﾄ天井ｽﾀｲ
ﾛﾌｫｰﾑ打込とありますが､ﾌﾗｯ
ﾄﾃﾞｯｷなので､現場発泡ｳﾚﾀﾝ
t=30に読み替えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。t=25程度とし
ます。

378
ZA-
041

免震ﾋﾟｯﾄ鉄骨梁
型仕上 免震ﾋﾟｯﾄ内鉄骨梁型の仕上

が不明です｡錆止め塗装のま
まと考えて宜しいでしょうか｡
御指示下さい｡

○ よろしいです。

379
ZA-
085

人通孔
部分詳細図(1)より､人通孔の
位置は構造図によるとありま
すが､構造図に記載がありま
せん｡不要と考えて宜しいで
しょうか｡必要でしたら設置場
所を御指示下さい｡

○
適性な性能を確保できる仕
様を想定ください。

380
ZA-
087

床下点検口

部分詳細図(3)より､床下点検
口15ヶ所とありますが設置ヶ
所が不明です｡御指示下さ
い｡

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

381 S-82

ﾃﾞｲﾙｰﾑ分別ｺﾞﾐ
箱 3F～ﾃﾞｲﾙｰﾑ諸元表より､分別

ｺﾞﾐ箱とありますが､建築工事と
考えて宜しいでしょうか｡仕様
と合わせて御指示下さい｡

○
ＺＡ-090　Ｆ-15参照くださ
い。ゴミ箱自体は別途工事と
します。

382
ZA-
090

廊下ｽﾄﾚｯﾁｬｰ･
車ｲｽ置場のｺｰ
ﾅｰｶﾞｰﾄﾞ

部分詳細図(6)廊下ｽﾄﾚｯ
ﾁｬｰ･車ｲｽ置場のｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ
(樹脂製)仕様が不明です｡凡
例ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞA同材と考えて
宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡

○ よろしいです。

383
S-83
ZA-
052

5F廊下ｽﾄﾚｯﾁｬｰ
ｶﾞｰﾄﾞの有無 5F諸元表より､一般EVﾎｰﾙ･

病棟廊下に手摺･ｽﾄﾚｯﾁｬｰ
ｶﾞｰﾄﾞ･ﾌｯﾄｶﾞｰﾄﾞとありますが､
平面詳細図手摺凡例のみと
相違しております｡平面詳細
図を正と考えて宜しいでしょう
か｡仕上表正の場合､3･4Fに
もｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ必要でしょう
か｡合わせて御指示下さい｡

○ よろしいです。

384

ZS-
043
ZA-
085

健診ｾﾝﾀｰ棟地
下ﾋﾟｯﾄの有無 構造図床ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄより､健診ｾ

ﾝﾀｰ棟基礎耐圧盤FS35とあり
ますが､床下全面ﾋﾟｯﾄを見込
んで宜しいでしょうか｡又､仕
上は下記の通り見込んで宜し
いでしょうか｡
床:ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 素地
壁:打放補修 素地
天井:発砲ｳﾚﾀﾝt=30
床下点検口 2ヶ所(下部ﾀﾗｯﾌﾟ
付)
人通孔(1ｽﾊﾟﾝに1ヶ所)部分詳
細図A-05による

○
仕上げ等はＺＡ-011参照の
上、適正な性能を確保でき
る仕様を想定ください。

385 S-57

B1F電気室 B1F電気室について､諸元表
に床仕上がﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄとあり
ますが､誤記と考え､防塵塗装
と考えて宜しいでしょうか｡ﾀｲ
ﾙｶｰﾍﾟｯﾄが正の場合､巾木が
床材立上げです｡ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ
を立ち上げるのでしょうか｡御
指示下さい｡

○
ＯＡフロアの上、ビニルタイ
ル等適宜想定ください。

386
ZA-
043

B1F電気室
B1F電気室について､設備基
礎の書入れが平面詳細図で
判断できません｡不要でしょう
か｡必要な場合は､寸法､数量
を御指示下さい｡

○
不要とします。
電気設備側で架台設置しま
す。



387

ZA-
066
ZA-
106

壁種別
B1F機械室について､壁凡例
で遮音壁とありますが､区画図
では防火区画です｡防火区画
壁の仕様+ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填t=50
24Kの耐火遮音壁と考えて宜
しいでしょうか｡質疑が正の場
合､その他の範囲も同様と考
えて宜しいでしょうか｡御指示
下さい｡

○ よろしいです。

388
ZA-
043

機械基礎
B1F機械室1について､機械
基礎の+ﾁｭｰﾌﾞL2000とありま
すが､図示はありません｡何を
示すのでしょうか｡詳細を御指
示下さい｡

○
機械設備機器に必要な情報
のため、機械基礎のみを計
上ください。

389
ZA-
089

地流し
B1F機械室1の地流しについ
て､構造図では床下りがありま
せんが､詳細図では床下り+立
上りがあります｡床下りはない
ものと考え､ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り
H350を見込むと考えて宜しい
でしょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

390
ZA-
066

壁下地
厨房廻りの壁凡例について､
水廻りの凡例+防火区画壁+
遮音壁の書入れがあります
が､厨房側はｺﾝｸﾘｰﾄ立上りの
上､一般間仕切と考え､機械
室側は防火区画壁の仕様+ｸﾞ
ﾗｽｳｰﾙ充填t=50 24Kの耐火
遮音壁と考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

391
ZA-
066

壁下地
上記質疑に関連して､防火区
画壁に遮音壁の凡例がある
場合は上記質疑の耐火遮音
壁と考えて宜しいでしょうか｡
御指示下さい｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

392
ZA-
065
S-58

壁下地
厨房廻りについて､壁凡例で
は下地がｹｲｶﾙ板+耐水
PB12.5ですが､壁仕上は化粧
ｹｲｶﾙ板です｡化粧ｹｲｶﾙ板+
耐水PB12.5+PB12.5と考えて
宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

393 S-58

B1F調理室壁
上記質疑に関連して､調理室
等の水廻り室の化粧ｹｲｶﾙ板
の厚みはt=6.0､化粧ｹｲｶﾙ板
の目地はｼｰﾘﾝｸﾞ納まりと考え
て宜しいでしょうか｡御指示下
さい｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

394
ZA-
098

B1F調理室
B1F調理室について､詳細図
に一方枠とありますが､三方枠
と考えて宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡

○ よろしいです。

395
ZA-
098

壁補強

厨房廻りに壁補強とあります
が､ｽﾁｰﾙﾌﾟﾚｰﾄt=0.8と考えて
宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

396 S-58

冷蔵庫･冷凍庫
B1F冷蔵庫､冷凍庫について､
仕上表にﾕﾆｯﾄ工事とあります
が､防水､及びｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ
まで建築工事と考えて宜しい
でしょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

397
ZA-
099

返却ｶｳﾝﾀｰ
B1Fｽﾀｯﾌﾗｳﾝｼﾞについて､厨
房器具配置図に返却ｶｳﾝﾀｰ
が建築工事とありますが､仕様
が不明です｡仕様を御指示下
さい｡

○
ＺＡ-091　Ｆ-20想定くださ
い。



398
ZA-
043

男子WC
各階男子WCについて､小便
器前に汚垂ﾀｲﾙD=600を見込
むと考えて宜しいでしょうか｡
質疑が正の場合､汚垂ﾀｲﾙの
ﾒｰｶｰ同等品がある場合は品
番を御指示下さい｡

○ 不要とします。

399
ZA-
089

姿見
姿見について､詳細図に1･2F
ﾄｲﾚとありますが､凡例の書入
れがありません｡全ての1F･2F
のﾄｲﾚに1ｹ所ずつ見込むと考
えて宜しいでしょうか｡御指示
下さい｡

○ よろしいです。

400 S-63

1F救急WC
1F救急WCについて､仕上表
に直付きｶｰﾃﾝﾚｰﾙとあります
が､不要と考えて宜しいでしょ
うか｡必要な場合は施工範囲
を御指示下さい｡

○ よろしいです。

401
ZA-
089

ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ､ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱについ

て､仕上表ではHCWCのみで
すが､詳細図には1F･2Fの男
女WCとあります｡詳細図を正
と考え､ｽﾀｯﾌ用便所を除く全
ての男女WC､HCWCに1ｹ所
ずつ見込むと考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

402
ZA-
045

1F機械室 1F機械室(中央処置室横)に
ついて､平面詳細図にﾌﾞﾗｲﾝ
ﾄﾞﾎﾞｯｸｽの符号がありますが､
機械室なので､不要と考えて
宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡

○ よろしいです。

403
ZA-
048

異種床仕上取合 2F講堂ｴﾘｱWC等の異種床仕
上取合について､床見切目地
棒ｽﾃﾝﾚｽW=10を見込むと考
えて宜しいでしょうか｡御指示
下さい｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

404

ZA-
044
ZA-
089
ZA-
090
S-57

ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ

B1F女子更衣室の洗面ｺｰﾅｰ
にﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰがあります
が､平面詳細図に凡例が付い
ておらず仕様が不明です｡部
分詳細図F-06 Bのﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄ
ﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰと考えて宜しい
でしょうか｡また､ﾊﾟｳﾀﾞｰｶｳﾝ
ﾀｰ面に洗面ｶｳﾝﾀｰB前と同
仕様の化粧鏡を4ｹ所見込む
ものと考えて宜しいでしょうか｡
御指示下さい｡

○ 追加資料②参照ください。

405
ZA-
044

開口枠
B1F女子更衣室～洗面ｺｰﾅｰ
間に開口三方枠 ｽﾁｰﾙ製
135*25 SOP塗 W800*H2000
を見込むものと考えて宜しい
でしょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

406
ZA-
044
S-57

ﾕﾆﾌｫｰﾑ棚
B1Fﾕﾆﾌｫｰﾑ室にﾕﾆﾌｫｰﾑ棚
がありますが､仕様が不明で
す｡ﾕﾆﾌｫｰﾑ棚の仕様を御指
示下さい｡

○ 追加資料④参照ください。

407
ZA-
044

開口枠

B1F清潔ﾕﾆﾌｫｰﾑ～不潔ﾕﾆ
ﾌｫｰﾑ間に開口三方枠 ｽﾁｰﾙ
製135*25 SOP塗
W600*H2000を見込むものと
考えて宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

408

ZA-
043
ZA-
087

排水溝
B1F解剖室に排水溝がありま
すが､配置が不明です｡排水
溝を縦方向に1本見込むもの
とし､集水桝を1ｹ所見込むも
のと考えて宜しいでしょうか｡
御指示下さい｡

○
解剖台四周に排水溝想定く
ださい。



409
ZA-
043

平面詳細図凡例

地下1階平面詳細図の霊安1･
2で破線の記載がありますが､
凡例に該当する様な破線は
無く､何を示しているのか不明
です｡特に見込むものは無い
ものと考えて宜しいでしょうか｡
御指示下さい｡

○
木製上吊式ガラス入格子戸
（W=1200)目隠しフィルム貼
り程度想定ください。

410
ZA-
066
S-58

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

諸元表B1F栄養の更衣室とｶ
ﾝﾌｧﾚﾝｽ室で､ｱｽﾌｧﾙﾄ防水の
記載がありますが､間仕切壁
計画図では水廻りの範囲には
入っておらず相違します｡間
仕切壁計画図を正とし､ｱｽﾌｧ
ﾙﾄ防水は不要と考えて宜しい
でしょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

411 S-59

OAﾌﾛｱ
諸元表B1F栄養のDI室･局長
室･ｽﾀｯﾌ室･当直室で､床ﾚﾍﾞ
ﾙが±0ですが､OAﾌﾛｱH=100
の記載があります｡OAﾌﾛｱは
不要と考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

412
ZA-
066

間仕切
間仕切壁計画部でB1F SPﾎﾟ
ﾝﾌﾟ室～廃棄物～倉庫～ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ室間の間仕切に色が付い
ておらず､間仕切の仕様が不
明です｡押出成型ｾﾒﾝﾄ板
t=60と考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡

○

コンクリートブロックとします。
SPポンプ室の防火区画含め
適正な性能を確保できる仕
様を適宜提案ください。

413
ZA-
043
S-57

仕上
B1Fﾋﾟﾛﾃｨ部にあるﾎﾟﾝﾌﾟ室･
倉庫の仕上が不明です｡ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ室はSPﾎﾟﾝﾌﾟ室､倉庫は廃
棄物の仕上に倣うものと考え
て宜しいでしょうか｡御指示下
さい｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

414

ZA-
043
ZA-
085

防油堤
B1Fﾎﾟﾝﾌﾟ室の防油提で､部分
詳細図の防油堤に立上RCの
高さがﾀﾝｸ容量によるとありま
すが､高さの基準が不明です｡
B1Fﾎﾟﾝﾌﾟ室はH=200と考えて
宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

415
ZA-
045
S-61

OAﾌﾛｱ
諸元表1F医事の相談ｶｳﾝ
ﾀｰ･相談(1～4)･ｽﾀｯﾌ通路の
床下地で､床仕上にはOAﾌﾛ
ｱの記載がありますが､床ﾚﾍﾞﾙ
は±0で､特記すべき仕上等
にはOAﾌﾛｱの記載がありませ
ん｡OAﾌﾛｱは不要と考えて宜
しいでしょうか｡御指示下さい｡

○ ＯＡフロアとしてください。

416
ZA-
045
S-61

ｶｳﾝﾀｰ
諸元表1F医事の相談(1～4)
で､造作等欄にｶｳﾝﾀｰの記載
がありますが､平面詳細図に
はｶｳﾝﾀｰの凡例はありませ
ん｡ｶｳﾝﾀｰは不要と考えて宜
しいでしょうか｡必要であれば
ｶｳﾝﾀｰの仕様を御指示下さ
い｡

○ よろしいです。

417
ZA-
045
S-61

機械基礎

1F平面詳細図の防災ｾﾝﾀｰ
で､機械基礎
W900*D700*H200*3ｹ所の記
載があり､1通り側にも機械基
礎の様な記載が+ありますが､
それに関しては機械基礎の
記載がありません｡1通り側の
物も機械基礎
W600*D600*H200*7ｹ所とし
て見込むものと考えて宜しい
でしょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。



418
ZA-
045
S-62

OAﾌﾛｱ
諸元表1F防災ｾﾝﾀｰの仮眠
室で､床ﾚﾍﾞﾙが±0ですが､
OAﾌﾛｱH=100の記載がありま
す｡OAﾌﾛｱは不要と考えて宜
しいでしょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

419

ZA-
065
ZA-
067
S-63

水廻り

1F前室(除染)で､間仕切壁計
画図は水廻りの範囲になって
いますが､諸元表では特に防
水の記載がありません｡防水
は不要と考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡

○
アスファルト防水（Ｅ-1）とし
てください。

420
ZA-
045
S-63

排水ﾋﾟｯﾄ
諸元表1F救急の前室(除染)
の造作等欄に排水ﾋﾟｯﾄの記
載がありますが､平面詳細図
には排水ﾋﾟｯﾄの凡例がありま
せん｡排水ﾋﾟｯﾄの仕様及び設
置範囲を御指示下さい｡

○
ＺＡ-089　Ｅ-15を想定くださ
い。

421
ZA-
045
S-63

ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ
諸元表1F救急の前室(除染)
の造作等欄にｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞの記
載がありますが､設備工事と考
えて宜しいでしょうか｡建築工
事であれば仕様を御指示下さ
い｡

○
建築工事とし、ＺＡ-089　Ｅ-
14を想定ください。

422

ZA-
045
ZA-
091

ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝｿｰﾙ

1F救急初療室にF24ﾒﾃﾞｨｶﾙｺ
ﾝｿｰﾙがありますが､平面詳細
図と部分詳細図で形が異なる
為､どの様に設置されている
のか不明です｡ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝｿｰ
ﾙの詳細を御指示下さい｡

○
ＺＡ-090　Ｆ-01同仕様の作
業台程度を想定ください。

423
ZA-
045
S-63

ｶﾌﾟｾﾙﾎﾃﾙ
諸元表1F救急の仮眠室の造
作等欄にｶﾌﾟｾﾙﾎﾃﾙのきさい
がありますが､詳細が不明で
す｡ｶﾌﾟｾﾙﾎﾃﾙの詳細を御指
示下さい｡

○
コトブキシーティング　スリー
プカプセル同等品程度とし
ます。

424

ZA-
045
ZA-
086
S-64

配線ﾋﾟｯﾄ
諸元表1F放射線診断で､各
室に配線ﾋﾟｯﾄがありますが､平
面詳細図に記載が無い為､詳
細が不明です｡配線ﾋﾟｯﾄの配
置を御指示下さい｡

○
適正な性能を確保できる仕
様を想定ください。

425

ZA-
045
ZA-
081
S-64

点滴ﾚｰﾙ

MRI室の工事区分表で､点滴
ﾚｰﾙが建築工事になっていま
すが､平面詳細図や諸げん
ひょには点滴ﾚｰﾙの記載はあ
りません｡不要と考えて宜しい
でしょうか｡必要であれば点滴
ﾚｰﾙの詳細を御指示下さい｡

○ よろしいです。

426

ZA-
046
ZA-
085
S-65

防水堤

1F血液浄化の透析機械室に
防水堤がありますが､部屋全
面が防水堤と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

427
ZA-
045
S-65

機械基礎
諸元表1F血液浄化の透析機
械室で､機械基礎の記載があ
りますが､平面詳細図に機械
基礎の記載が無く､寸法が不
明です｡W1600*D300*H150と
考えて宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

○ よろしいです。

428
ZA-
046

ﾘﾈﾝ棚
1F血液浄化のｽﾀｯﾌ準備室
で､平面詳細図にﾘﾈﾝ棚の記
載がありますが､凡例が無く詳
細が不明です｡ﾘﾈﾝ棚の詳細
を御指示下さい｡

○
Ｚ-090　Ｆ-11を想定くださ
い。



429

ZA-
046
ZA-
091

ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝｿｰﾙ
1F血液浄化の血液浄化室に
F24ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝｿｰﾙがあります
が､平面詳細図と部分詳細図
で形が異なる為､どの様に設
置されているのか不明です｡ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙｺﾝｿｰﾙの詳細を御指
示下さい｡

○
部分詳細図を正としてくださ
い。

430
ZA-
086

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ入
隅･出隅 部分詳細図B-24のｶｰﾃﾝﾎﾞｯ

ｸｽに入隅凡例D5-02c､出隅
凡例D5-03aとありますが､詳
細が不明です｡御指示下さ
い｡

○
ＺＡ-086　Ｂ-22参照くださ
い。

431
ZA-
086

外壁ｱﾙﾐ建具額
縁の仕様 外壁ｱﾙﾐ建具の額縁の仕様

が不明です｡ｽﾁｰﾙt=1.6+SOP
塗と考えて宜しいでしょうか｡
御指示下さい｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

432
ZA-
008
S-57

床仕上げﾋﾞﾆｰﾙ
ｼｰﾄ(1)の仕様 床仕上げﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ(1)です

が､特記仕様書の東ﾘ ﾉﾝﾜｯｸ
ｽﾘｭｰﾑと考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

433 S-57

天井仕上げ不燃
積層PBの仕様 天井仕上げ不燃積層PBです

が､不燃積層化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
t=9.5と考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

434
ZA-
086

天井仕上げ不燃
積層PBの廻縁

天井仕上げ不燃積層PBの天
井廻縁ですが部分詳細図
/B-13に倣い突付と考えて宜
しいでしょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

435
ZA-
043

外壁面･柱型の
下地

外壁面･柱型下地ですが､軽
量鉄骨下地W=65型と考えて
宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

436
ZA-
089

ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地

ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地が不明です｡軽
量鉄骨下地W=65型と考えて
宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

437

ZA-
045
ZA-
090

流し台の仕様｣

1F処置室(眼科)に流し台があ
りますが､凡例が見当たりませ
ん｡凡例Eと考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○ Ａとしてください。

438
ZA-
045

手洗いの化粧鏡
寸法

手洗器に設置する化粧鏡の
寸法が不明です｡W450*H600
ｽﾃﾝﾚｽ枠付と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○
ＺＡ-089　Ｅ-10参照くださ
い。

439
ZA-
045

ESの仕上げ
1Fｽﾀｯﾌ準備にESがあります
が､仕上げが不明です｡床 防
塵塗装､壁 LGS現し､天井
ﾃﾞｯｷ現しと考えて宜しいでしょ
うか｡御指示下さい｡尚､EPS･
PSも同様と考えて宜しいで
しょうか｡併せて御指示下さ
い｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。



440
ZA-
045

1F授乳室･ﾌﾟﾚｲ
ﾙｰﾑに凡例F-03
の寸法

1F授乳室･ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑに凡例
F-03とありますが､寸法が不
明です｡御指示下さい｡

○ 不要とします。

441
ZA-
090

受付ｶｳﾝﾀｰの仕
様

部分詳細図/F-09ｶｳﾝﾀｰ仕
様がG-01aに倣うとあります
が､F-06Bに読み替えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

442

ZA-
045
ZA-
091

1F採血室の家具
F17の寸法 1F採血室に凡例F-17 受付ｶ

ｳﾝﾀｰとありますが､寸法が不
明です｡御指示下さい｡

○
不要とします。F-9（カウン
ター付）を正としてください。

443

ZA-
045
ZA-
090

1F採血室採血ｶｳ
ﾝﾀｰの寸法 1F採血室に凡例F-08 採血ｶ

ｳﾝﾀｰとありますが､寸法が平
面詳細図と部分詳細図-6/F-
08で相違しています｡平面詳
細図の4ﾌﾞｰｽを正としW=3400
と考えて宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡

○
W=4,000程度としてくださ
い。

444

ZA-
045
ZA-
054

1F準備室(採血)
の開口三方枠の
仕様

1F準備室(採血室)に開口三
方枠がありますが､仕様が不
明です｡ｽﾁｰﾙt=1.6
W900*H2000と考えて宜しい
でしょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

445

ZA-
047
ZA-
059

2F準備室(化学
療法)の開口三方
枠の仕様

2F準備室(化学療法)に開口
三方枠がありますが､仕様が
不明です｡ｽﾁｰﾙt=1.6
W900*H2000と考えて宜しい
でしょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

446

ZA-
047
ZA-
090

2F化学療法室の
家具F-14寸法 2F化学療法室に家具F-14が

7箇所とありますが､寸法が不
明です｡W=2000と考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○ Ｗ＝1800とします。

447

S-80
ZA-
047
ＺＡ

－０９
０

2F化学療法室の
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝの仕
様

各室諸元表､2F化学療法室
にﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝとありますが､平
面詳細図の実線表記部分とし
高さは部分詳細図-6/F-14に
あるH=1400と考えて宜しいで
しょうか｡仕様･詳細を御指示
下さい｡

○ よろしいです。

448
S-80
ZA-
047

2F化学療法室の
点滴ﾚｰﾙの箇所
数

各室諸元表､2F化学療法室
に点滴ﾚｰﾙとありますが､
L=2000程度を7箇所設置と考
えて宜しいでしょうか｡仕様･詳
細を御指示下さい｡

○ 各ベッドに想定ください。

449 S-80

2F化学療法室
ｶｰﾃﾝ 2F化学療法室の外壁面です

がｶｰﾃﾝを設置と考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

450 S-80

2F物入れの仕上
げ 2F物入(産婦人科)の仕上げ

が不明です｡ｽﾀｯﾌ準備に倣っ
て宜しいでしょうか｡御指示下
さい｡

○ よろしいです。

451
S-77
ZA-
086

2F検体検査室の
床OAﾌﾛｱの耐荷
重

2F検体検査室の床下地がOA
ﾌﾛｱですが耐荷重が不明で
す｡5000Nと考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

452
S-78
ZA-
047

2Fｴｺｰ室･ｽﾀｯﾌ
準備のﾊﾟｰﾃｨｼｮ
ﾝの仕様

2Fｴｺｰ室･ｽﾀｯﾌ準備にﾊﾟｰﾃｨ
ｼｮﾝがありますが､仕様･詳細
が不明です｡御指示下さい｡

○
乾式間仕切壁Ｗ-6とし、端
部に一方枠を想定ください。



453

S-78
ZA-
083
ZA-
084

2F聴力検査室･
脳波検査室の床
ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄの
有無

2F聴力検査室の床ｼﾝﾀﾞｰｺﾝ
ｸﾘｰﾄですが､各室諸元表には
書入れがありますが､ｼｰﾙﾄﾞ詳
細図ではｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄの書
入れが見当たりません｡床ｼﾝ
ﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄは不要と考えて宜
しいでしょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

454
S-78
ZA-
084

2F聴力検査室の
床仕上げ 2F聴力検査室の床仕上げで

すが､各室諸元表ではﾋﾞﾆｰﾙ
ｼｰﾄ､ｼｰﾙﾄﾞ詳細図ではﾀｲﾙ
ｶｰﾍﾟｯﾄです｡ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄを正
と考えて宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡

○ よろしいです。

455
S-78
ZA-
083

2F脳波検査室の
床ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ
の厚み

2F脳波検査室の床ｼﾝﾀﾞｰｺﾝ
ｸﾘｰﾄの厚みですが､各室諸元
表ではt=200､ｼｰﾙﾄﾞ詳細図で
はt=100です｡T=100を正と考
えて宜しいでしょうか｡御指示
下さい｡

○ よろしいです。

456

ZA-
065
ZA-
068

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ
上部補強要領

2Fｶﾝﾌｧ･休憩にｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ
ｳｫｰﾙがありますが､滑走部･
収納部の上部補強要領が不
明です｡御指示下さい｡

○
適正な性能を確保できる仕
様を想定ください。

457

ZA-
047
ZA-
093

2F当直室脱衣の
SW 平面詳細図､2F当直室脱衣

にSWとありますが､これはｼｬ
ﾜｰﾕﾆｯﾄとしG-03に倣って宜
しいでしょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

458
S-72
ZA-
047

手術用手洗い
各室諸元表の2F手術用手洗
に手術用手洗いとありますが､
平面詳細図には書入れが見
当たりません｡手術室前室と
同様の手術用手洗が必要と
考えて宜しいでしょうか｡仕様･
詳細を御指示下さい｡

○
よろしいです。手術用手洗
は医療機器工事とします。

459 S-72

水廻り以外の壁
化粧ｹｲｶﾙ板に
ついて

2F手術ﾎｰﾙ等の壁仕上げ化
粧ｹｲｶﾙ板ですが､ｼﾞｮｲﾅｰ工
法と考えて宜しいでしょうか｡
御指示下さい｡

○ よろしいです。

460
S-75
ZA-
047

既滅菌保管払出
室のﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ 各室諸元表､2F既滅菌保管

払出室にﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ(備品)とあ
りますが､仕様･詳細が不明で
す｡御指示下さい｡

○ 追加資料④参照ください。

461
S-75
ZA-
047

2F既滅菌保管払
出室･組立･滅菌･
中材室のｶﾞﾗｽﾌｰ
ﾄﾞ

各室諸元表､2F既滅菌保管
払出室･組立･滅菌･中材室に
ｶﾞﾗｽﾌｰﾄﾞとありますが､寸法･
箇所数が不明です｡御指示下
さい｡

○
ＺＡ-060　ＦＲ3記載範囲を想
定ください。

462
ZA-
073

2F手術室の無影
灯架台用ｱﾝｶｰ
ﾍﾞｰｽ･ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝ
ﾀﾞﾝﾄ架台用ｱﾝ
ｶｰﾍﾞｰｽの詳細

2F手術室に無影灯架台用ｱﾝ
ｶｰﾍﾞｰｽ･ｼｰﾘﾝｸﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ架台
用ｱﾝｶｰﾍﾞｰｽがありますが､詳
細が不明です｡御指示下さ
い｡

○
ZA-088　D-05を想定くださ
い。

463
ZA-
073

2F手術室のX線
防護処理

2F手術室のOP1･OP2･OP5に
X線防護処理がありますが､外
壁面側にも必要と考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

464 S-72

2F操作前室の
OAﾌﾛｱ

2F操作前室の床下地がOAﾌ
ﾛｱH=200とありますが､床仕上
げがﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄなのでﾌﾘｰﾌﾛ
ｱｰに読み替えて宜しいでしょ
うか｡御指示下さい｡尚､OAﾌﾛ
ｱｰの際は耐荷重を御指示下
さい｡

○
ＯＡフロアとします。３０００Ｎ
とします。



465
ZA-
047

2F機械室(OP5)
の機械基礎寸法

2F機械室(OP5)の出入口の外
壁側に機械基礎があります
が､寸法が不明です｡
10000*1000*H200と考えて宜
しいでしょうか｡御指示下さい｡

○
1000×1000×Ｈ200としま
す。

466
S-76
ZA-
048

2Fｽﾀｯﾌ室の流し
台 各室諸元表､2Fｽﾀｯﾌ室にﾐﾆ

ｷｯﾁﾝとありますが､平面詳細
図では凡例E流し台です｡平
面詳細図を正と考えて宜しい
でしょうか｡御指示下さい｡尚､ﾐ
ﾆｷｯﾁﾝが正の際は寸法を御
指示下さい｡

○ よろしいです。

467

ZA-
048
ZA-
090

2Fｽﾀｯﾌ室のﾘﾊﾋﾞ
ﾘ側ｶｳﾝﾀｰ

2Fｽﾀｯﾌ室のﾘﾊﾋﾞﾘ側にｶｳﾝ
ﾀｰがありますが､仕様が不明
です｡部分詳細図-6/F-06B
に倣って宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

468 S-76

2F水治療室の防
水 各室諸元表､2F水治療室に

防水仕様??とありますが､防水
の有無が不明です｡防水が必
要の際は防水の仕様を御指
示下さい｡

○
アスファルト防水（Ｅ-1）とし
てください。

469
ZA-
048

2Fﾘﾊﾋﾞﾘの流し台
の仕様 2Fﾘﾊﾋﾞﾘ室に流し台がありま

すが､流し台の凡例が見当た
りません｡ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝでしょう
か｡仕様･詳細を御指示下さ
い｡

○
酒井医療株式会社SAD-
100L同等品程度を想定くだ
さい。

470

ZA-
009
ZA-
086

岩綿吸音板
岩綿吸音板の厚さが､特記仕
様書 t=9.0､部分詳細図 t=12
または15です｡T=12.0を正と
考えて宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

○ 特記を正としてください。

471

ZA-
009
ZA-
086

岩綿吸音板
岩綿吸音板の下地ﾎﾞｰﾄﾞの厚
さは､t=12.5と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

472 S-68

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
1F 眼科 受付 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝの
仕様･ﾒｰｶｰ･品番･寸法を御
指示下さい｡

○
乾式間仕切壁Ｗ-6とし、端
部に一方枠を想定ください。

473
ZA-
091

収納棚
F-17 受付ｶｳﾝﾀｰ背面に収納
棚がありますが､仕様を御指
示下さい｡

○
ＺＡ-090　Ｆ-11同等仕様と
し、Ｈ＝１０００としてくださ
い。

474

ZA-
057
ZA-
091

受付ｶｳﾝﾀｰ
F-17 受付ｶｳﾝﾀｰ側面ｽｲﾝｸﾞ
ﾄﾞｱですが､建具指示図では
LSDです｡何れが正でしょう
か｡御指示下さい｡

○
スイングドアを正としてくださ
い。

475

ZA-
045
ZA-
087

Dﾎﾞｰﾄﾞ工法
凡例 Dﾎﾞｰﾄﾞ工法の詳細がC-
23とありますが､C-23は､手
摺･ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞの納まりで
す｡Dﾎﾞｰﾄﾞ工法の詳細があり
ましたら御指示下さい｡

○
３MダイノックフィルムDボー
ド工法同等品程度と想定く
ださい。

476
ZA-
091

ｽﾘｯﾄ照明
F-25 ｽﾘｯﾄ照明の寸法は､
W150×H150と考えて宜しい
でしょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

477 S-60
点字鋲 風除室 点字鋲とありますが､

数量が不明です｡数量を御指
示下さい｡

○
適正な性能を確保できる仕
様を想定ください。

478

ZA-
028
S-60

廊下1･2

1F 廊下1･2の仕上は､共用廊
下に倣うと考えて宜しいでしょ
うか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

479
ZA-
087

ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ･
ﾌｯﾄｶﾞｰﾄﾞ ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ･ﾌｯﾄｶﾞｰﾄﾞの取

付下地補強は､補強鉄板
t=2.3と考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。



480 S-69

EXP.J

接続廊下 EXP.Jのｸﾘｱﾗﾝｽ･
仕様･ﾒｰｶｰ･品番を御指示下
さい｡

○
クリアランス６００とし、ＡＢＣ
商会アーキパンション免震シ
リーズ同等品程度とします。



481 S-69

巾木

1F待合 巾木が床材立上げと
ありますが､床材ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ
です｡ﾋﾞﾆﾙ巾木と考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

482
ZA-
045

床暖房

1F総合待合 床暖濃範囲があ
りますが､建築工事では嵩上
げｺﾝｸﾘｰﾄ t=50+溶接金網 φ
6-100×100を見込んでも宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○

電気式床暖房（設備工事）
断熱材ｔ25硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
＋
ワイヤーメッシュ＋
コンクリートｔ75＋
床仕上げ
を想定ください。

483

ZA-
045
ZA-
091

再来受付機

再来受付機が､部分詳細図に
ありますが､平面詳細図 再来
受付にありません｡自動支払
い部分に自動会計機とまとめ
て設置と考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡

○ 平面図参照ください。

484
ZA-
045

記載台
1F総合待合 記載台がありま
すが､凡例がありません｡仕様
を御指示下さい｡

○ 追加資料④参照ください。

485
ZA-
086

内部ﾙｰﾊﾞｰ
B27図 内部ﾙｰﾊﾞｰが､断面図
ｱﾙﾐ､詳細図 木です｡ｱﾙﾐを正
と考えて宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡

○ よろしいです。

486
ZA-
086

内部ﾙｰﾊﾞｰ
B27図 内部ﾙｰﾊﾞｰのﾙｰﾊﾞｰ
下地の詳細を御指示下さい｡

○ 質疑232による。

487
ZA-
086

内部ﾙｰﾊﾞｰ
B27図 内部ﾙｰﾊﾞｰの仕様･ﾒｰ
ｶｰ･品番を御指示下さい｡

○
ＤＩＣフネンWOルーバーシス
テム同等品程度とします。

488 S-70

巾木
2F一般EVﾎｰﾙ 巾木が床材
立上げとありますが､床材ﾋﾞﾆ
ﾙ床ﾀｲﾙです｡ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙを
立上げるのでしょうか｡御指示
下さい｡

○ ビニル巾木としてください。

489

ZA-
007
ZA-
047

耐震天井
特記仕様書 天井6m以上で面
積200m2を超える天井とありま
すが､2F吹抜部分天井が該当
すると思われます｡耐震耐風
圧天井補強 特記･要領図 区
分Aに該当すると考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○ Ｂとします。

490

ZA-
007
ZA-
047

耐震天井

他に該当する部屋がありまし
たら御指示下さい｡

○ 不要とします。

491

ZA-
007
ZA-
047

耐震天井

耐震天井のﾒｰｶｰ･品番があり
ましたら御指示下さい｡

○
桐井製作所　耐震Power天
井同等品程度とします。

492
ZA-
040

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ額縁
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ額
縁は､ｽﾁｰﾙ SOPと考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適正な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

493
ZA-
040

下がり天井
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 下がり天井 ﾒﾗﾐ
ﾝ化粧板 t=8.0の下地に
PBt=12.5が必要と考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

494
ZA-
040

下がり天井
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 下がり天井 ﾒﾗﾐ
ﾝ化粧板 t=8.0の仕様･ﾒｰｶｰ･
品番を御指示下さい｡

○
ＤＩＣ不燃ＷＯ同等品程度と
します。



495
ZA-
040

下がり天井

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 吹き出しﾙｰﾊﾞｰ
挟み材が､天井面に別に図示
されていますが､納まりが不明
です｡詳細を御指示下さい｡

○
適正な性能を確保できる仕
様を想定ください。

496
ZA-
047

風除室屋根

2F 平面詳細図 風除室上部
屋根が見えてきますが､ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ金鏝 素地と考えて宜しい
でしょうか｡御指示下さい｡

○ 追加資料⑥参照ください。

497 S-71

仕上
2Fｶﾌｪ･ｺﾝﾋﾞﾆの仕上がﾃﾅﾝﾄ
によるとありますが､床 ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ金鏝 素地､壁 ﾎﾞｰﾄﾞ表し､天
井 ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ面表し ｲﾝｻｰﾄ
のみ本工事と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○ よろしいです。

498 S-81

仕上

講堂 壁仕上が､化粧ｹｲｶﾙ板
/腰 PVC木目とありますが､腰
はH=1000と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○
基本設計説明書（本編）Ａ-
34内観パース参照ください。

499
ZA-
019

ｻｲﾝ
ｻｲﾝが工事区分で建築とあり
ますが､詳細･数量が不明で
す｡指定金額等ありましたら御
指示下さい｡

○
追加資料⑦参照ください。

500
ZA-
004

ﾓｯｸｱｯﾌﾟ
製作ｶ所(4床室･1床室) 敷地
内別途設置とありますが､ﾌﾟﾚ
ﾊﾌﾞ等見込む大きさ等を御指
示下さい｡

○
現場監理者と協議の上適宜
想定ください。

501
ZA-
019

掲示板
掲示板(特注品)が建築とあり
ますが､数量･寸法･仕様･ﾒｰ
ｶｰ･品番を御指示下さい｡

○
追加資料⑦参照ください。

502
ZA-
019

暗幕

暗幕(講堂)の仕様･ﾒｰｶｰ･品
番を御指示下さい｡

○
サンゲツ　ナポリF同等品程
度（遮光１級）とします。

503
ZA-
087

床置消火器ﾎﾞｯｸ
ｽ C-9 床置型消火器ﾎﾞｯｸｽの

数量が､ 30ｶ所と､新病棟 32ｶ
所･ｻｰﾋﾞｽ棟 7ｶ所と相違して
います｡新病棟 32ｶ所･ｻｰﾋﾞｽ
棟 7ｶ所を正と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

504
ZA-
087

消火器ﾎﾞｯｸｽ･天
井点検口 新病棟･ｻｰﾋﾞｽ棟とあります

が､新病棟は､Ⅰ期･Ⅱ期合わ
せた数量と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

505
ZA-
089

天井裏 防水ﾊﾟﾝ

E-17 天井裏防水ﾊﾟﾝの数量
若しくは範囲がありましたら御
指示下さい｡

○

重要室は、電気室、サー
バー室、中央監視室、防災
センター、放射線撮影室及
び操作室内操作機器設置
部、手術室とします。



506 S-60

屋内階段

屋内階段の仕上は下記の通
りと考えて宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(1)一般
踏面 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(1)一般+ﾓﾙ
ﾀﾙ 溶接金網 φ3.2×50×50
蹴込 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(1)一般(PL
面)
壁 無機質壁紙
上裏 SOP(鉄骨面)
ｻｻﾗ SOP(鉄骨面)
最上階 天井 不燃積層石膏
ﾎﾞｰﾄﾞ
階段手摺(中央側)  自立手摺
ｽﾁｰﾙ SOP塗 H=900
階段手摺(外周部) 壁付手摺
ZA-087 C-20図
点字鋲 踏面前に3カ所ずつ
設置

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を適宜想定
ください。

507 S-60

屋内階段

階段 自立手摺の詳細があり
ましたら御指示下さい｡

○

自立手摺
４０φP.V.Cタイヤ軟質合成
樹脂　FB-9×19　支柱：FB-
9×32＠1200
手摺子：□ー12×25×1.6＠
110
壁付手摺：ZA-087　C-20参
照
程度を想定ください。

508 　

仕上
下記項目に関しまして､ﾒｰｶｰ
品番･程度が有りましたらご教
授願います｡
･複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ (ZA-086)
･畳敷
･防塵塗装 水性ｱｸﾘﾙ系樹脂
塗料
･塗床 ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ系
･化粧ｹｲｶﾙ板
･ﾒﾗﾐﾝ化粧板
･2F講堂 PVC貼
･ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝｿｰﾙ 塩ﾋﾞｼｰﾄ

○
適性な性能を確保できる仕
様を想定ください。

509
様式
7-2

改修工事
既存健診ｾﾝﾀｰ改修工事の
改修内容がありましたら御指
示下さい｡

○
既存資料を提示します。

510
様式
7-2

改修工事
仮設血液浄化ｾﾝﾀｰ改修工
事の改修内容がありましたら
御指示下さい｡

○ 特にございません。

511 <居宅介護> ○

512

ZA-
114
ZA-
115

防火上主要な間
仕切壁 防火上主要な間仕切壁の施

工範囲が不明です｡階段･DW
廻りの間仕切とし間柱を挟み
込む様にして間仕切壁設置と
し軽量鉄骨下地W=65+65ﾀﾞﾌﾞ
ﾙと考えて宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡

○
１階居室と廊下隔壁にも想
定ください。

513
ZA-
114

防火上主要な間
仕切壁 防火上主要な間仕切壁の仕

様が設計概要では石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
t=15+15 両面張､仕上表下部
では石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=15+9.5 両面
張です｡石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=15+15を
正と考えて宜しいでしょうか｡
御指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

514

ZA-
114
ZA-
115

外壁面及びﾌｶｼ
壁下地 外壁面及びﾌｶｼ壁下地です

が軽量鉄骨下地W=65型と考
えて宜しいでしょうか｡御指示
下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

515

ZA-
065
ZA-
115

一般間仕切の高
さ

一般間仕切の高さですが､壁
凡例7の天井高さまでと考え
て宜しいでしょうか｡御指示下
さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。



516

ZA-
114
ZA-
115

外壁面ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
外壁面にｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填t=50
24㎏/m3は必要でしょうか｡御
指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

517

ZA-
114
ZA-
115

額縁の仕様
外壁ｱﾙﾐ建具額縁の仕様で
すが､木製 ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼と考
えて宜しいでしょうか｡御指示
下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

518
ZA-
115

1F機械室ﾌｪﾝｽ

1F機械室にﾌｪﾝｽの様な書入
れがありますが､仕様･詳細が
不明です｡御指示下さい｡

○ 不要とします。

519

ZA-
005
ZA-
115

1F個室･診察室
の仕上げ 1F個室･診察室の仕上げが不

明です｡透析室の仕上げに
倣って宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

520

ZA-
114
ZA-
115

上框ｽﾃﾝﾚｽの厚
み 2F事務室にｽﾃﾝﾚｽ上框とあり

ますが､厚みはt=1.5HL仕上
げW50*H100と考えて宜しい
でしょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

521

ZA-
114
ZA-
115

2F治験事務室･
執務室の上框 2F治験事務室･執務室にｽﾃﾝ

ﾚｽ上框とありますが､平面図
ではFL+0で上框の書入れが
見当たりません｡踏込
W1500*D1000程度を見込み
上框設置と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○ 不要とします。

522

ZA-
114
ZA-
115

階段下地
階段下地がﾓﾙﾀﾙとあります
が､溶接金網φ3.2*50*50を
見込んで宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

523

ZA-
114
ZA-
115

階段手摺の仕様

階段手摺が木製H=850とあり
ますが､階段外周部に設置と
しφ34 OSCL塗手摺下地に
PL-2.3 H=200を見込んで宜
しいでしょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

524

ZA-
114
ZA-
115

階段手摺壁
階段手摺壁ですが､笠木不要
とし天井までの高さと考えて
宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡

○ よろしいです。

525

ZA-
114
ZA-
115

ﾗｲﾆﾝｸﾞの仕様
便所･透析室にﾗｲﾆﾝｸﾞがあり
ますが､仕様は本棟に倣うも
のと考えて宜しいでしょうか｡
御指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

526
ZA-
114

便所の壁下地
便所の壁下地が一般の石膏
ﾎﾞｰﾄﾞとなっていますが､本棟
に倣い耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞに読み
替えて宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

527

ZA-
114
ZA-
115

便所のﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
等の仕様 便所のﾄｲﾚﾌﾞｰｽ･洗面ｶｳﾝ

ﾀｰ･手摺等の仕様は本棟に
倣って宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

528
ZA-
115

1Fｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑ
流し台の仕様 1Fｶﾝﾌｧﾚﾝｽﾙｰﾑの流し台で

すがﾐﾆｷｯﾁﾝL=900と考えて
宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

529

ZA-
090
ZA-
114
ZA-
115

流し台の仕様 1F準備室･2F訪問介護に流し
台がありますが､仕様が不明
です｡部分詳細図-6/F-05に
倣って宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。



530
ZA-
114

ｶｰﾃﾝの仕様
1F透析室にｶｰﾃﾝがあります
が､建築工事で計上としﾄﾞﾚｰ
ﾌﾟｶｰﾃﾝ+ﾚｰｽｶｰﾃﾝ設置と考
えて宜しいでしょうか｡ﾒｰｶｰ同
等品があれば御指示下さい｡

○ 別途工事とします。

531

ZA-
005
ZA-
115

DWﾋﾟｯﾄの仕上げ

DWﾋﾟｯﾄの仕上げですが､EV
ﾋﾟｯﾄに倣って宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

532
ZA-
114

ﾒｰｶｰ

下記のﾒｰｶｰ同等品を御指示
下さい｡
○ 床 磁器質ﾀｲﾙ
○ 床 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t=2.0
○ 床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ
○ 床 OAﾌﾛｱ 樹脂製 H=100
○ 壁 ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ
○ ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

○
本棟に倣って適宜想定くだ
さい。

533

ZA-
056
～
064

建具仕上
各建具仕上につきまして､下
記の通り考えて宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡
 □鋼製建具  SOP塗
 □軽量鋼製建具  扉:ﾋﾞﾆﾙ被
覆鋼板/枠:SOP
 □ｽﾃﾝﾚｽ製建具  HL仕上
普通曲げ加工
 □重量ｼｬｯﾀｰ  SOP塗
 □ﾘﾝｸﾞｼｬｯﾀｰ  SUS-HL

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

534
ZA-
057

建具
建具姿図､K観察窓ｶﾞﾗｽ面に
飛散防止ﾌｨﾙﾑの記載があり
ますが､K框戸ｶﾞﾗｽ面にも飛
散防止ﾌｨﾙﾑを見込んで宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

535
ZA-
055

見本の製作

建具特記仕様書､建具見本の
製作が製作するとありますが､
該当建具が不明です｡該当建
具を御指示下さい｡

○ 不要とします。

536
ZA-
057

建具
1F､3-4/I-J間､受付SW160の
建具形状は､下記の通りとして
宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡
 □上部FIX窓付引違いｶﾞﾗｽ
窓 W1600*H1100
    (部分詳細F-09同形状)
     強化ｶﾞﾗｽt=8.0

○ よろしいです。

537
ZA-
060

建具
2F､3/D-E間､ｽﾀｯﾌ受付
SW180の建具形状は下記の
通りとして宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡
 □上部FIX窓付引違いｶﾞﾗｽ
窓 W1800*H1100
    (部分詳細F-09同形状)
    FB枠
    強化ｶﾞﾗｽt=8.0

○ よろしいです。

538
ZA-
060

建具
2F､2-3/D-E間､ｽﾀｯﾌｶｳﾝﾀｰ
上部SW390の建具形状は下
記の通りとして宜しいでしょう
か｡御指示下さい｡
 □FIX窓 W3900*H1100 強
化ｶﾞﾗｽt=8.0

○ よろしいです。

539
ZA-
063

建具
5F､新生児室ｻｯｼSSW200の
建具形状は､下記の通りとして
宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡
 □FIX窓 W2000*H1500 強
化ｶﾞﾗｽt=8.0

○
よろしいです。H=1,100としま
す。



540
ZA-
057

建具

1F､4-5/J-K､投薬ｶｳﾝﾀｰｻｯｼ
SSW220の建具形状は､下記
の通りとして宜しいでしょうか｡
御指示下さい｡
 □上部FIX窓付引違いｶﾞﾗｽ
窓 W2200*H1100
    (部分詳細図F-06同形状)
    強化ｶﾞﾗｽt=8.0

○ よろしいです。

541
ZA-
065

建具

各ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ表面仕上
は､壁仕上同材として宜しい
でしょうか｡御指示下さい｡

○ 焼き付け塗装とします。

542
ZA-
065

建具

2F､ｶﾌｪ･ｺﾝﾋﾞﾆ回り､PT770･
850ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝは､壁凡例図
StP-2に該当すると考えて宜
しいでしょうか｡また､表面仕上
は焼付塗装と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○ ＺＡ-009参照ください。

543
ZA-
061

建具

3～6F屋外階段前､AD120の
防火性能がTB2(特定防火設
備)と記載がありますが､ｱﾙﾐ製
建具のため､防火設備と読み
替えて宜しいでしょうか｡御指
示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

544
ZA-
036

ｶﾞﾗｽ
10/26追記ｶﾞﾗｽ厚につきまし
て､G-1･2､ｶﾞﾗｽFの表記はFL
と読み替え､下記の通り解釈し
て宜しいでしょうか｡御指示下
さい｡
 □G-1  Low-E6+A6+FL5
 □G-2  FL6+A6+FL5

○
Ｇ-2　ＦＬ6+Ａ12＋ＦＬ６とし
ます。

545
ZA-
040

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ､W寸法が不明で
す｡W=13400程度と考えて宜
しいでしょうか｡また､天井懐部
分には耐火ﾎﾞｰﾄﾞt=35+EP塗
を見込んで宜しいでしょうか｡
併せて御指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

546
ZA-
036

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙｶﾞﾗｽ仕様が不明
です｡南･西面のため､ｶﾞﾗｽ
｢G-1:Low-E6+A6+FL5｣と考
えて宜しいでしょうか｡御指示
下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

547
ZA-
055

網戸

建具特記仕様書にて､網戸を
設けるとありますが､設置建具
はAW-3･4全てと考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

548
ZA-
068

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ

2F講堂内SLW1400が2ヶ所あ
りますが､間仕切壁計画図よ
り､講堂内ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙは､
下記を見込んで宜しいでしょ
うか｡御指示下さい｡
 □W=14500 2ヶ所
 □W=7300 1ヶ所
 □W=7000 1ヶ所
 □W=4500 1ヶ所

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

549
ZA-
068

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ
上記表面仕上が不明です｡
PVC(木目)と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○ 焼き付け塗装とします。

550
ZA-
058

建具
風除室SSD120は､袖部分にも
FIX窓有りとし､W=2400と考え
て宜しいでしょうか｡御指示下
さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。



551
ZA-
055

網戸
建具特記仕様書にて､網戸を
設けるとありますが､設置建具
はAW-1～5全てと考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

552
ZA-
102

舗装構成
下記舗装の舗装構成･断面を
御指示下さい｡
･透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装
･ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

○ 別紙参照ください。

553
ZA-
102

排水詳細
下記側溝､桝の仕様､断面､蓋
の仕様を御指示下さい｡
･L型街渠
･U型側溝
･桝
･人孔

○ 別紙参照ください。

554
ZA-
102

排水詳細
雨水本管､取付管の仕様､径
を御指示下さい｡

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

555
ZA-
102

工作物詳細

下記通路･上屋の仕様詳細､
基礎等を御指示下さい｡
･通路庇1～3
･車寄せ
･多目的駐車場1.2
･駐輪場､ﾊﾞｲｸ置場

○

・通路庇-LIXIL　フラット
ヤードFY型同等品程度
・車寄せ-別紙参照くださ
い。
・多目的駐車場-別紙参照く
ださい。
・駐輪場、バイク置場-別紙
参照ください。

556
ZA-
102

ｻｲｸﾙﾗｯｸ

駐輪場にｻｲｸﾙﾗｯｸが必要な
場合､仕様を御指示下さい｡

○ 不要とします。

557
ZA-
102

盗難防止

ﾊﾞｲｸ置場の盗難防止が必要
な場合は仕様を御指示下さ
い｡

○ 不要とします。

558
ZA-
102

車止めﾌﾞﾛｯｸ
駐車場車室に車止めﾌﾞﾛｯｸを
見込んで宜しいでしょうか｡仕
様も併せて御指示下さい｡

○ 適宜提案ください。

559
ZA-
102

舗装詳細

居宅介護･訪看ｽﾃｰｼｮﾝ棟周
囲に舗装の指示がありませ
ん｡仕上･舗装断面を御指示
下さい｡

○
適正な性能を確保できるよう
提案ください。

560
ZA-
102

舗装詳細
既存ｶﾞﾊﾞﾅ室周囲に舗装の指
示がありませんが､既存のまま
と考えて宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡

○ よろしいです。

561
ZA-
102

ｵｲﾙﾀﾝｸ

ｵｲﾙﾀﾝｸ(地下埋設)が建築工
事の場合､仕様､納まりを御指
示下さい｡

○ 電気図参照ください。

562
ZA-
102

植栽
東面斜面緑地､構内緑地の植
栽が本工事の場合､樹種､数
量､ﾘｽﾄを御指示下さい｡

○
適正な性能（大阪府緑地条
例）を確保できるよう提案くだ
さい。

563
ZA-
102

植栽
上記緑地の客土の厚みを
t=300程度と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を適宜想定
ください。

564
ZA-
102

舗装詳細
院外薬局の南面ｽﾍﾟｰｽ(緑地
内)の舗装仕様･構成が不明
です｡御指示下さい｡

○
舗装：インターロッキング舗
装程度とします。

565
ZA-
102

見切り
緑地周囲見きりの仕様､寸法
を御指示下さい｡

○
適正な性能を確保できるよう
提案ください。



566
ZA-
102

見切り
舗装端部見切りの仕様､寸法
を御指示下さい｡

○
適正な性能を確保できるよう
提案ください。

567 　 既存改修
外構において､既存の撤去､
復旧工事があれば詳細を御
指示下さい｡

○
適正な性能を確保できるよう
提案ください。

568

入札
実施
要項
書30

ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ室
ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ室新築工事の詳細
がありましたら御指示下さい｡

○
病院本棟内設置に変更とし
ます。

569

A-
54

様式
7-2

様式７－２ 項目別入札書に
おいて､マニホールド棟の記
載がありません。Ａ-５４（建物
計画２）よりＳＴＥＰ－５になると
思われますので、様式７－２
項目別入札書のＳＴＥＰ５に｢
マニホールド棟建設工事｣を
追加してよろしいですか。

○ よろしいです。

570

A-
54

様式
7-2

建物計画ＳＴＥＰ－６で既存健
診センターが倉庫棟に改修に
なりますが、改修図が見当た
りません。ご指示下さい。
又、Ａ５４（建物計画２）ではＳ
ＴＥＰ－６、様式７－２（項目別
入札書）ではＳＴＥＰ－５となっ
ており相違しております。様式
７－２（項目別入札書）を正と
考えてよろしいですか。

○
内部改修は不要とします。
建物計画２（STEP図）を正と
してください。

571

A-
54

様式
7-2

建物計画ＳＴＥＰ－５で仮設血
液浄化センターが居宅介護
訪看ステーション棟に改修に
なりますが、改修図が見当た
りません。ご指示下さい。
又、Ａ-５４（建物計画２）ではＳ
ＴＥＰ－５、様式７－２（項目別
入札書）ではＳＴＥＰ－６となっ
ており相違しております。様式
７－２（項目別入札書）を正と
考えてよろしいですか。

○
内部改修は不要とします。
建物計画２（STEP図）を正と
してください。

572

ZA-
003 既存建物を改修する計画で

ある倉庫棟（現検診センター
棟）について、平成27年に法
22条地域から準防火地域へ
の変更になっておりますが、
準防火地域での法的改修内
容を確認したいので、現状の
法的措置が分かる確認申請
図書等の写しを頂けないで
しょうか。

○ 既存資料を提示します。

573

ZA-
7

ZA-
86

B19

建築工事特記仕様書（５）１３
章屋根及びとい工事５．とい
に竪樋（アルミ・アルミ管（内面
耐食塗装）・硬質ポリ塩化ビニ
ル管（ＶＰ））・ドレン（竪引・横
引）・径（φ１００・１２５・１５０）・
防露行うと記載ありますが、
各々の雨水排水経路が不明
です。ご指示下さい。
又、部分詳細図（２）に犬走り
樋納まり詳細がありますが、施
工範囲が不明です。併せてご
指示下さい。

○
ZA-011参照の上、適性な性
能を確保できる仕様を提案く
ださい。



574

ZA-
10 建築工事特記仕様書（８）２０

章ユニット及びその他の工事
８．表示に衝突防止表示・非
常用進入口表示・室名札・ピ
クトグラフ・案内板等・免震建
物であることの表示・免震エキ
スパンションジョイント注意喚
起表示と記載ありますが、施
工範囲・仕様・詳細が不明で
す。サインキープラン・サイン
詳細図等をご提示下さい。

○ 追加資料⑦参照ください。

575

ZA-
10 建築工事特記仕様書（８）２０

章ユニット及びその他の工事
１３．情報障害対応誘導用材
料・装置に点字表示（案内板・
手すり・室名・押しボタン）と記
載ありますが、施工範囲・仕
様・詳細が不明です。ご指示
下さい。

○ 追加資料⑦参照ください。

576

ZA-
10

ZA-
86

B21

建築工事特記仕様書（８）２０
章ユニット及びその他の工事
１３．情報障害対応誘導用材
料・装置に誘導用床材・注意
喚起床材　ビニル床タイル及
び金属鋲の記載があります
が、各々の仕様の施工範囲
（誘導型・警告型）が不明で
す。ご指示下さい。

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

577

ZA-
10

ZA-
86

B18
ZA-
87

C12

部分詳細図（２）（３）で天井点
検口（一般）・天井開口補強６
００□　４０００か所（新病院棟
３３００か所、サービス棟　７００
か所）と記載ありますが、今回
建物の棟名称と一致しませ
ん。又、建築工事特記仕様書
（８）では４５０角となっていま
す。病院本館及び健診セン
ター棟の天井点検口及び天
井開口補強の各々の数量・寸
法をご指示下さい。

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

578

ZA-
87

C12

上記質問より、特殊サイズの
みナカ工業ハイハッチＤＸ程
度とすると記載ありますが、特
殊サイズの天井点検口が設
置する場合、病院本館及び
健診センター棟の各々の数
量・寸法をご指示下さい。

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

579

ZA-
011 駐車場舗装工事は別途（運

営委託業者整備)となっており
ますが、アスファルト舗装の表
層と区画線、車止めブロック
が別途と考えて宜しいでしょう
か。

○ よろしいです。

580

ZA-
19

ZA-
40～
42

ZA-
45～
53

ZA-
86

B24

ブラインドボックス・カーテン
ボックスの施工範囲・使い分
けが不明です。居室の外部
サッシュ面全てに設置とし、病
室・講堂（工事区分表（１）⑭
その他ユニット等Ｎｏ．２４より）
はカーテンボックス、その他諸
室はブラインドボックスと考え
てよろしいですか。

○ よろしいです。

581

ZA-
86

B24

上記質問より、ブラインドボッ
クス・カーテンボックスの断面
寸法が不明です。全て下記と
考えてよろしいですか。
　ブラインドボックス　－　Ｗ１
２０×Ｈ１５０
　カーテンボックス　－　Ｗ２０
０×Ｈ１１０

○ よろしいです。



582

ZA-
27～
33

下記の階段手摺の仕様・詳細
が不明です。ご指示下さい。
　屋外階段（１－Ｆ通り）　手摺
　屋外階段（１１～１２－Ｌ通
り）　手摺
　屋外階段（１０－Ｋ～Ｌ通り）
手摺
　屋内階段１～４　手摺

○

屋外階段
手すり：St　FB-12×50溶融
亜鉛メッキ塗装　H=1100
手すり子：St　FB-9×35溶融
亜鉛メッキ塗装＠100縦格子
手すり柱：St　FB-12×50溶
融亜鉛メッキ塗装＠９００
屋内階段
４０φP.V.Cタイヤ軟質合成
樹脂　FB-9×19　支柱：FB-
9×32＠1200
手摺子：□ー12×25×1.6＠
110
壁付手摺：ZA-087　C-20参
照"

583

ZA-
27 地下1階のＩ～Ｌ通、１通にピッ

トがありますが、その用途をご
教示ください。

○
開発許可不要（盛土仕様と
しない）とするためです

584

ZA-
35

ZA-
87

C3,4

部分詳細図（３）に化粧床下
点検口（１５か所）と床下点検
口（マンホール６００φ）の記
載ありますが、ピット図に図示
が無い為、各々の施工範囲
が不明です。ご指示下さい。

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め適宜想定くださ
い。

585

ZA-
65 移動式スチールパーテーショ

ン（遮音）上部補強（遮音間仕
切・補強鉄骨）の納まり詳細が
不明です。ご指示下さい。

○
適正な性能を確保できる仕
様を想定ください。

586

ZA-
85
A5

部分詳細図（１）に地下ピット
詳細（人通孔　φ６００、通気
管　ＶＰ１００φ×４．５、水抜き
ＶＰ２００φ×１１、人通孔上下
部打込タラップ）があります
が、ピット図に図示が無い為、
各々の施工範囲が不明で
す。ご指示下さい。

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

587

ZA-
019

⑮の3項目において、天井付
点滴レール、フック、壁付点
滴フックが建築工事になって
おりますが、位置や仕様をご
指示下さい。

○

適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。
仕様は部分詳細図参照くだ
さい。

588

ZA-
020 ⑧の1項目において、リハビリ

機器の天井・壁補強が建築工
事とありますが、図中及び機
器リストには表示されていませ
ん。該当無しと考えて宜しい
でしょうか。

○ よろしいです。

589

ZA-
020 ⑭の3項目において、免震評

定他各種申請料が別途工事
になっておりますが、第1回質
疑回答では本工事と回答頂
いております。どちらを正とし
て良いか、ご指示下さい。

○ 本工事としてください。

590

ZA-
020 ⑪の2項目において、蓄尿処

理装置・便器消毒器等のLAN
配管が電気工事となっており
ますが、図中及び機器リストに
ありません。該当無しと考えて
宜しいでしょうか。

○ よろしいです。

591

ZA-
025

3、4、6、R階の屋外設備機器
スペースが延床面積に含まれ
ていますが、屋外設備機器ス
ペースにおける面積算定方
法についての官庁指導があ
れば、ご教示頂けないでしょう
か。

○

『目隠しフェンス内延床面積
に算出するが、屋根開放の
場合、容積対象外とする。』
と指導いただいています。



592

ZA-
87
C6

下記の設備機器の防火区画
貫通部ボックス（Ｓｔ－１．６＋Ｌ
－４０×４０×５）のスタッフの
み使用範囲及び患者使用範
囲の各々の数量が不明で
す。ご指示下さい。
　消火用散水栓用ボックス（Ｗ
７５０×Ｄ２５０×Ｈ４５０）
　連結送水ボックス（Ｗ４００×
Ｄ２５０×Ｈ５００）
　避雷設備端子ボックス（Ｗ１
２０×Ｄ８０×Ｈ３５０）

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

593

ZA-
87
C6

部分詳細図（３）設備ボックス
類詳細に補助散水栓設置個
所にはＣ－１５　１ケ所見込む
ことと記載ありますが、Ｃ－１５
はメンテナンス用鉄骨階段詳
細図です。Ｃ－１５は何を表わ
しているのでしょうか。ご指示
下さい。

○ C-07に読み替えください。

594

ZA-
87

C17

部分詳細図（３）でアルミ製庇
の詳細が３種類（出幅９００・１
５００・２０００）記載ありますが、
各々の施工範囲が不明で
す。ご指示下さい。

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

595

ZA-
87

C7,8

部分詳細図（３）で消火器ボッ
クス１・２の数量が、消火器
ボックス１　新病院棟１０か所・
消火器ボックス２　新病院棟
４か所と記載ありますが、病院
本館の事と考えてよろしいで
すか。

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

596

ZA-
87
C9

部分詳細図（３）で床置型消
火器ボックスの数量が、新病
院棟　３２か所・サービス棟　７
か所及び消火器ボックス：ＵＮ
ＩＯＮ　ＵＦＢ－３Ｆ－２８０２同
等品　３０か所と記載あります
が、病院本館　３２か所・健診
センター棟　７か所と考えてよ
ろしいですか。

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

597

ZA-
87

C10

部分詳細図（３）で壁用点検
口の施工範囲は建具特記な
き限り、ＰＳ／ＥＰＳ／ＤＳに設
置及び適宜配管確認箇所に
設置と記載ありますが、具体
的な施工範囲をご指示下さ
い。

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

598

ZA-
87

C11
部分詳細図（３）でアルミ型材
枠壁点検口（６００箇所）と記
載ありますが、病院本館と健
診センター棟の数量の振り分
けをご指示下さい。

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

599

ZA-
102 外構工事において、各舗装の

詳細、擁壁・フェンス等の範
囲及び詳細、植込の樹種・寸
法・詳細、雨水排水計画の仕
様・詳細が見当たりません。発
行して頂くことは可能でしょう
か。ご指示下さい。

○
ZA-011参照の上、適性な性
能を確保できる仕様を提案く
ださい。

600

現況
図

ZA-
102

北側駐車場は既設病棟解体
後、新設駐車場が完成するま
では、そのまま供用すると考
えてよろしいでしょうか。
なお、北側駐車場のｱｽﾌｧﾙﾄ
舗装は工程の最後に打換え
て区画線を引き直して最終形
にするものと考えてよろしいで
しょうか。

○
両質疑共よろしいです。
実施設計段階にて協議くだ
さい。

601

ZA-
102

院外薬局南側の緑地に歩道
のような記載がありますが、仕
様をご指示下さい。

○
インターロッキング舗装程度
とします。



602

ZA-
102

駐輪場、バイク置場、車椅子
用駐車場部の上屋の仕様を
ご指示下さい。
また、駐輪場のラックは必要
でしょうか。
通路庇の仕様をご指示下さ
い。

○ 追加資料⑨参照ください。

603

ZA-
102

雨水排水施設の蓋はアスファ
ルト舗装部はグレーチング蓋
(溶融亜鉛メッキ)、インター
ロッキング部は化粧蓋、緑地
部はコンクリート蓋としてよろし
いでしょうか。

○ よろしいです。

604

ZA-
102 凡例で透水性アスファルト舗

装とコンクリート舗装が白抜き
になっておりますが、コンク
リート舗装は新設建物際の犬
走りの部分と考えてよろしいで
しょうか。

○ 凡例再度確認ください。

605

ZA-
102

隣地境界線部、道路境界線
部のフェンス等の囲障は存置
と考えてよろしいでしょうか。

○ よろしいです。

606

ZA-
102

駐車場の出入口は別途工事
にてアイランド、ゲートを設置
し、臨時出入口のみ上下式の
バリカーを設置すると考えてよ
ろしいでしょうか。また、その
場合の仕様をご指示くださ
い。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

607

ZA-
102
ZA-
011

アスファルト舗装の仕様です
が、特記仕様書では密粒度ア
スコンとなっており、計画平面
図では透水性アスコンとなっ
ておりますが、密粒度アスコン
で考えてよろしいでしょうか。
アスファルト舗装の厚さは、駐
車場部が5cmの１層で、車路
部は5cmの2層（耐圧２０ｔ程
度）と考えてよろしいでしょう
か。

○ 両質疑共よろしいです。

608

ZA-
115

仮設血液浄化センター棟の
内部建具キープラン・建具表
が見当たりません。発行して
頂くことは可能でしょうか。ご
指示下さい。

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

609

S-57
～58 各室諸元表において、内部

仕上表等が記載されています
が、内部仕上表作成に伴い、
データを頂けませんでしょう
か。

○ 落札者に提示します。

610

－
様式７－２項目別入札書 ＳＴ
ＥＰ０に駐車場整備工事（看
護宿舎周辺部分）と記載あり
ますが、図面が見当たりませ
ん。ご指示下さい。

○
解体図K-001-4参照くださ
い。

611

－
新病院及び健診センター棟
の外部建具キープラン・建具
表・ガラス厚図が見当たりませ
ん。発行して頂くことは可能で
しょうか。ご指示下さい。

○ 別紙参照ください。

612

－
新病院及び健診センター棟
の内部建具表が見当たりませ
ん。発行して頂くことは可能で
しょうか。ご指示下さい。

○
建具指示図より読み取りくだ
さい。



613

－
山留工事に於いてアースアン
カーを存置で考えますがよろ
しいでしょうか。

× よろしいです。

614

－

北側駐車場の南側境界際の
一部を工事用仮設事務所とし
て借用させていただいてもよ
ろしいでしょうか。（別紙③）

○ 不可とします。

615

ZA-
4

建築工事特記仕様書（２）で
モックアップの製作か所が４
床室、１床室、その他監理者
の指示によると記載あります
が、詳細が不明です。ご指示
下さい。

○
現場監理者と協議の上決定
ください。

616

ZA-
5,
41

屋根の合成高分子ルーフィン
グシート防水ＳＩ－Ｍ２の断熱
材の厚みはｔ２５、ＳＵＳ製脱
気装置を５０ｍ２毎に１か所設
置すると考えてよろしいです
か。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を提案くださ
い。

617

ZA-
6

ZA-
6

ZA-
8

ZA-
8

ZA-
8

建築工事特記仕様書（４）・
（６）で記載の材料の該当範
囲が不明です。下記と考えて
よろしいですか。
　２００角タイル（ＬＩＸＩＬ　ミス
ティパレット同等品）
　
－　地下１階厨房廻り、１階前
室（除染）
　２００角タイル（ＬＩＸＩＬ　サー
モタイルクォーツ同等品）
　
－　３～５階ＳＷ大（洗髪）
　ビニル床シート（東リ　ノン
ワックスリューム同等品）　－
一般範囲
　ビニル床シート（東リ　ＳＦフ
ロア）　－　２階リハビリ・水治
療コーナー
　ビニル床タイル（東リ　ストレ
イン同等品）　－　一般範囲

○

ミスティパレット同等品→１階
前室（除染）、３～５階SW大
（洗髪）　壁部分
サーモタイルクォーツ同等品
→１階前室（除染）、３～５階
SW大（洗髪）　床部分
とします。

618

ZA-
７,28 １階救急入口の床・柱型・軒

天井の仕上が不明です。下
記のように考えてよろしいです
か。
　床　　　－塗膜防水（犬走り
と同じ）
　柱型　 －ＡＬＣｔ５０の上ＤＰ
（３）
　軒天井－アルミスパンドレル
ｔ１．０巾１５０（建築工事特記
仕様書（５）より）

○

床は下階電気室を考慮し、
アスファルト防水程度を想定
ください。他、適性な性能を
確保できる仕様を適宜提案
ください。



619

ZA-
7

ZA-
36

ZA-
48

ZA-
48

ZA-
48

ZA-
85

ZA-
88

S-57
S-57
S-60
S-60
S-63
S-82
S-82
S-82
S-85
ZA-
87

ZA-
87

ZA-
55

ZA-
45

下記の項目のメーカー名・品
番をご指示下さい｡
　軒天　アルミパネルｔ１．０巾
１５０
　バルコニー軒天　リシン吹付
　２階リハビリ庭園床　合成樹
脂塗床（防滑性タイプ）
　２階リハビリ庭園床　ピンコロ
石
　２階リハビリ庭園床　タイル
　ハト小屋　撥水剤
　救急庇　折板
　ＰＳ・ＥＰＳ床　防塵塗装
　機械室床　防塵塗装
　総合待合他壁　ダイノック
シート
　ＷＣ他壁　化粧ケイカル板
　１階前室（除染）　排水ピット
蓋
　３・４階デイルーム床　ビニ
ル床タイル（３）木目調
　３～５階ＳＷ大（洗髪）壁　陶
器質タイル（浴室タイプ）
　３～５階ＳＷ大（洗髪）天井
バスパネル
　６階医局他他床　ＯＡフロア
直敷タイプ
　厨房用排水溝内　ビニルエ
ステル系塗床
　各室　フットガード
　可動式防煙垂壁
　１期－２期取合廊下　ＥＸＰ・
Ｊ金物

○
適性な性能を確保できる仕
様を想定ください。

620

ZA-
9

ZA-
86

天井岩綿吸音板の厚みが建
築工事特記仕様書（７）ではｔ
９、部分詳細図（２）ではｔ１２
又はｔ１５です。建築工事特記
仕様書（７）が正しいと考えて
よろしいですか。

○ よろしいです。

621

ZA-
10

ZA-
33

屋根（６－Ｊ通り）の煙突の詳
細が不明です。ご指示下さ
い。

○

カポスタック製同等品程度を
想定ください。煙道1,100×
1,100　外側にハイスタック
（断熱材）70ｍｍ＋コンクリー
ト200程度を想定ください。

622

ZA-
10 建築工事特記仕様書（８）２０

章ユニット及びその他の工事
１５．浴槽（ポリエステル系人
造大理石　単槽　ユニット　１２
００）と記載ありますが、施工範
囲・メーカー名・品番が不明で
す。ご指示下さい。

○ ZA-094参照ください。

623

ZA-
10

ZA-
45他

建築工事特記仕様書（８）２０
章ユニット及びその他の工事
１２．カーテン及びカーテン
レールでカーテンレールの取
付け方法が天井直付けと中
空吊り下げの２種類記載があ
りますが、平面詳細図では全
て天井直付けとなっている
為、中空吊り下げは不要と考
えてよろしいですか。

○ よろしいです。

624

ZA-
10

ZA-
45他

上記質問より、中空吊り下げ
式のカーテンレールが必要な
場合、施工範囲・仕様・詳細
をご指示下さい。

○ 質疑56による。

625

ZA-
10

ZA-
19

下記の施工範囲・仕様・詳細
をご指示下さい。
　掲示板
　シャウカステン壁補強

○

掲示板は適宜想定くださ
い。
シャウカステン壁補強は不
要とします。



626

ZA-
11

外壁ALC・ＥＣＰには適切な
水切金物を設置するとありま
すが、水切の仕様はアルミＡ
－１ｔ２．０曲げ加工程度と考
えてよろしいですか。

○
適性な性能を確保できる仕
様を提案ください。

627

ZA-
11

ZA-
85

建築工事特記仕様書（９）施
工事項に屋内、屋外建具共
にガラリは記載の有無に関わ
らず適宜設置することとの記
載がありあますが、取付場
所、材質、寸法等をご指示下
さい。

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

628

ZA-
12 建築工事補足仕様書（１）補８

節（８）カーテンウォール工事
に記載ある性能試験を行う為
のモックアップの寸法、範囲を
ご指示下さい。

○ 不要とします。

629

ZA-
18

耐震補強を行う天井（Ａ～Ｃ
区分）とありますが、Ｂ区分の
具体的な使用範囲が不明で
す。ご指示下さい。

○
エントランスホール吹抜け
部、リハビリ室、講堂としま
す。

630

ZA-
18 上記より下記の内容①・②を

ご指示下さい。
①Ａ区分範囲の壁際クリアラ
ンスの仕様・詳細をご指示下
さい。
②Ｂ区分範囲の壁際クリアラ
ンスの仕様をご指示下さい。

○
壁際クリアランス-2としてくだ
さい。

631

ZA-
19

ZA-
20

工事区分表（１）の映写スク
リーンの工事区分が建築工事
と電気設備工事の両方が摘
要となっており、工事区分表
（２）の講堂用スクリーンは別
途工事となっています。全て
建築工事と考えてよろしいで
すか。

○
講堂、会議室のみ建築工
事、他別途工事とします。

632

ZA-
48

ZA-
53

上記質問より、２階講堂・６階
会議室の映写スクリーンの
メーカー名、品番等をご指示
下さい。

○

コクヨ手動式巻上スクリーン
講堂120インチ×３　150イン
チ×１　会議室80インチ×2
程度想定ください。

633

ZA-
20

ZA-
88
D8

パスボックスの工事区分が工
事区分表（２）では建築工事、
部分詳細図（４）では別途工
事です。工事区分表（２）が正
しいと考えてよろしいですか。
パスボックスの施工位置・仕
様・寸法と併せてご指示下さ
い。

○
よろしいです。
追加資料④参照ください。

634

ZA-
20

ZA-
88
D8

上記質問より、パスボックスが
別途工事の場合、開口枠の
み建築工事となる為、施工位
置・開口寸法をご指示下さ
い。

○ 質疑66による。

635

ZA-
27,
39

地下１階ピロティ（サービス
ヤード）の床・柱型・軒天井の
仕上が不明です。下記のよう
に考えてよろしいですか。
　床　 　　－コンクリート金鏝
素地
　柱型　　－ＡＬＣｔ５０の上ＤＰ
（３）
　軒天井 －ケイカル板ｔ６の
上ＥＰ－Ｇ、アルミ製廻縁

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を提案くださ
い。



636

A-
32

ZA-
36,6
1～
63

デイルーム詳細図と３～５階
建具指示図及び立面図とで
建具姿図が相違しています。
全て建具指示図及び立面図
が正しいと考えてよろしいで
すか。
建具指示図及び立面図
デイルーム詳細図
外部サッシ　片開付嵌殺窓
４連嵌殺窓
ＥＶホール窓　　　無し
嵌殺窓（２か所）

○
外部サッシ　片開付嵌殺窓
EVﾎｰﾙ 嵌殺窓
とします。

637

A-
32

ZA-
36,6
1～

上記よりデイルーム詳細図が
正しい場合、建具の仕様等を
ご指示下さい。

○
デイルーム詳細より適性な
性能を確保できる仕様を想
定ください。

638

ZA-
34

ZA-
34

ZA-
34

ZA-
35

ZA-
35

ZA-
35

ZA-

下記の水槽の仕様が不明で
す。ご指示下さい。
　緊急排水槽
　雑用水受水槽
　冷却塔補給水槽
　検査系排水設備
　感染系排水設備
　汚水槽
　雑排水槽
　放流水槽
　冷却水槽
　厨房排水槽

○
ZA-011参照の上、適性な性
能を確保できる仕様を提案く
ださい。

639

ZA-
36,3
7,

56～
64

建具指示図と立面図とで下記
建具の姿図が相違しています
が、全て建具指示図が正しい
と考えてよろしいですか。
　
建具指示図　　　　　　立面図
　南側立面図３～５階Ｉ～Ｊ通り
間　－　ＡＤｏｈ－１２０　　アル
ミサッシ（窓）
　西側立面図２階１～３’通り
間　　－　ＡＤｓ－０９０ｋ　　ア
ルミサッシ（窓）
　西側立面図３～５階５～６通
り間－　ＡＤｏｈ－１２０　　アル
ミサッシ（窓）
　北側立面図１階Ｌ～Ｋ通り間
－　ＳＳＤＡ－１５０ｋ
W3000
　北側立面図１階Ｋ～Ｊ通り間
－　ＳＳＤＡ－２４０
W1400
　北側立面図１階Ｊ～Ｉ通り間
－　ＳＤｈ－０９０　　アルミサッ
シ（窓）
　北側立面図５～６階Ｌ～Ｋ通
り間－　ＡＤ－１２０　　アルミ
サッシ（窓）
　北側立面図５階Ｆ～Ｅ通り間
－　ＡＤ－１２０　　アルミサッ
シ（窓）

○ よろしいです。

640

ZA-
36,3
7,
55

アルミサッシのガラスが立面
図仕上欄にＧ－１：ＬＯＷ－Ｅ
複層ガラス、Ｇ－２：ＬＯＷ－Ｅ
ガラスと記載ありますが、全て
ＬＯＷ－Ｅ複層ガラス（建具特
記仕様書よりＬＯＷ－Ｅ６＋Ａ
６＋ＦＬ５、防火設備：ＬＯＷ－
Ｅ６＋Ａ６＋耐熱強化５）と考
えてよろしいですか。又、凡例
にないＧも同様のＬＯＷ－Ｅ
複層ガラスと考えてよろしいで
すか。

○

北面、東面設置建具→
FL5+A12+FL5
南面、西面設置建具→Low-
E6+A6+FL5
とします。



641

ZA-
36,8

8 病棟につくサッシの形状が部
分詳細図（４）Ｄ１５屋外機目
隠し・バルコニーでは辷り出し
窓、立面図では嵌殺＋片開
窓です。立面図が正しいと考
えてよろしいですか。

○ よろしいです。

642

ZA-
37,7
4～
80

北立面図２階Ｆ～Ｌ通りにサッ
シ１２か所の図示があります
が、手術室平面図より５か所
（各手術室に１か所）と考えて
よろしいですか。

○ 立面図を正とします。

643

ZA-
40～
42,8

8

外壁パラペット及びバルコ
ニー立上りRC部の仕上が塗
膜防水となっておりますが、
部分詳細図（４）バルコニー詳
細より塗膜防水の立上げはＨ
１００迄とし、上部はＲＣ（Ａ種）
の上フッ素樹脂クリア塗装と
考えてよろしいですか。

○
ZA-040参照の上、適性な性
能を確保できる仕様を提案く
ださい。

644

ZA-
040
～
042

外壁断熱の範囲は矩計図
（１）～（３）よりＲＣ及びＥＣＰ部
分のみとし、ＡＬＣ面には不要
と考えてよろしいですか。

○
外壁廻り（柱、梁、スラブは
外壁部から1000迄）見込ん
でください。

645

ZA-
41

ZA-
66

地下１階更衣室等－免震ピッ
ト取合部の間仕切壁仕様が
不明です。ご指示下さい。

○ ECPとします。

646

ZA-
43

地下１階平面詳細図（１）機械
室の機械基礎（Ｗ５３００Ｄ２３
００Ｈ３００）に（＋チューブＬ２
０００）と記載がありますが、納
まり詳細が不明です｡ご指示
下さい。

○
機械設備機器に必要な情報
のため、機械基礎のみを計
上ください。

647

ZA-
43

ZA-
43

ZA-
43

ZA-
45

ZA-
45

ZA-
46

ZA-
47

ZA-
47Ｚ
A-
48

ZA-
52

ZA-
52

下記の部屋に四角い図示が
ありますが、各々の仕様・詳細
が不明です。ご指示下さい。
　地下１階事務（７－Ｊ～Ｋ通
り）　Ｗ１０００×Ｄ４００　２か所
　地下１階ユニフォーム（８～９
－Ｊ通り）　Ｗ２５００×Ｄ６００
　地下１階清潔ユニフォーム
（３～４－Ｊ通り）　Ｗ３０００×Ｄ
６００
　１階授乳（７～８－Ｊ通り）　Ｗ
８００×Ｄ１００
　１階機械室（２－Ｅ～Ｆ通り）
Ｗ１５００×Ｄ５００
　１階ラウンジ（２～３－Ａ～Ｂ
通り）　Ｗ３０００×Ｄ１０００
　２階製剤（１１～１２－Ｊ通り）
Ｗ６００×Ｄ４００
　２階製剤（７～８－Ｋ～Ｌ通
り）　Ｗ６００×Ｄ４００
　２階リハビリ横　スタッフ（２～
３－Ｄ～Ｅ通り）　Ｗ３９００×Ｄ
７００
　５階新生児（４～５－Ｇ～Ｈ）
Ｗ１５００×Ｄ２００
　５階新生児（４～５－Ｆ～Ｇ
通り）　Ｗ１５００×Ｄ３００

○

　

　地下１階事務：小窓付カウ
ンター（F-09）２か所想定くだ
さい。
　地下１階ユニフォーム：別
紙参照ください。
　地下１階清潔ユニフォー
ム：別紙参照ください。
　１階授乳：ベビーシート（E-
19）想定ください。
　１階機械室：機械基礎（A-
15）想定ください。
　１階ラウンジ：別途工事とし
ます。
　２階製剤：パスボックス（D-
09）想定ください。
　２階製剤：パスボックス（D-
09）想定ください。
　２階リハビリ横　スタッフ：カ
ウンター（F-16）想定くださ
い。
　５階新生児：カウンター（F-
16）想定ください。
　５階新生児：カウンター（F-
16）想定ください。

648

ZA-
45

１階総合待合の床暖房範囲
の納まり詳細が不明です。ご
指示下さい。

○

電気式床暖房（設備工事）
断熱材ｔ25硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
＋
ワイヤーメッシュ＋
コンクリートｔ75＋
床仕上げ
を想定ください。



649

ZA-
45 １階処置（１１～１２－Ｌ通り）に

流し台の図示がありますが、
凡例がありません。Ａ流し台
（メラミン１シンク）（Ｆ１）と考え
てよろしいですか。

○ よろしいです。

650

ZA-
45

ZA-
52

ZA-
91
F17
ZA-
98

ZA-
98

ZA-
98

ZA-
44

ZA-
89
E22

下記の仕様・詳細をご指示下
さい。
　１階総合待合　記載台
　５階分娩　握り縄用架台
　受付カウンター背面　収納
棚

　地下１階厨房廻り　壁補強
　地下１階厨房　ツールバラン
サー用吊りボルト
　地下１階厨房　開口部一方
枠
　地下１階女子更衣室　パウ
ダーカウンター
　病室内洗面化粧台上部　照
明ボックス

○

　１階総合待合　記載台：追
加資料④参照ください。
　５階分娩　握り縄用架台：
D-05想定ください。
　受付カウンター背面　収納
棚：F-11（H=1000）を想定く
ださい。
　地下１階厨房廻り　壁補
強：適正な性能を確保できる
仕様を適宜想定ください。
　地下１階厨房　ツールバラ
ンサー用吊りボルト：適正な
性能を確保できる仕様を適
宜想定ください。
　地下１階厨房　開口部一
方枠：SUS
　地下１階女子更衣室　パウ
ダーカウンター：別紙参照く
ださい。

651

ZA-
47

ZA-
88D
11

１階北面外壁　救急庇の平面
寸法が部分詳細図（４）Ｄ１１
ではＷ１６０００×Ｄ３６００、２
階平面詳細図（１）ではＷ１００
００×Ｄ３０００です。部分詳細
図（４）Ｄ１１が正しいと考えて
よろしいですか。

○ 平面詳細図を正とします。

652

ZA-
47 １階風除室（６～７－Ｈ～Ｉ通

り）　屋根の仕様・断面詳細が
不明です。ご指示下さい。

○ 追加資料⑥参照ください。

653

ZA-
47

ZA-
90
F12

部分詳細図（６）にガラスフー
ドの詳細がありますが、施工
範囲が不明です。２階組立・
滅菌（３～４－Ｆ～Ｇ通り）の実
線の図示（Ｗ６０００×Ｄ１６０
０）の範囲に設置と考えてよろ
しいですか。

○ よろしいです。

654

ZA-
48

２階リハビリ庭園の白抜き部の
床仕上及び床レベル・防水層
の納まりが判る断面詳細をご
指示下さい。

○
アスファルト保護防水(AI-2）
仕様とし、床レベルは勾配
含め適宜想定ください。

655

ZA-
48

１～２階サッシュ上部の外壁
が立面図（１）・（２）・矩計図
（１）・（２）ではＥＣＰ、矩計図
（１）・（２）の立面ではＡＬＣで
す。立面図（１）・（２）・矩計図
（１）・（２）が正しいと考えてよ
ろしいですか。

○ よろしいです。

656

ZA-
48 ２階リハビリにシステムキッチ

ンの図示（Ｌ１９００程度）があ
りますが、詳細・メーカー名・
品番が不明です。ご指示下さ
い。

○
酒井医療株式会社SAD-
100L同等品程度を想定くだ
さい。

657

ZA-
55 建具特記仕様書に記載ある

建具見本に該当する建具符
号をご指示下さい。

○ 不要とします。

658

ZA-
55 カーテンウォールのガラスは

建具特記仕様書よりＦＬ５＋Ａ
１２＋ＦＬ５と考えてよろしいで
すか。

○ 質疑73による。

659

ZA-
55 鋼製建具の表面仕上はＳＯＰ

塗装（内外共）と考えてよろし
いですか。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。



660

ZA-
55

軽量鋼製建具の表面仕上は
建具特記仕様書より扉:ビニ
ル被覆鋼板、枠：ＳＯＰ塗装と
考えてよろしいですか。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

661

ZA-
55

シャッターのスラット､ケースの
表面仕上はＳＯＰ塗装と考え
てよろしいですか。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

662

ZA-
55 ステンレス建具の表面仕上は

ＨＬ仕上と考えてよろしいです
か。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

663

ZA-
55 窓額縁は全てスチールＴ１．６

曲げ加工（ＳＯＰ塗装）と考え
てよろしいですか。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

664

ZA-
56

建具高さは特記なき限りＨ２０
００とすると記載ありますが、Ｆ
Ｒ１（一方枠）はＣＨと考えてよ
ろしいですか。

○ よろしいです。

665

ZA-
56～
64

建具指示図で建具符号の開
閉方式と建具指示図の開勝
手とで相違していますが、全
て建具指示図の開勝手が正
しいと考えてよろしいですか。

○ よろしいです。

666

ZA-
56 地下１階建具指示図３～４、J

～K通り間薬剤－ＤＩにつくＳ
Ｄｒｈ－０８０Ｔは開勝手よりＬＳ
Ｄｈ－０９０ｓに読み替えてよろ
しいですか。

○ よろしいです。

667

ZA-
56 地下１階建具指示図３～４、J

～K通り間薬剤－ＥＳにつく両
開扉はＳＤｒｈ－０８０Ｔと考え
てよろしいですか。

○ よろしいです。

668

ZA-
56,
106

地下１階建具指示図６～８、Ｊ
通り機械室１－廊下１につくＳ
Ｄｒh－１８０ＴとＳＤｒh－１８０は
法規チェック図よりＴＢ１（特定
防火設備）と考えてよろしいで
すか。

○ よろしいです。

669

ZA-
56,
106

地下１階建具指示図１１～１
２、Ｉ～Ｌ通り間ピロティにつくＳ
Ｄｈ－９０（２か所）、ＳＤｏｈ－１
２０（２か所）、ＳＤｒｈ－１８０（６
か所）は法規チェック図よりＢ１
（防火設備）と考えてよろしい
ですか。

○ よろしいです。

670

ZA-
56 建具形状欄姿図強化ガラス

に２種類（透明と半透明）のガ
ラスの記載がありますが、使い
分けが不明です。全て透明と
考えてよろしいですか。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

671

ZA-
56

上記質疑より強化ガラスに使
い分けがある場合、それぞれ
の使用場所をご指示下さい。

○ 質疑103による。

672

ZA-
56～
64

ＳＷ・ＳＳＷの形状、ガラス、Ｈ
寸法が不明です。下記と考え
てよろしいですか。
　受付のみ上部嵌殺付引違
受付窓、強化ガラスＴ８、Ｈ１１
００
　その他は嵌殺窓、フロートガ
ラスＴ８、Ｈ２０００

○ よろしいです。

673

ZA-
56

建具形状Ｗ観察窓のみガラス
面に飛散防止フィルムの記載
がありますが、全ての強化ガ
ラス、耐熱強化ガラス面に飛
散防止フィルムが必要と考え
てよろしいですか。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。



674

ZA-
57 １階建具指示図８～９、Ｉ～Ｊ通

り間外来廊下にＬＳＤｓ－０９０
Ｓ×８か所と記載ありますが、
取付部屋数より×７か所と考
えてよろしいですか。

○ よろしいです。

675

ZA-
57 １階建具指示図４～５、H通り

総合待合－総合受付につくＲ
ＳＳ－７１５０は建具寸法よりＲ
ＳＳ－７１５と考えてよろしいで
すか。

○ よろしいです。

676

ZA-
57 １階建具指示図５～６、H通り

総合待合－総合受付につくＲ
ＳＳ－３５００は建具寸法よりＲ
ＳＳ－３５０と考えてよろしいで
すか。

○ よろしいです。

677

ZA-
57

１階建具指示図４～５、Ｇ～Ｈ
通り間医事－廊下１につくＳＤ
ｈ－０９０は開勝手よりＳＤｏｈ
－１２０に読み替えてよろしい
ですか。

○ よろしいです。

678

ZA-
57

１階建具指示図２～３、Ｊ～Ｋ
通り間防災センター－廊下に
つくＳＤｏｈ－０９０は開勝手よ
りＳＤｏｈ－１２０に読み替えて
よろしいですか。

○ よろしいです。

679

ZA-
57,
107

１階建具指示図４～５、Ｊ～Ｋ
通り間共用廊下２につくＳＤｈ
－０６０Ｓ、ＬＳＤｓ－１５０Ｓは法
規チェック図よりＴＢ１（特定防
火設備）と考えてよろしいです
か。又、その場合ガラスは耐
熱強化ガラスＴ５と読み替えて
よろしですか。

○ よろしいです。

680

ZA-
57,
107

１階建具指示図１～２、Ｈ～Ｉ
通り間待合１－階段につくＳＤ
ｈ－０９０は法規チェック図より
ＴＢ１（特定防火設備）と考え
てよろしいですか。

○ よろしいです。

681

ZA-
57

ＲＳＳ（リングシャッター）のリン
グの材質はステンレスＨＬと考
えてよろしいですか。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

682

ZA-
57～
59

風除につくＳＳＤＡ（ステンレス
自動扉）にガラス無しの建具
がありますが、全て框ドア（強
化ガラスＴ５）と考えてよろしい
ですか。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

683

ZA-
58 １階建具指示図５’～６、Ｃ～

Ｄ通り間受付－スタッフ廊下１
につく片開扉はＬＳＤｈ－０６０
と考えてよろしいですか。

○ よろしいです。

684

ZA-
58,6

0

病院本棟と健診センター棟と
の面する外壁につくサッシの
有無が不明です。サッシは無
いものと考えてよろしいです
か。

○ よろしいです。

685

ZA-
58,6

0
上記質疑よりサッシがある場
合、建具の形状、仕様、か所
数、棟の間の延焼ラインの有
無をご指示下さい。

○ 質疑117による。

686

ZA-
58 １階風除１につくＳＳＤＡ－１４

００（内部側）のガラスは強化
ガラスＴ８と考えてよろしいで
すか。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。



687

ZA-
59,8

3
２階建具指示図７～８、Ｉ～Ｊ通
り間脳波筋電につくＬＳＤｈ－
０９０ｓとＬＳＤｏｈ－１２０ｓは
シールド詳細図（３）より別途
（シールド工事）と考えてよろ
しいですか。

○ よろしいです。

688

ZA-
59,6

0

２階建具指示図２～３、Ｅ～Ｆ
通り間、廊下－ＥＰＳにつくＳ
Ｄｈ－０９０は開勝手よりＳＤｏｈ
－１２０に読み替えてよろしい
ですか。

○ よろしいです。

689

ZA-
59 ２階建具指示図６～７、K～L

通り間共用廊下１にＬＳＤｈ－
０９０M×８か所と記載あります
が、取付部屋数より×９か所と
考えてよろしいですか。

○ よろしいです。

690

ZA-
59

２階建具指示図カフェ、コンビ
ニにつくスチールパーティショ
ン（ＰＴ－７７０、８５０）は全面
ガラス（フロートガラスＴ８＠１０
００程度）と考えてよろしいで
すか。

○
ZA-００９参照の上、適性な
性能を確保できる仕様を提
案ください。

691

ZA-
61～
64,
109
～
112

３～６階建具指示図外壁廻り
につくＡＤｏｈ－１２０（合計７か
所）は法規チェック図よりＴＢ２
（特定防火設備）をＢ１（防火
設備）に読み替えてよろしい
ですか。

○ よろしいです。

692

ZA-
61,6
2,

109,
110

３～４階建具指示図３～４、Ｈ
～Ｉ通り、汚物２－廊下につく
ＬＳＤｓ－０９０Ｓは法規チェック
図よりＴＢ１（特定防火設備）と
考えてよろしいですか。又、そ
の場合ガラスは耐熱強化ガラ
スＴ５と読み替えてよろしです
か。

○ よろしいです。

693

ZA-
61,6
2,

109,
110

３～４階建具指示図４～５、Ｆ
～Ｈ通り、スタッフ２、準備２、
処置２、処置３、仮眠２、面談
３につくＬＳＤｓ－０９０Ｓ（各階
６か所）、ＬＳＤｈ－０９０Ｓ（各
階１か所）ＬＳＤｈ－０９０Ｍ（各
階１か所）は法規チェック図よ
りＢ１（防火設備）と考えてよろ
しいですか。又、その場合ガ
ラスは耐熱強化ガラスＴ５と読
み替えてよろしですか。

○ よろしいです。

694

ZA-
61～
63,
109
～
111

３～５階建具指示図７～９、Ｊ
～Ｋ通り、スタッフ１、準備１、
処置１、内診１、仮眠１、面談
１につくＬＳＤｓ－０９０Ｓ（各階
５か所）、ＬＳＤｈ－０９０Ｓ（各
階１か所）ＬＳＤｈ－０９０Ｍ（各
階１か所）は法規チェック図よ
りＢ１（防火設備）と考えてよろ
しいですか。又、その場合ガ
ラスは耐熱強化ガラスＴ５と読
み替えてよろしいですか。

○ よろしいです。

695

ZA-
61,6

2

３階建具指示図３～４、Ｉ通り
廊下－ＰＳには４階建具指示
図に倣いＳＤｈ－０４０Ｔがつく
と考えてよろしいですか。

○
PSに設置の建具はZA-087
によるものとし、４階建具指
示を無視ください。

696

ZA-
66～
72

外壁・柱面の下地材はＰＢｔ１
２．５＋１２．５　ＬＧＳ下地（天
井まで）と考えてよろしいです
か。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。



697

ZA-
85
A7

部分詳細図（１）Ａ－７屋上機
器類基礎詳細に架台鉄骨寸
法は構造図によると記載があ
り、架台鉄骨が設備基礎をス
ラブ下から貫通している図示
となっていますが、構造図に
記載が無く、架台寸法・納まり
詳細が不明です。Ａ－７の屋
上機器類基礎詳細は適用無
しと考えてよろしいですか。

○
A-15はすべてA-7に読み替
えください。

698

ZA-
49

ZA-
50

ZA-
53

ZA-

上記質問より、３・６・Ｒ階平面
詳細図に設備基礎上部架台
Ｈ２００・３００と記載あります
が、施工範囲・納まり詳細が
不明です。ご指示下さい。

○ ZA-085　A-7参照下さい。

699

ZA-
85

A19

部分詳細図（１）で自動ドア
ガードの腰部合せガラスの仕
様が不明です。フロートガラス
ｔ６＋フロートガラスｔ６と考えて
よろしいですか。

○
強化ガラスｔ６＋強化ガラスｔ
６仕様とします。

700

ZA-
86

B27
内部ルーバーの仕様が断面
図ではアルミ角パイプ３０×６
０　塩ビシート張、詳細図では
集成材３０×６０（不燃処理）で
す。断面図のアルミ角パイプ３
０×６０　塩ビシート張が正し
いと考えてよろしいですか。

○ よろしいです。

701

ZA-
87
C5

部分詳細図（３）の床　マシン
ハッチ（鋼製・軽荷重）の施工
範囲・寸法が不明です。ご指
示下さい。

○
排水槽等適宜想定くださ
い。

702

ZA-
89
E14

部分詳細図（５）の浴室手摺
（ＬＩＸＩＬ：ＫＦ－９１３ＡＥ６０／
ＷＡ同等品）の数量が不明で
す。ご指示下さい。

○ SW(大）室各３か所とします。

703

ZA-
89
E17

部分詳細図（５）で天井裏排
水パンの施工範囲は手術部、
放射線室等高額医療機器使
用室に適用と記載あります
が、具体的な平面設置範囲
が不明です。ご指示下さい。

○

重要室は、電気室、サー
バー室、中央監視室、防災
センター、放射線撮影室及
び操作室内操作機器設置
部、手術室とします。

704

ZA-
90
F9

ZA-
91
F17

ZA-
45

ZA-
45

下記の部屋にＦ１７　受付カウ
ンターとＦ９　受付カウンター
窓の凡例がありますが、Ｆ１７
受付カウンターは自立カウン
ターの為、Ｆ９　受付カウン
ター窓部には設置しないと思
われます。又、Ｆ９　受付カウ
ンター窓の詳細図にカウン
ター詳細はＧ１Ｂとすると記載
ありますが、Ｇ１Ｂの詳細があ
りません。正しい詳細図をご
指示下さい。
　１階待合（１０～１１－Ｋ通り）
W２９００程度
　１階採血待合（７～８－Ｊ通
り）　Ｗ８００程度

○

１階待合はF-17を正とし、F-
9は無視ください。
１階採血待合はF-9を正と
し、F-17は無視ください。
G1BはF-06に読み替えくだ
さい。

705

ZA-
90
F10

廊下ストレッチャー・車椅子置
場で使用済リネンカート収納
部に扉の図示がありますが、
施工範囲・仕様・詳細が不明
です。ご指示下さい。

○
F-10はすべてストレッチャー
置き場仕様としてください。

706

ZA-
90
F15

３～５階デイルームカウンター
の水廻り納まりが断面図では
洗面ボウル、平面図ではとス
テンレスシンクです。断面図
の洗面ボウルが正しいと考え
てよろしいですか。

○ よろしいです。



707

ZA-
90
F14

化学療法家具部　隔て板のＨ
寸法が平面図ではＨ１２００、
正面図ではＨ１４００です。平
面図のＨ１２００が正しいと考
えてよろしいですか。又、隔て
板の凡例がＧ４となっておりま
すが、Ｇ４はユニットバスの詳
細の為、隔て板の仕様が不明
です。併せてご指示下さい。

○

よろしいです。
表面材：メラミン化粧版フラッ
シュｔ40小口コア
頭つなぎ：ステンレスFB 5×
40
とします。

708

ZA-
102 屋上緑化の植栽の種類はセ

ダム類程度と考えてよろしい
ですか。

○
ZA-011参照の上、適性な性
能を確保できる仕様を提案く
ださい。

709

S-63
S-64
S-64
S-64
S-64
S-64
S-64
S-64
S-64
S-65
S-69
S-72

下記の項目の該当範囲が不
明です。ご指示下さい。
　１階前室（除染）　排水ピット
（詳細と併せてご指示下さ
い。）
　１階Ｘ－ＲＡＹ　配線ピット
　１階マンモトーム室１　配線
ピット
　１階ＡＮＧＩＯ　配線ピット
　１階ＣＴ室　配線ピット
　１階ＭＲＩ室（１・２）　配線ピッ
ト
　１階Ｘ－ＴＶ室　配線ピット
　１階Ｘ－ＴＶ（骨塩）室　配線
ピット
　１階ＥＳＷＬ室　配線ピット
　１階透析機械室　配管ピット
（詳細と併せてご指示下さ
い。）
　１階健診センター内Ｘ－ＴＶ
配線ピット
　２階手術室５　配線ピット

○
適性な性能を確保できる仕
様を適宜想定ください。

710

S-72
ZA-
59,9

0

２階建具指示図３～４、Ｉ～Ｊ通
り、ＳＳ（スタッフステーション）
には内部仕上表よりＳＷ１００
（２か所）、ＳＳ１００（１か所）、Ｓ
Ｓ１００（ＴＢＳ１、１か所）がつく
と考えてよろしいですか。
※Ｈ寸法は全て１１００と考え
ます

○ よろしいです。

711

S-76

２階水治療コーナーの防水仕
様が不明です。アスファルト防
水と考えてよろしいですか。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を適宜提案
ください。

712

S-81
２階講堂の腰壁ＰＶＣ木目の
高さが不明です。Ｈ１０００程
度と考えてよろしいですか。

○ CH2000とします。

713

S-81 上記より、腰壁ＰＶＣ木目の
メーカー名・品番をご指示下
さい。

○
DIC不燃WO同等品程度とし
ます。

714

ZS-
13 健診センター棟のピット仕様

をご指示下さい。
○

ZA-011参照の上、適性な性
能を確保できる仕様を提案く
ださい。

715

ZS-
50,5

1
ZA-
88

ZA-
88

下記の鉄骨見掛り部は溶融
亜鉛メッキのままと考えてよろ
しいですか。
　屋外階段
　屋上目隠し壁下地鉄骨
　救急庇下地鉄骨

○ よろしいです。

716

ZA-
19 講堂　暗幕のメーカー名・品

番が不明です。ご指示下さ
い。

○
サンゲツ　ナポリF同等品程
度（遮光１級）とします。

717

ZA-
46

ZA-
90
F8

１階検査（４’～５’－Ａ～Ｂ通
り）にＦ８（採血カウンター）の
凡例がありますが、図示が無
い為、寸法が不明です。部分
詳細図（６）に記載の寸法（Ｗ
２５６０）と考えてよろしいです
か。

○ W6000とします。



718

ZA-
46

ZA-
88
D9
ZA-
90
F16

１階ＷＣ－検査室（４’－Ｃ’通
り）Ｄ９パスボックス（尿検体
用）部　カウンターの詳細が部
分詳細図（４）（Ｄ９パスボック
ス（尿検体用））ではメラミンポ
ストフォームｔ３０　ブラケット固
定、１階平面詳細図（２）・部分
詳細図（６）（Ｆ１６　カウン
ター）ではメラミンポストフォー
ムｔ４０　脚付です。部分詳細
図（４）（Ｄ９パスボックス（尿検
体用））のメラミンポストフォー
ムｔ３０　ブラケット固定が正し
いと考えてよろしいですか。

○ よろしいです。

719

ZA-
88

D10
ZA-
113

目隠しパネルＡＬＣ版の詳細
番号がＤ１０となっていますが
部分詳細図（４）ではＥＣＰ板
です。部分詳細図（４）のＥＣＰ
板をＡＬＣ版と読み替え、その
他は部分詳細図（４）通りと考
えてよろしいですか。

○ ECPとしてください。

720

ZA-
88

D10
ZA-

目隠しパネルの内側仕上は
外側と同様に耐候性塗装と考
えてよろしいですか。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を提案くださ
い。

721

ZA-
113 １階平面図では部屋数が５部

屋ですが西側立面図では建
具が４か所です。平面図が正
しいと考え建具５か所と考えて
よろしいですか。

○ よろしいです。

722

ZA-
113

屋根シート防水及び折板屋
根のメーカー・品番及び厚み
を各々ご指示下さい。

○

シート防水:田島ルーフ断熱
機械的固定工法（VTボード）
同等品程度
折半屋根：ﾊｾﾞ式折版 ｶﾗｰ
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.6 H=90
裏面無機質高充填ﾌｫｰﾑ
t=4

723

ZA-
113

目隠しパネルのタラップ部分
に開口Ｗ９００×Ｈ２１００、１か
所が必要と考えてよろしいで
すか。

○ よろしいです。

724

ZA-
113

目隠しパネル用基礎は通り芯
部分（計８か所）と考えてよろ
しいですか。

○ よろしいです。

725

ZA-
113 屋上受水槽基礎のサイズ及

び設置か所数をご指示下さ
い。

○
4400×400×8程度想定くだ
さい。

726

ZA-
113 平面図コンプレッサー室、吸

引ポンプ室、受水槽ポンプ室
の□は基礎と考えてよろしい
ですか。また、Ｈ寸法はＨ１０
０と考えてよろしいですか。

○
よろしいです。H=150としま
す。

727

ZA-
113

竪樋の設置プランが不明で
す。ＲＣ部分に２か所、折板部
分に２か所、合計４か所と考え
てよろしいですか。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を提案くださ
い。

728

ZA-
113 建具は全てスチール製ＳＯＰ

と考えてよろしいですか。
○ よろしいです。

729
A-

59～
61

医療継続計画
「※病室のベッド増床に対応
する」とありますが、具体的に
必要な対応について、ご提示
ください。

○
A-55参照の上、適宜提案く
ださい。

730
ZA-
003

Ⅰ

建築概要

各棟、各階の床面積の数値
が施設要求水準書と異なって
いますが、基本設計図書が正
としてよろしいでしょうか？

○ よろしいです。

731
ZA-
004

6
章

コンクリート工事
3.耐震スリットに該当を示す○
がついています。該当個所を
教えください。

○ 不要とします。



732
ZA-
006

１３
章

屋根及とい工事
たてどいはアルミとVPとなって
います。それぞれの配置、数
量が分かる雨水排水計画をご
提示ください。

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

733
ZA-
010

20
章

ユニット及びその
他の工事

29.丸環に該当の○が付いて
いません。設置する場合、配
置、数量、仕様をご提示くださ
い。

○ 不要とします。

734
ZA-
011

施工事項
駐車場舗装工事は別途工事
とありますが、その範囲を明示
してください。また、その範囲
内の舗装工事以外の工事で
見積対象となる項目と数量、
仕様をご提示ください。

○
駐車台数196台と記載ある部
分想定ください。

735
ZA-
011

施工事項
健診センター棟の改修は準
防火地域に準拠した仕様へ
の改修及び既存不適格箇所
の遡及程度とするとあります
が、見積対象となる項目と数
量、仕様等の改修内容をご提
示ください。

○ 別資料参照ください。

736
ZA-
019

9 工事区分
消防設備

5.可動式防煙壁について、配
置、数量、仕様をご提示くださ
い。

○
適正な性能を確保できるよう
想定ください。

737
ZA-
019

14 工事区分
外構関係
その他ユニット工
事

建物、外構のサイン工事につ
いて、配置、数量、仕様の分
かるサイン計画図、各仕様、
納まりを示す詳細図をご提示
ください。

○ 追加資料⑦参照ください。

738
ZA-
020

14 工事区分
その他 消防用防火水槽について、

配置、仕様をご提示ください。
○

60t×2基想定ください。配
置、仕様は要行政協議とし
ます。

739

ZA-
038
、

041

断面図、矩計図
建物東面の免震ピット立上り
壁の断面図、矩計図B'による
と、免震クリアランスとなる建
物との隙間には蓋がなくオー
プンとなっています。人が落
下する危険性があり、雨水、
落ち葉等の他、小動物、鳥、
虫が免震ピット内に容易に
入って来る状態のため、蓋等
のバリアーの追加が必要と思
われますが、要不要のご指示
をお願いします。もし必要でし
たら、その仕様をご提示くださ
い。

○
他同様犬走りを想定くださ
い。

740

ZA-
040
～
042

矩計図
意匠図面ZA-040～042 矩計
図A・C部と構造図ZS-034C矢
視では躯体形状に相違があ
り、それにより躯体数量、掘削
数量が大きく相違することに
なります。どちらが正でしょう
か？【相違点】①　溝_欠込み
⇔立上り　②GL取合い形状

○
原則意匠図を正としますが、
擁壁厚さは構造図に則り
FW35で想定ください。

741
ZA-
041

矩計図（2）
R階目隠し壁の部分詳細呼び
出し記号がD-10のECP目隠
し壁となっています。本編・意
匠A-16立面計画では「建物
頂部を軽く見せるルーバー」
の説明書きがあり、またZA-
054　R階平面詳細図では部
分詳細呼び出し記号がD-14
で防音（目隠）壁となっていま
す。上記３つのうちどれが正
でしょうか。

○ D-14を正とします。

742
ZA-
042

矩計図（３）
断面では２階OP４の屋上には
屋上緑化が図示されていませ
ん。３階平面詳細図（１）に屋
上緑化と図示されています
が、どちらが正でしょうか。

○ 平面詳細図を正とします。



743

ZA-
056
～
064

建具指示図
外部建具の情報がありませ
ん。扉、窓、ガラリに関して配
置、寸法、仕様をご提示くださ
い。

○
追加資料③参照ください。
ガラリは適正な性能を確保
できる仕様を想定ください。

744

ZA-
073
～
080

手術室仕様書、
平面図、詳細図
（参考図）

仕様書の工事区分で採光窓
はAの建築工事となっていま
す。平面図、詳細図ではW採
光窓は手術室側の四方枠、
ガラス、電動ロールスクリーン
は手術室内装工事とあります
が、外窓、外窓額縁、内窓の
どこまでが建築工事かお教え
ください。

○
外窓、外窓額縁は建築工事
とし、内窓は手術室内装工
事とします。

745
ZA-
102

外構計画図
外構工事の範囲を明示してく
ださい。また、その境界部分
（塀、フェンス、縁石など及
び、既存と新設の区分）の仕
様、納まりをご提示ください。

○
境界部分は原則既存利用と
します。

746
ZA-
102

外構計画図

外構の詳細仕様が不明で
す。路盤、舗装、雨水排水計
画、囲障計画他、構成と仕様
をご提示ください。

○

路盤、舗装-追加資料⑧参
照ください。
雨水排水計画-適性な性能
を確保できる仕様を適宜提
案ください。
囲障計画-現地調査の上、
適宜提案ください。

747
ZA-
102

外構計画図
特記仕様に書かれているカ
ラーアスファルト舗装の範囲
をご指示ください。

○ 不要とします。

748
ZA-
102

外構計画図

院外薬局の部分は整地のみ
でよろしいでしょうか。

○ よろしいです。

749
ZA-
102

外構計画図

通路庇1、2、3が書かれていま
すが、新設と既存庇との区
分、各新設庇の範囲が不明
です、仕様詳細を含めご指示
ください。

○

新設、既存の区分は現地調
査の上適宜判断ください。
庇の仕様はLIXIL　フラット
ヤードFY型同等品程度とし
ます。

750
ZA-
102

外構計画図
植栽計画内容が不明です。
植栽計画図、仕様を示す詳
細図をご提示ください。

○ 追加資料①参照ください。

751

ZA-
105
、

116

平均地盤面算定
図（日影規制
用）、血液浄化セ
ンター棟（３）立面
図

平均地盤面算定図（日影規
制用）で、血液浄化センター
棟の南面接地レベルが建物
出入口のある東面や北面、西
面よりも2.5ｍ高い設定となっ
ています。
血液浄化センター棟（3）X10
立面図に示されている１階部
分がほぼ天井まで地中に埋ま
る状態を正として南面外壁は
窓のないRC造地下外壁と設
定変更してよろしいでしょう
か。血液浄化センター棟接地
レベル及び隣地境界部分や
建物周辺の設定地盤レベル
についての考え方をお示しく
ださい。

○

設置レベルとの相違箇所は
ドライエリアを想定ください。
別紙行政事前協議資料参
照ください。

752

ZA-
114
～
117

血液浄化セン
ター棟 基礎、上部構造躯体に関する

構造図をご提示ください。
○

実施設計中のため規模等よ
り適宜想定ください。

753 ━

質疑回答
質疑回答で基本設計に関す
る行政、建築主との協議の経
緯が分かる資料、記録をご提
示いただけるとのご回答でし
たが、未受領です。いつご提
示いただけますでしょうか。

○ 議事録添付します。

754 ━

防火区画
間仕切壁計画図・建具指示
図・法規チェック図で防火区
画が異なっています。どの図
面が正でしょうか？

○
法規チェック図を正としま
す。



755 ━

血液浄化セン
ター棟 血液浄化センター棟はSTEP-

5以降で居宅介護/訪看ス
テーション棟に名称が変わっ
ています。改修工事が必要で
あれば、その内容をご提示く
ださい。

○
内装改修は想定していませ
ん。

756 ━

倉庫棟
健診センター棟はSTEP-6以
降で倉庫棟に名称が変わっ
ています。改修工事が必要で
あれば、その内容をご提示く
ださい。

○

内装改修は想定していませ
ん。
準防火地域に準拠した仕様
への改修及び既存適確箇
所の遡及を想定ください。

757

ZA-
030
～

ZA-
033.
ZS-
043

3階～6階、屋根
平面図 外周部バルコニーにおいて、

1500程度跳出していますが、
1200までの跳出し補強の詳細
までしか図面に記載がなく詳
細が不明です。詳細を御指示
下さい。

○
適性な性能を確保できる仕
様を想定ください。

758
ZA-
027

地下1階平面詳
細図 1-2/I-K通間において、階段

の記載がありますが、詳細が
不明です。鉄骨階段と考えて
宜しいでしょうか。階段の詳細
図を御指示下さい。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

759
ZA-
44

地下1階平面詳
細図(2)

5-6/H-I通間において、機械
基礎:W1200xD1200xH200(+
架台H300)と記載があります
が、鉄骨架台の範囲と詳細が
不明です。御指示下さい。

○
防振架台（設備工事）と読み
替えください。

760
ZA-
085

Ａ 8 部分詳細図(1)

屋上点検歩廊において、溝
形鋼は構造図によると記載が
ありますが、構造図に記載が
無く詳細が不明です。溝-
200x80x7.5x11(SS400)と考え
て宜しいでしょうか。御指示下
さい。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

761
ZA-
088

D 12 部分詳細図(4)

3階屋上目隠しルーバーにお
いて、胴縁C-
100x50x20x3.2@600と記載が
ありますが図に胴縁の記載が
無く取付き方が不明です。横
胴縁C-100x50x20x3.2@600
が必要と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

762

ZA-
036
～
037

立面図(1).(2)
1～3FLのアルミサッシの両端
に開口補強として間柱(H-
150x150x7x10)が必要と考え
て宜しいでしょうか。御指示下
さい。（下図参照）

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

763
ZA-
005

外防水
特記仕様書(3)防水工事 地下
外壁防水Y-1 擁壁全周とあり
ますが、矩計図に記載の植込
ｽﾗﾌﾞ底(路盤面)は防水が廻り
込むものでしょうか。また防水
下端ﾚﾍﾞﾙは基礎下と考えて
宜しいでしょうか。併せて御指
示下さい

○
植込ｽﾗﾌﾞ下は不要とし、防
水下端は基礎下とします。



764

ZA-
007、
042,0

86

とい

特記仕様書(5)屋根及び樋工
事 といについてアルミ管と硬
質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP）に○が
ありそれぞれの設置場所 南･
西側、東側立面設置箇所とあ
ります。以上を踏まえて下記
の項目を御指示下さい。
①立面図に記載なし。ドレイ
ン・といの配置を御指示下さ
い。
②とい径を御指示下さい。
③矩計図(3)にといの記載が
ありますが、配置は北面で特
記仕様書の設置箇所とは異
なります。御指示下さい。
④部分詳細図(2) B-19 犬走
り樋納まりで竪樋は白ｶﾞｽ管
125φとあり特記仕様書と異な
ります。樋仕様を御指示下さ
い。

○
ZA-011参照の上、適性な性
能を確保できる仕様を適宜
提案ください。

765
ZA-
008

2-FUE
特記仕様書(6) 塗装工事に常
温乾燥形フッ素樹脂ｴﾅﾒﾙ塗
り(2-FUE)の施工箇所を御指
示下さい。

○ 不要とします。

766

ZA-
029
～
032

屋上手摺 2,3,5,6階屋上パラペット廻り
に手摺の表示がありません。
落下防止用に手すりは不要
でしょうか。必要であれば設
置範囲・仕様を御指示下さ
い。

○ 不要とします。

767
ZA-
048

屋上リハビリ庭園

2階平面詳細図(2) 1-3',A-B
間 屋上リハビリ庭園について
下記の項目を御指示下さい。
①各仕上材があることより防
水押えｺﾝｸﾘｰﾄt80 溶接金網
3.2φ100目を必要と考えて宜
しいでしょうか。御指示下さ
い。
②誘導用床(注意喚起用床
材)の仕様
③床ﾀｲﾙの種類･程度
④各床仕上(塗床･玉砂利洗
出し･ﾋﾟﾝｺﾛ･ﾀｲﾙ)の取合見切
材の有無・仕様

○

①　よろしいです。適性な性
能を確保できる仕様を想定く
ださい。
スロープ部は硬質スタイロ
フォーム等で適宜かさ上げ
想定ください。
②以降仕様は適性な性能を
確保できる仕様を適宜想定
ください。

768
ZA-
028

救急時間外出入
口

1階平面図 1-2,J-L間 救急･
時間外出入口の床・天井仕上
を御指示下さい。

○

床　　　－下階電気室を想定
し、アスファルト防水程度
柱型　 －ＡＬＣｔ５０の上ＤＰ
（３）
軒天井－アルミスパンドレル
ｔ１．０巾１５０
程度とします。

769
ZA-
027

ﾋﾟﾛﾃｨ

地下1階平面図 10-12,I-L間
ピロティの床・天井仕上を御
指示下さい。

○

床　 　　－コンクリート金鏝
素地
柱型　　－ＡＬＣｔ５０の上ＤＰ
（３）
軒天井 －ケイカル板ｔ６の上
ＥＰ－Ｇ、アルミ製廻縁
程度とします。

770
ZA-
050、
036

EXPJ
病院本棟（Ⅰ期工事)と健診ｾ
ﾝﾀｰ棟(Ⅱ期工事)取合の
EXPJｶﾊﾞｰの仕様･詳細(屋
根・外壁)を御指示下さい。

○
ABC商会アーキパンション
免震シリーズ同等品程度と
し、適宜想定ください。

771
ZA-
053

6階屋上
6階平面詳細図 屋上屋外機
置場5-F通りの3000角(三つ
割)は何を示すものでしょう
か。建築工事(工作物等)で見
込むものがあれば詳細等を御
指示下さい。

○
空調設備、外調機設置位置
を示します。



772
ZA-
054

R階屋上

R階平面詳細図に煙突とあり
ます。煙突の径・設置階等を
御指示下さい。

○

カポスタック製同等品程度を
想定ください。煙道1,100×
1,100　外側にハイスタック
（断熱材）70ｍｍ＋コンクリー
ト200程度を想定ください。

773
ZA-
054

R階屋上
R階平面詳細図にﾒﾝﾃﾅﾝｽ
ﾃﾞｯｷがあります。下記の項目
を御指示下さい。
①手摺の有無。必要ならば仕
様・詳細
②受けRC基礎の配置・寸法

○
①　不要とします。
②　適性な性能を確保でき
る仕様を想定ください。

774

鉄部仕上
鉄部・鉄骨部見え掛り部は全
て溶融亜鉛めっきのままと考
えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。

○ よろしいです。

775
ZA-
036,0

37

屋外階段

屋外階段の手摺仕様を御指
示下さい。

○

手すり：St　FB-12×50溶融
亜鉛メッキ塗装　H=1100
手すり子：St　FB-9×35溶融
亜鉛メッキ塗装＠100縦格子
手すり柱：St　FB-12×50溶
融亜鉛メッキ塗装＠９００
程度とします。

776
ZA-
037

外壁仕上
東側立面図 B1F部分の外壁
が見えますが(地盤ﾚﾍﾞﾙによ
り)、地下1階外壁仕上は立面
図に見える東側と南側のﾋﾟﾛ
ﾃｨ廻りが必要と考えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

777
ZA-
041

上記の場合、矩計図(2) F通り
B1階の壁仕上は押出成型ｾﾒ
ﾝﾄ板 素地仕上でしょうか。御
指示下さい。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

778
ZA-
036,0

37

ｱﾙﾐ笠木
立面図凡例K 笠木:ｱﾙﾐの施
工範囲を御指示下さい。

○
パラペット部全周想定くださ
い。

779
ZA-
007

ｱﾙﾐ笠木
特記仕様書(5)金属工事 ｱﾙﾐ
笠木に○印があり材料・種類・
伸縮継手・表面処理の記載が
ありますが施工箇所が不明で
す。御指示下さい。

○
適性な性能を確保できる仕
様を想定ください。

780

ZA-
040
～
042

梁型金物
矩計図 各階鉄骨梁から外壁
に延びる金物(L400程度)は何
を示すものでしょうか。外壁の
取付金物とは異なるものと思
われます。仕様・部材寸法・耐
火被覆の有無等を御指示下
さい。

○
Lアングル　65×65×6
外壁取付金物受材を想定く
ださい。

781

ZA-
040
～

042、
088

ﾊﾞﾙｺﾆｰ部腰壁
矩計図 ﾊﾞﾙｺﾆｰ部外壁姿図
に腰壁ALC版+DP(3)とありま
すが、断面図では腰壁はRC
壁(塗膜防水仕上)です。また
部分詳細図(4)D-15 屋外目
隠し･ﾊﾞﾙｺﾆｰの詳細図でも腰
壁はRC壁です。RC壁を正と
考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。

○ よろしいです。

782
ZA-
085

屋上配管立上り
部分詳細図(1)A-09・A-10に
屋上配管取出し口の詳細が
ありますが、今回の配管取出
し口はA-09の詳細図を使用
すると考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。

○ よろしいです。



783
ZA-
087,0

88

部分詳細図
部分詳細図に記載の下記の
項目は必要ならば設置場所・
寸法を御指示下さい。
①C-14 ﾀﾗｯﾌﾟ
②C-17 ｱﾙﾐ製庇
③C-18 定礎
④D-10 ECP目隠し壁

○

①平面詳細図参照くださ
い。
②不要とします。
③本棟入口廻りに1か所想
定ください。
④マニホールド棟受水槽廻
り想定ください。

784
ZA-
088

救急庇
部分詳細図(4)D-11 救急庇
詳細図について軒樋が折板
の妻側にありますが、軒樋は
軒先部に必要とおもわれま
す。軒樋は軒先に見込むと考
えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。

○ よろしいです。

785
ZA-
054、
085

設備基礎
R階平面詳細図等の機械基
礎A-15は部分詳細図(1)より
屋上防水巻き上げと考えて宜
しいでしょうか。御指示下さ
い。

○ A-7に読み替えください。

786
ZA-
036,0

37

階段目隠し
立面図によると一部屋外階段
に凡例N ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰがありま
すが、各立面図より設置範囲
は階段を囲むものではなく長
辺方向のみの設置に見えま
す。設置範囲は図面通り長辺
方向のみと考えて宜しいで
しょうか。またﾙｰﾊﾞｰ程度につ
いてﾒｰｶｰ品名を御指示下さ
い。

○
よろしいです。
ABC商会ブリンカース同等
品程度とします。

787
ZA-
036,0

37

階段目隠し下地
鉄骨 上記のﾙｰﾊﾞｰ下地取付鉄骨

が必要と思われます。部材詳
細を御指示下さい。

○
適性な性能を確保できる仕
様を想定ください。

788

ZA-
041,0
54,08

8

屋上目隠し
矩計図(2)屋上目隠し防音ﾊﾟ
ﾈﾙにD-10の詳細図記号があ
りますが、部分詳細図(4)D-10
はECP目隠し壁で立面図の
凡例M 遮音ﾙｰﾊﾞｰ、平面詳
細図 D-14(目隠し防音ﾊﾟﾈﾙ)
と相違があります。平面詳細
図のD-14(防音ﾊﾟﾈﾙ)を正と
考えて矩計図(2)に記載のｱﾙ
ﾐ笠木W100も部分詳細図通り
笠木無しと考えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。

○ D-14を正とします。

789 （内部）新病院本館

790
ZA-
18

耐震天井補強 耐震補強を行う天井の記載が
ありますが、区分Ａ～Ｃの各
範囲が不明です。御指示下さ
い。

○
エントランスホール吹抜け
部、講堂、リハビリ室としま
す。

791
ZA-
40

免震ピット

水勾配用の増打としてt50の
増打が必要と考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。

○
適性な性能を確保できる仕
様を想定ください。

792
ZA-
49

病室
病室に面する物入れですが、
仕上表では一般材の記載が
ありますが、ｷｰﾌﾟﾗﾝに建具が
落ちておらず、部分詳細図に
も収納の記載が有る為、在来
の物入れではないと考えて宜
しいでしょうか。御指示下さ
い。

○
造作家具です。部分詳細図
F-11参照ください。

793
ZA-
86

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ
部分詳細図B-20bﾌﾘｰｱｸｾｽﾌ
ﾛｱ(H=300)のⒷ部詳細で、ｱﾙ
ﾐ角ﾊﾟｲﾌﾟが記載されています
が、B-20ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ
(H=100～200)には記載ありま
せん。H=300以外のﾌﾘｰｱｸｾｽ
ﾌﾛｱにはⒷ部詳細のｱﾙﾐ角ﾊﾟ
ｲﾌﾟは不要でしょうか。御指示
下さい。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。



794 ZA-9

壁紙
特記仕様書（７）内装工事の
壁紙の仕様について、下記の
項目を御指示下さい。
①施工箇所にCLと記載され
ていますが、CLとはどの室の
意味でしょうか。御指示下さ
い。
②品質等で、防汚・表面強化
と記載されていますが、一般
室に使用されている壁紙全て
に必要となるのでしょうか。御
指示下さい。

○
①諸元表不燃壁紙記載部と
します。
②全てとします。

795
ZA-
34

ピット
各水槽の仕上が記載されて
いません。御指示下さい。（5
面or6面も併せて御指示下さ
い）

○
ZA-011参照の上、適性な性
能を確保できる仕様を提案く
ださい。

796
ZA-
45

1階風除室

1階風除室の屋根・幕板の仕
様・納まりを御指示下さい。

○ 追加資料⑥参照ください。

797
ZA-
43

Dﾎﾞｰﾄﾞ

Dﾎﾞｰﾄﾞ工法の凡例があり、詳
細C-23とありますが、詳細と
合致していません。基材:ｹｲｶ
ﾙ板t6、捨GB-Rt12.5と考えて
宜しいでしょうか。又、品番指
定ありましたら併せて御指示
下さい。

○

よろしいです。
３MダイノックフィルムDボー
ド工法同等品程度と想定く
ださい。

798
ZA-
087

天井点検口
部分詳細図において、天井
点検口が新病棟3300か所、
ｻｰﾋﾞｽ棟700か所となっており
ますが、ｻｰﾋﾞｽ棟とは今物件
の何棟を指しているのでしょう
か。又、棟別や1期2期で数量
をどの様に振り分ければ宜し
いでしょうか。御指示下さい。

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

799
ZA-
087

-

前項質疑に関連して、下記項
目の数量は1期、2期、付属棟
毎にどの様に振り分ければ宜
しいでしょうか。御指示下さ
い。
1）C-03：化粧床下点検口　15
か所
2）C-07：消火器ﾎﾞｯｸｽ　10か
所
3）C-08：消火器ﾎﾞｯｸｽ　4か所
4）C-09：消火器ﾎﾞｯｸｽ　32か
所、7か所
5）C-11：ｱﾙﾐ型材枠壁点検口
600か所

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

800
ZA-
087

天井点検口
C-12詳細において、特殊サイ
ズのみﾊｲﾊｯﾁDXとの文言が
記載されておりますが、今回
必要でしたら、数量を御指示
下さい。

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

801
ZA-
008

濃度測定

化学物質の濃度測定の対象
室が不明です。御指示下さ
い。

○

診察室、血液浄化室、化学
療法室、リハビリ室、講堂、
各階病室１床室、４床室、SS
内準備室、医局、幹部諸室
１室程度とし、
現場監理者と協議ください。

802
ZA-
088

ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ
D-08詳細において、ﾊﾟｽﾎﾞｯｸ
ｽが別途と記載されております
が、建築工事にて計上が必要
と考えて宜しいでしょうか。御
指示下さい。

○ ZA-020参照ください。



803
ZA-
098

厨房

厨房廻り詳細図に記載されて
いる下記項目は全て建築工
事でしょうか。御指示下さい。
1）壁補強
2）ﾌｰﾄﾞ：ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ有り
3）ﾌｰﾄﾞ：ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ無し
4）ﾂｰﾙﾊﾞﾗﾝｻｰ用吊ﾎﾞﾙﾄ
5）ﾍﾞｰｽ
6）一方枠

○ 建築工事とします。

804
ZA-
055

ｱﾙﾐｻｯｼ額縁

外建ｱﾙﾐｻｯｼの額縁はｽﾁｰﾙ
t1.6 SOP仕上と考えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

805
ZA-
040

免震ﾋﾟｯﾄ
見上げ部の断熱
材

矩計図に記載の免震ﾋﾟｯﾄ見
上げ部の断熱材がﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ
面にｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ ｔ30打込との
記載が有りますが、ﾃﾞｯｷ面に
打込はできないと思われる
為、硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑｔ25 吹付
に読み替えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。

○ よろしいです。

806
ZA-
009

断熱材
特記仕様書の断熱材の項目
で、押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保
温板2種b ｔ25の範囲が、一般
部との記載ですが、該当範囲
を御指示下さい。

○
ZA-089　E-13、E-15等を想
定ください。

807
ZA-
081

MRI室木製枠

シールド詳細図（１）D-5の木
製四方枠ですが、建築工事・
シールド工事どちらに含むの
でしょうか。建築工事でしたら
W・Hの寸法を御指示下さい

○
シールド工事とします。参考
寸法は７６０□です。

808
ZA-
081

MRI室SOP
シールド詳細図（１）D-6につ
いて、下記の項目を御指示下
さい。
①木製ケンドン扉のW・Hの寸
法を御指示下さい。（SOP塗
算出の為）
②木製三方枠のW・Hの寸法
を御指示下さい

○

①区分はシールド工事としま
す。参考寸法は有効800×
725Hです。
②区分はシールド工事としま
す。参考寸法は有効800×
765Hです。

809
ZA-
086

総合待合ルー
バー 部分詳細（２）B-27で、内部

ルーバーが記載されています
が、仕様が下記の様に異なっ
ております。
断面図1/50・・・アルミ角パイ
プ30×60 塩ビシート貼
詳細図1/10・・・集成材30×
60
集成材を正と考えて宜しいで
しょうか。その場合、樹種と表
面仕上を併せて御指示下さ
い。

○ 断面図を正としてください。

810
ZA-
7,15

EXP・Ｊ

ＥＸＰ・Ｊの記載があります。仕
様、ｸﾘｱﾗﾝｽなど詳細指定あり
ましたら御指示下さい。

○

クリアランス600とし、ABC商
会アーキパンション免震シ
リーズ同等品程度とし、適宜
想定ください。

811
ZA-
86

配線ﾋﾟｯﾄ(仕上材)
詳細B-30配線ﾋﾟｯﾄ範囲は、
内部診療ｴﾘｱとありますが、診
察室、問診室など床嵩上ｺﾝ
指示が無く、範囲が特定でき
ません。必要でしたら範囲御
指示下さい。

○
放射線各撮影室を想定くだ
さい。

812
ZA-
91

ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝｿｰﾙ
部分詳細図F-24のふかし壁
について、範囲が不明です。
該当室を御指示下さい。

○
1床室1か所、4床室2か所を
適宜想定ください。

813
ZA-
47

組立・滅菌
2階組立・滅菌室に□の絵が
ありますが、詳細を御指示下
さい。

○
上部ガラスフード及び床下
がり部を示します。



814
ZA-
088

点滴ﾌｯｸ
D-02点滴ﾌｯｸについて、処置
室、病室及び必要諸室に適
宜設置するとの文言が記載さ
れておりますが、平面詳細図
では1床室のみD-02が記載さ
れております。図示無き場合
であっても、4床室等に必要と
考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。

○ 宜しいです。

815
ZA-
088

無影灯架台

D-05無影灯架台の設置箇所
が26か所となっておりますが、
ZA-049図の1床重症大のD-
05や、ZA-051図の1床重症の
D-05やその他を足すと32か
所となります。どちらを正と考
えれば宜しいでしょうか。御指
示下さい。

○ 32か所としてください。

816
ZA-
086

点字鋲
点字鋲の設置箇所数が不明
です。位置表示、誘導各々の
数量を御指示下さい。

○
バリアフリー法/大阪府まち
づくり条例等に則してEV前
等適宜想定ください。

817
ZA-
066

間仕切
地下1階間仕切壁詳細図にお
いて、薬剤室にH=1800の文
言が記載されております。ﾊﾟｰ
ﾃｨｼｮﾝでしょうか。御指示下さ
い。

○
パーティションとしてくださ
い。

818

ZA-
087、
89、
90

数量不明項目

下記項目について、箇所数が
不明です。御指示下さい。
1）C-04：床下点検口（ﾏﾝﾎｰﾙ
600φ）
2）C-05：ﾏｼﾝﾊｯﾁ
3）E-17：天井裏排水ﾊﾟﾝ
4）F-12：ｶﾞﾗｽﾌｰﾄﾞ

○

１）適正な性能を確保できる
よう箇所数含め適宜想定く
ださい。
２）排水槽等適宜必要な箇
所に想定ください。
３）重要室-電気室、サー
バー室、中央監視室、防災
センター、放射線撮影室及
び操作室内操作機器設置
部、手術室に想定ください。
４）別紙参照ください。

819
ZA-
019、
20

数量・詳細等
不明項目

工事区分表の下記項目につ
いて、図示ありませんが、必
要な場合は詳細及び数量等
を御指示下さい。
1）⑩設備工事等-⑮光天井な
どの照明器具用箱付及び下
面仕上材料の設置
2）⑭その他ﾕﾆｯﾄ等-⑮共用
部の固定掲示板
3）⑮一般医療機器等-⑤同
上壁補強（ｼｬｳｶｽﾃﾝ）
4）⑮一般医療機器等-⑮人
工透析用配管ｶﾊﾞｰ
5）⑧ﾘﾊﾋﾞﾘ-②天井・壁補強

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

820
ZA-
113､
088

マニホールド棟､
部分詳細図(4) 西立面図に屋上目隠しパネ

ルＡＬＣ版(Ｄ－１０)とあります
が、部分詳細図Ｄ－１０ではＥ
ＣＰ目隠し壁になっています。
ＥＣＰをＡＬＣと読み替えて宜
しいでしょうか。御指示下さ
い。

○ ECPとしてください。

821
ZA-
114､
115

防火区画間仕切
防火区画間仕切は下記のよう
に設定して宜しいでしょうか。
御指示下さい。
①１階:Y21/X4～10､X4/Y21
～25､X8/Y21～25
②２階:X4/Y10～25､X8/Y21
～25､Y21/X8～10

○ よろしいです。

822
ZA-
114

区画間仕切 間仕切は全てスラブ､梁下端
まで立ち上げるとして宜しい
でしょうか｡立ち上げない部分
があればその範囲を御指示
下さい｡

○
防火城主用間仕切り等以外
天井仕上げまでとします。



823
ZA-
019､
020

工事区分表(1)(2)

血液浄化センターにおいて､
工事区分表(1)(2)に記載され
ています下記項目の寸法･仕
様･数量等御指示下さい｡
⑮-③:点滴レール､フック
⑮-⑮:人工透析用配管カ
バー
⑨-④透析用チューブもしくは
ピット
⑨-⑦:中和装置基礎
⑨-⑩:ＲＯ水製造装置給水用
配管

○
適正な性能を確保できるよう
箇所数含め想定ください。

824
ZA-
56他

建具表面仕上

各建具について、表面仕上は
下記のように考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。
SD・SW・FR：SOP
LSD：焼付塗装
SSD・SSW：HL仕上

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

825
ZA-
59他

SLW
スライディングウォール面の表
面仕上は、焼付塗装と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

826
ZA-
29､
37

AWの有無
2階北面F-L通りに、北立面図
でサッシの記載がありますが、
内部プランが手術室の為、左
記部分にはサッシは無しと考
えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。

○ 立面図を正としてください。

827
ZA-
36､
55

ガラス仕様

立面図凡例において、G-1：
LowE複動ガラス G-2：Low-E
ガラスとありますが、建具特記
仕様書-ガラスでは
FL5+A12+FL5・Low-
E6+A6+FL5の2種類となって
おります。外部ガラス仕様は
下記のように考えて宜しいで
しょうか。御指示下さい。
1・2階（カーテンウォール以
外）…FL5+A12+FL5
カーテンウォール・3～6階…
Low-E6+A6+FL5

○

北面、東面設置建具→
FL5+A12+FL5
南面、西面設置建具→Low-
E6+A6+FL5
とします。

828
ZA-
56

ガラス仕様
建具指示図-凡例において、
スリット窓・観察窓・框・小窓の
ガラス仕様が強化ガラスｔ4と
ありますが、特定防火設備の
場合は耐熱強化ガラスｔ8、防
火設備の場合は網入磨板ガ
ラスｔ6.8と読み替えて宜しい
でしょうか。御指示下さい。

○
よろしいです。適性な性能を
確保できる仕様を想定くださ
い。

829
ZA-
059

PT

建具指示図において、PT
（パーテーション）があります
が、仕様が不明です。ガラス
パーテーション スチール焼付
塗装 ガラス：強化ガラスｔ8.0
程度と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。

○ ZA-009参照ください。

830
ZA-
102

植栽工事
新病院本館屋上緑化の詳細
御指示下さい。

○
ZA-011参照の上、適性な性
能を確保できる仕様を提案く
ださい。

831
ZA-
041

植栽工事
免震ピット部の植栽帯の詳細
を、御指示下さい。

○
適性な性能を確保できる仕
様を想定ください。

832
ZA-
102

その他工事
車椅子用駐車場・自転車置
場・バイク置場に上屋があると
考えて宜しいでしょうか。御指
示下さい。又、併せて詳細御
指示下さい。

○
よろしいです。
想定ください。



833
ZA-
102

その他工事

オイルタンク・液酸タンク等基
礎の詳細を、御指示下さい。

○

オイルタンク基礎は電気図
参照ください。
液酸タンク基礎、外周フェン
スは本工事として追加資料
⑧を参照ください。



1

ZS-
001

- - - -

平板載荷試験

最大荷重が200kN/m2の記載
がありますが、長期地耐力が

200kN/m2で設計しております

ので、600kN/m2以上と考えて
よろしいでしょうか。

○ よろしいです。

2

ZS-
002

- - - -

鉄骨材料

電炉材を使用してもよい箇所
はありますでしょうか。

○
溶接接合としない、小梁、間
柱、外壁受け等の二次部材
は使用してよいです。

3 - - - - -

構造図

血液浄化センターの構造図は
ありますでしょうか。

○

4 - - - - -
構造図

マニホールド棟の構造図はあ
りますでしょうか。

○ 別紙参照ください。

5 S-3 5 5 2
設計用入力地震
動

採用地震波を示していただい
ておりますが、これらの地震波
の入力加速度デジタルデータ
をご提供いただけないでしょう
か。

〇 別途提供します。

6 地盤調査報告書

発行された地盤調査報告書
は本文だけの抜粋となってお
り、＜巻末資料＞が添付され
ておりません。＜巻末資料＞
部分の発行をお願いします。

〇 別途提供します。

7

ZS-
001

4 ➀

載荷試験   建築工事特記仕様書(10)に
おいて､載荷試験が3か所とあ
りますが､全て病院本棟と考え
てよろしいでしょうか｡

○
本棟3箇所、健診棟1箇所と
して下さい。

8

ZS-
001

5 ②

SD390の鉄筋継
手工法

  建築工事特記仕様書(10)に
おいて､高強度のため機械式
継手（無機グラウト）にすべき
と考えますが、よろしいでしょう
か。

○
継手の方法等は適宜計画し
てください。

9

ZS-
001

5 ② RC梁貫通補強
  建築工事特記仕様書(10)に
おいて､H形と既製品の適用
が記載ありますが､今回工事
は既製品補強でよろしいで
しょうか｡

○
適正な性能を確保できるよう
適宜想定ください。

10

ZS-
001

6 ➀ ｺﾝｸﾘｰﾄ耐久基準
強度

  建築工事特記仕様書(10)に
おいて､ｺﾝｸﾘｰﾄの耐久設計基
準強度について図示がありま
せんが､Fq＝Fc+Sのため考慮
する必要はないものとしてよろ
しいでしょうか

○ 宜しいです。

　　「基本設計図書（構造）」に関する質問書

No
ﾍﾟｰ
ｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

質疑回答の
公表可否
（○/×）

回答



11

ZS-
006

S梁貫通補強
  鉄骨基準図において､S梁用
貫通孔補強は既製品補強で
よろしいでしょうか｡

○
適正な性能を確保できるよう
適宜想定ください。

12

ZS-
013

人通孔補強

  基礎伏図において､人通孔
が必要な場合､補強要領をご
指示ください｡

○
適正な性能を確保できるよう
適宜想定ください。

13

ZS-
006

柱廻りﾃﾞｯｷ受け
の仕様

  鉄骨規準図において､梁継
手部ﾃﾞｯｷ受けPL-6の記載が
ありますが､柱廻り部ﾃﾞｯｷ受け
の仕様は梁継手部に倣うと考
えてよろしいでしょうか｡

○ 宜しいです。

14

ZS-
006
043

ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め
の仕様

  ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止めの仕様が
相違しています｡
  043図(床ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄ)
　　- l<200　PL-1.6
　　  200≦l≦600　PL-1.6 受
材L-65×65×6@600以下
  006図(鉄骨規準図)
　　- l<300　PL-3.2
　　  300≦l≦600　PL-3.2 受
材L-65×65×6@600以下

043図(床ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄ)より
l<200 PL-1.6､200≦l≦600
PL-1.6 受材L-65×65×
6@600以下でよろしいでしょう
か｡

○

  006図(鉄骨規準図)
　　- l<300　PL-3.2
　　  300≦l≦600　PL-3.2
受材L-65×65×6@600以下
を正としてください。

15

ZS-
043

片持ちｽﾗﾌﾞの型
枠仕様   床ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄにおいて､片持ち

ｽﾗﾌﾞ(CS1･CS2)の底型枠仕様
は在来型枠でよろしいでしょう
か｡

○ 宜しいです。

16

ZS-
043

ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞﾘﾌﾞ高さ
既存建物の基礎底レベルか
ら、既存の山留めが推測され
ます。既存山留めの仕様・範
囲について資料をご提示くだ
さい。なお、資料がない場合
は、既存山留め等の地中障
害がないものと考えてよろしい
でしょうか。

○
現場監理者と協議の上適宜
想定ください。

17

  梁貫通孔の数量を棟別に
RC･S梁毎の径毎にご指示く
ださい｡

○
適正な性能を確保できるよう
適宜想定ください。

18

ZS-
001

6 ⑧

  建築工事特記仕様書(10)に
おいて､ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄの混和剤
がAE減水剤または高性能AE
減水剤になっていますが､今
回工事は高性能AE減水剤を
採用すると考えてよろしいで
しょうか｡

○ よろしいです。



19

ZA-
004

7 ①

  建築工事特記仕様書(2)に
おいて､耐火被覆ﾛｯｸｳｰﾙ吹
付の記載がありますが､全ての
鉄骨柱･梁に必要と考えてよ
ろしいでしょうか｡

○ よろしいです。

20

ZA-
004

7 ①

  建築工事特記仕様書(2)に
おいて､耐火被覆ﾛｯｸｳｰﾙ吹
付の記載がありますが､全ての
鉄骨柱･梁に必要と考えてよ
ろしいでしょうか｡

○ 質疑13による。

21

ZA-
004

7 ①

  上記質問において､耐火被
覆ﾛｯｸｳｰﾙ吹付の工法は半湿
式工法と考えてよろしいでしょ
うか｡

○ よろしいです。

22

ZS-
036
～
039

 免震装置部分に耐火被覆は
必要ですか｡必要な場合､設
置範囲・仕様・程度をご指示く
ださい｡

○ 不要です。

23

ZS-
034

FW110･FW110A
の壁厚   地下外壁ﾘｽﾄでFW110･

FW110Aの厚みが相違してい
ます｡
　034図(A･B矢視)　-　1,100
～350
　034図(地下壁ﾘｽﾄ)　-　1,100
～650
1,100～350でよろしいでしょう
か｡

○ よろしいです。

24

ZS-
034

FW110･FW110A
の鉄筋余長

  地下壁ﾘｽﾄ図において､
FW110･FW110A縦二段筋の
余長は40dと考えてよろしいで
しょうか｡

○ よろしいです。

25

ZS-
035

鋼管内部ｺﾝｸﾘｰﾄ
の強度

  免震装置基礎ﾘｽﾄ､ｵｲﾙﾀﾞﾝ
ﾊﾟｰ仕様･ﾀﾞﾝﾊﾟｰ用ﾌﾞﾗｹｯﾄ詳
細図において､鋼管柱部に内
部ｺﾝｸﾘｰﾄ充填の図示がありま
すが､強度･ｽﾗﾝﾌﾟ･混和材が
不明です｡内部ｺﾝｸﾘｰﾄ充填
のｺﾝｸﾘｰﾄ強度･ｽﾗﾝﾌﾟ･混和
材をご指示ください｡

○
Ｆｃ30とし、スランプ、混和材
はZS-001を参照ください。

26

ZS-
033

ﾏｯﾄｽﾗﾌﾞ配筋

  ﾏｯﾄｽﾗﾌﾞﾘｽﾄにおいて､ｽﾗﾌﾞ
厚さがH1,300の為､幅止め筋
D10@1,000が必要と考えてよ
ろしいでしょうか｡

○ よろしいです。

27

ZS-
013
ZA-
038

ﾏｯﾄｽﾗﾌﾞ天端ﾚﾍﾞ
ﾙの相違

  1～6間/A～G間のﾏｯﾄｽﾗﾌﾞ
天端ﾚﾍﾞﾙが相違しています｡
　ZS-013図(基礎伏図)　-
1FL-2,660
　ZA-038図(断面図(1))　-
1FL-2,560
1FL-2,660でよろしいでしょう
か｡

○ 意匠図を正としてください。



28

ZS-
013
ZA-
038

ﾏｯﾄｽﾗﾌﾞ天端ﾚﾍﾞ
ﾙの相違   6～7間/J～K間のﾏｯﾄｽﾗﾌﾞ

天端ﾚﾍﾞﾙが相違しています｡
　ZS-013図(基礎伏図)　-
1FL-11,060
　ZA-038図(断面図(1))　-
1FL-9,760
1FL-11,060でよろしいでしょう
か｡

○ 意匠図を正としてください。

29

ZS-
013
ZA-
035

ﾋﾟｯﾄ範囲の相違

  2～4間/K通り下のﾋﾟｯﾄ範囲
が相違しています｡
　ZS-013図(基礎伏図)　-
ﾋﾟｯﾄ有り
　ZA-035図(ﾋﾟｯﾄ図)　-　ﾋﾟｯﾄ
無し
ﾋﾟｯﾄ有りでよろしいでしょうか｡

○ 構造図を正としてください。

30

ZS-
001
ZA-
040

4 ⑤ 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ厚の
相違   捨てｺﾝｸﾘｰﾄ厚さが相違して

います｡
　ZS-001図(建築工事特記仕
様書(10))　-　t50
　ZA-040図(矩計図(1))　-
t100
t50でよろしいでしょうか｡

○ 構造図を正としてください。

31

ZS-
001
035

6 ① ﾏｯﾄｽﾗﾌﾞのｺﾝｸ
ﾘｰﾄ強度の相違   ﾏｯﾄｽﾗﾌﾞのｺﾝｸﾘｰﾄ強度が相

違しています｡
  001図(建築工事特記仕様書
(10)) - Fc30
  035図(免震装置基礎ﾘｽﾄ) -
Fc33
Fc30と考えてよろしいでしょう
か｡

○ よろしいです。

32

ZS-
001
035

免震上部基礎の
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度   免震装置基礎ﾘｽﾄにおいて､

免震上部基礎のｺﾝｸﾘｰﾄ強度
がFc33とありますが､建築工事
特記仕様書(10)のｺﾝｸﾘｰﾄ強
度にFc33がありません｡免震
上記基礎のｺﾝｸﾘｰﾄ強度･ｽﾗﾝ
ﾌﾟ･混和材をご指示ください｡

○
該当箇所はFc30として下さ
い。

33

ZS-
001
017

地下部のｺﾝｸﾘｰﾄ
強度

  1階伏図において､1通り左側
/H～L通り間の梁･ｽﾗﾌﾞの強
度が不明です｡建築工事特記
仕様書(10)のB1階柱と同強度
でよろしいでしょうか｡

○ よろしいです。

34

ZS-
043
ZA-
040
～
042

ｽﾗﾌﾞ型枠仕様
  B1階及び1階床下の底型枠
仕様が相違しています｡
  ZA-040～042図(矩計図(1)
～(3)) - ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ
  ZS-043図(床ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄ) - 在
来型枠
ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷでよろしいでしょう
か｡

○ 意匠図を正としてください。

35

ZS-
019
042

鉄骨小梁SB30の
ﾘｽﾄ

  3階伏図において､L通り等
に鉄骨小梁SB30があります
が､鉄骨小梁ﾘｽﾄにSB30があり
ません｡SB30の部材断面寸
法･継手ﾀｲﾌﾟ･ｳｪﾌﾞ継手等のﾘ
ｽﾄをご指示ください｡

○
断面はH-300×150×6.5×
9（SS400）、継手はGPL-9、
3-M20として下さい。



36

ZA-
088
ZS-
025
027
030
041

  軸組図において､I通り･L通
り･10通りのRFL以上に鉄骨柱
梁がありますが鉄骨断面ﾘｽﾄ
にRFL以上のﾘｽﾄがありませ
ん｡またRFL以上は屋上防音･
目隠し壁下地と思われます
が､部分詳細図(4) D14 R階屋
上防音･目隠し壁と納まりが相
違しています｡屋上防音･目隠
し壁下地鉄骨のﾘｽﾄ等の鉄骨
詳細をご指示ください｡

○
仕上げ材等、意匠図の範囲
から適宜計画し、お見込み
下さい。

37

ZS-
005
013   鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造配筋規準図

(3)において､柱の打増し要領
で200mmを超える場合は図示
によるとありますが､基礎伏図
等のG～H通り間の柱側増打
要領の図示がありません｡
200mmを超える柱側増打ち要
領をご指示ください｡

○

ZS-005 柱の打増し補強要
領の打増し主筋をD16から
柱の主筋の1サイズおとしと
読み替えて適用ください。

38

ZA-
085

A07
,08

  部分詳細図(１)において､下
記鉄骨の部材断面･配置等の
鉄骨詳細図をご指示ください｡

Ａ０７　屋上機器類基礎部鉄
骨
Ａ０８　屋上点検歩廊部受け
鉄骨

○
適正な性能を確保できるよう
適宜想定ください。

39

ZA-
088

  部分詳細図(4)において､下
記鉄骨の部材断面･配置・ｱﾝ
ｶｰﾎﾞﾙﾄ･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ寸法等の
鉄骨詳細図をご指示ください｡

D10　ECP目隠し壁

○
適正な性能を確保できるよう
適宜想定ください。

40

ZS-
16～
22

Ｓ梁レベルについて

構造図凡例に示されているＳ
梁レベルは大梁のみとし小梁
はスラブ下端レベルに合わす
と考えてよろしいでしょうか。

○ よろしいです。

41

ZS-
41

大梁断面について

鉄骨大梁断面リストにＢＨと標
記のある部材で外法一定Ｈ形
鋼に同断面がある場合は外
法一定Ｈ形鋼を使用してもよ
ろしいでしょうか。

○ よろしいです。

42

ZS-
19～
22,42

小梁部材について
小梁SB30が部材リストにありま
せん。
Ｈ－300ｘ150ｘ6.5ｘ9（ＳＳ400）
ＧＰＬ-9　3-Ｍ20と考えてよろ
しいでしょうか。

○ よろしいです。

43

ZS-
001

6 ① ｺﾝｸﾘｰﾄ強度

  建築工事特記仕様書(10)に
おいて､ｺﾝｸﾘｰﾄ強度の記載が
ありますが､全て病院本棟と思
われます｡健診ｾﾝﾀｰのｺﾝｸﾘｰ
ﾄ強度･ｽﾗﾝﾌﾟ･混和材を基礎･
地上毎にご指示ください｡

○
全てFc24とし、スランプ、混
和材はZS-001を参照くださ
い。



44

ZS-
018

鉄骨小梁SB45の
ﾘｽﾄ   2階伏図において､4～5通り

/D～E通り間に鉄骨小梁
SB45がありますが､健診ｾﾝﾀｰ
鉄骨小梁ﾘｽﾄにSB45ありませ
んが病院本棟の鉄骨小梁ﾘｽﾄ
のSB45に倣うと考えてよろし
いでしょうか｡

○ よろしいです。

45

構造図
  居宅介護/訪看ｽﾃｰｼｮﾝ棟
の構造図をご呈示願います｡

○

46
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度   ｺﾝｸﾘｰﾄ強度･ｽﾗﾝﾌﾟ･混和材

の仕様をご指示ください｡
○

47

構造図
  ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ棟の構造図をご呈
示願います｡

○ 別紙参照ください。

48
ｺﾝｸﾘｰﾄ強度

  ｺﾝｸﾘｰﾄ強度･ｽﾗﾝﾌﾟ･混和材
の仕様をご指示ください｡

○
全てFc24とし、スランプ、混
和材はZS-001を参照くださ
い。

49

血液浄化センター

　地上及び基礎部の構造図を
発行ください。

○

50

ZS-
016
～
022

躯体床下げ範囲

厨房、サーバー室、電気室、
機械室、手術室等　諸室の躯
体床下げ寸法が、各室諸元
表と構造床伏せ図で相違して
います。各室諸元表を正と考
えて宜しいでしょうか。

○ 宜しいです。

51

ZS-
017
～
019

放射線防護室の
上下の躯体床厚
さ

構造図伏図ではS1もしくはS2
（スラブ厚150ｍｍ）、建築図
ZA-082図では部屋によって
200ｍｍもしくは300ｍｍと相違
しています。建築図を正と考
えて宜しいでしょうか。

○ 宜しいです。

52
ZS-
001

ｺﾝｸﾘｰﾄ強度
上記の範囲で､混和材量は
AE減水剤と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

○ 宜しいです。

53
ZS-
043

ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷの厚み
2階より上部のﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷの厚
みはt1.2と考えて宜しいでしょ
うか｡御指示下さい｡

○
床型枠として打設時の荷重
により適宜設定してくださ
い。

54
ZS-
031

柱根巻き

礎柱天端(1FL-350)から1SLま
での柱根巻きｺﾝｸﾘｰﾄの配筋
が不明です｡主筋D16@300､
HOOP筋 D13@100と考えて
宜しいでしょうか｡御指示下さ
い｡

○
該当箇所は露出柱脚です。
ZS-045を参照ください。

55

ZS-
031
ZS-
040

柱の配置

鉄骨柱の配置が､軸組図と柱
芯線図で食い違っています｡
柱芯線図を正と考えて宜しい
でしょうか｡御指示下さい｡

○ 宜しいです。



56

ZS-
031
ZS-
044

基礎下端

基礎下端がGL-2300(FL-
2400)になっていますが､地中
梁下端は梁天端FL-350+梁
成H2000のGL-2250(1FL-
2350)になります｡地中梁下端
を50増打ちすると考えて宜し
いでしょうか｡御指示下さい｡

○
基礎梁せいをH2050として下
さい。

57
ZS-
044

梁断面

基礎梁断面ﾘｽﾄで､B31の断面
寸法が不明です｡B400*D800
と考えて宜しいでしょうか｡御
指示下さい｡

○ 宜しいです。

58

ZS-1
ZA-
40

ＭＳ１３０下捨てコン厚が、矩
計図（１）ではｔ１００、建築工
事特記仕様書（１０）＜構造関
係（１）＞ではｔ５０です。矩計
図（１）が正しいと考えてよろし
いですか。

○ 構造図を正としてください。

59

ZS-1 RC梁貫通補強要領が､H形と
既製品両方採用の記載があり
ますが､既製品と考えてよろし
いですか。

○
適性な性能を確保できる仕
様を適宜想定ください。

60

ZS-1

上記質問が正しい場合、既製
品のメーカー及び径毎のタイ
プ・組数をご指示下さい。

○
適性な性能を確保できる仕
様を適宜想定ください。

61

ZS-1
ZS-
35

マットスラブ・Ｂ１階柱のコンク
リート強度が建築工事特記仕
様書（１０）＜構造関係（１）＞
ではＦｃ３０、免震装置基礎リス
トではＦｃ３３です。建築工事
特記仕様書（１０）＜構造関係
（１）＞が正しいと考えてよろし
いですか。

○ 宜しいです。

62

ZS-1
地下１階床のコンクリート強度
はＦｃ２４Ｓ１８と考えてよろしい
ですか。

○ Fc30としてください。

63

ZS-
006
043

コン止板厚
ZS-006内ではコンドメ板厚3.2
の指示になっていますが、
ZS-043内ではコンドメ板厚1.6
の指示になっています。全て
1.6mmを採用してよろしいで
しょうか。

○ ZS-006を正としてください。

64

ZS-
14

ZA-
27

免震層１床天レベルが、免震
ピット伏図では１ＦＬ－２６６０、
地下１階平面図では１ＦＬ－２
５６０です。免震ピット伏図が
正しいと考え、ＭＳ１３０上を１
００ｍｍ増打ちと考えてよろし
いですか。

○ １ＦＬ－２５６０として下さい。

65

ZS-
14

ZA-
35

免震ピット２～４通り間／Ｉ～Ｋ
通り間のピット範囲が、免震
ピット伏図では２～４通り間／Ｉ
～Ｋ通り間全てピット、ピット図
では２～４通り間／Ｉ～Ｊ＋４５０
０程度がピットです。免震ピッ
ト伏図が正しいと考えてよろし
いですか。

○ 宜しいです。



66

ZS-
14

ZA-
35

上記質問でピット図が正しい
場合は、構造伏図上にて納ま
りをご指示下さい。

○ 質問No8による

67

ZS-
14
ZS-
29
ZS-
35

免震ピット伏図の２～７間／I
～K間通りにある柱について、
免震装置下部基礎リストと同
様の柱が耐圧版下端から免
震層２まであると考えてよろし
いですか。

○ 宜しいです。

68

ZS-
16 Ｂ１階伏図の１０～１１通り間／

Ｉ～Ｊ通り間にある二重スラブ
＜Ｓ３＞＜－２０００＞の納まり
が不明です。二重スラブ側壁
を含めた構造詳細をご指示下
さい。

○ 別紙①を参照ください。

69

ZS-
18
ZS-
19
ZS-
20
ZS-
21
ZS-
22
ZS-
23

２～Ｒ階伏図上にあるスラブの
底型枠は、Ｓ符号部は床スラ
ブリスト備考欄右側の共通事
項２より床型枠用フラットデッ
キ、ＣＳ符号部の底型枠及び
小口部は部分詳細図（４）屋
外気目隠し・バルコニーより水
切り目地が必要となる為、在
来型枠と考えてよろしいです
か。

○ 宜しいです。

70

ZS-
23

ZA-
41

６階バルコニーの上部に矩計
図（２）より庇が必要と思われる
為、Ｒ階伏図外周の片持ちス
ラブＣＳ１を延長して庇先端ま
で見込むと考えてよろしいで
すか。

○
片持ちスラブ符号をCS2とし
て、庇先端まで見込んで下
さい。

71

ZS-
025
029

梁符号及び
寸法の表記 4FLから上階、はね出し梁の

表記はSB30で寸法1500です
が、梁符号はCG1で寸法は短
い値かと思いますがいかがで
しょうか。

○
CG1で寸法は短い値です。
伏図を正としてください。

72

ZS-
25
ZS-
27
ZS-
30

屋上目隠し部の
鉄骨について

I・L・10通り軸組図において、
R階上部に柱・梁の記載があり
ますが、
該当する伏図及び断面リスト
がありません。（別紙①）
ご指示願います。

○
適性な性能を確保できる仕
様を適宜想定ください。

73

ZS-
33

ＭＳ１３０主筋の地中梁への定
着長さは、上下筋共に梁巾＋
Ｌ２と考えてよろしいですか。

○ 宜しいです。

74

ZS-
33

マットスラブリストの定着要領
は、下記と考えてよろしいです
か。
  Ｘ方向でＡゾーンＨゾーンが
隣接する場合
　　　Ａゾーン上筋はＨゾーン
へ引き通し、定尺長さを超え
たらＬ１継手
　　　Ｈゾーン上二段筋はＡ
ゾーンへＬ２定着
　　　Ｈゾーン上筋は＠１００の
為、半数をＡゾーンへＬ１定着

○ 宜しいです。



75

ZS-
34

ZA-
28

ZA-
40

地下外壁リストＣ矢視に図示さ
れている立上り部に取付く片
持ちスラブの適用範囲は、１
階平面図６～７通り間／Ｈ～Ｉ
通り間風除１前にある矩計図
（１）図示の免震ＥＸＰ．Ｊプ
レート受け部に適用と考えて
よろしいですか。

○

ZA-028記載の床ＥＸＰ．Ｊに
おいて、G通りより西側は地
下外壁リストのC矢視、東側
はA矢視とし、位置はZA-
028を参照ください。

76

ZS-
34

ZA-
28

ZA-
40

上記質問で、免震ピット地下
外壁Ｃ矢視に図示されている
立上り部に取付く片持ちスラ
ブの適用範囲が異なる場合
は、適用範囲を構造伏図上で
ご指示下さい。

○ 質問No18による

77

ZS-
34
ZS-
43

ZA-
40

ZA-
41

ZA-
42

免震ピット地下外壁付の植栽
受けスラブの厚さ及び配筋は
地下外壁リストのＣ矢視にスラ
ブリストによると図示があります
が、スラブ符号が不明且つ、
スラブ厚さがｔ２００程度と床ス
ラブリストに図示の無い厚さと
なる為、厚さはｔ２００、配筋は
Ｄ１３＠１５０ダブルクロスと考
えてよろしいですか。

○
ZS-017　1階伏図を参照くだ
さい。

78

ZS-
35 柱に免震装置が取り付くもの

について、柱頭部に免震基礎
下部があると考えてよろしいで
すか。

○
免震下部基礎の配筋が、そ
のまま柱の配筋となるとお考
えください。

79

ZS-
35

上記質問が正しい場合、主筋
の定着長さは４０ｄとし、仕口
部フープは不要と考えてよろ
しいですか。

○ 質問No21による

80

ZS-
35

免震装置上部の
鉄骨柱について

免震装置とB1階又は1階の鉄
骨仕口部の間に、
免震装置基礎リストでは鉄骨
柱の記載がありますが
軸組図ではありません。（別紙
②）

○ 宜しいです。

81

ZS-
35

免震装置上部の
鉄骨柱について

2にて鉄骨柱が必要となる場
合、使用鋼材は上部柱材と
同材質・同断面と考えますが
宜しいでしょうか。

○ 宜しいです。

82

ZA-
38

ZA-
41
ZS-
17

１階伏図１～１１通り間／Ｌ通り
上側にあるスラブ符号ＣＳ１が
断面図（１）及び矩計図（２）で
は無し、１階伏図では有りで
す。断面図（１）及び矩計図
（２）が正しいと考えてよろしい
ですか。

○ 構造図を正としてください。

83

ZA-
41 矩計図（２）図示の地下１Ｆ跳

出スラブのリストは隣接するス
ラブに倣うと考えてよろしいで
すか。

○ 宜しいです。



84

ZS-
41

鉄骨メンバー
鉄骨梁断面リストでＢＨの表記
がありますが、外法一定Ｈ型
鋼の同サイズが存在する場
合、これに読み替えてもよろし
いでしょうか。

× 宜しいです。

85

ZS-
042

梁符号の不在

鉄骨小梁リストにSB30 の記載
がありません。ご指示下さい。

○
断面はH-300×150×6.5×
9（SS400）、継手はGPL-9、
3-M20として下さい。

86

ZS-
43

ZA-
40

ZA-
41

ZA-
42

Ｂ１・１階スラブの底型枠が、
床スラブリスト備考欄右側の
共通事項２では在来型枠、矩
計図（１）～（３）ではフラット
デッキです。床スラブリスト備
考欄右側の共通事項２が正し
いと考えてよろしいですか。

○ 意匠図を正としてください。

87

ZS-
43

ZA-
40

ZA-
41

ZA-
42

上記質問でフラットデッキが正
しい場合、矩計図（１）～（３）
にフラットデッキ＋スタイロ
フォーム３種ｔ＝３０打込とあり
ますが、フラットデッキ下の断
熱材の仕様は硬質ウレタン
フォームｔ＝２５吹き付けと考
えてよろしいですか。

○ 宜しいです。

88

ZS-
043

フラットデッキ採用右の共通事項欄に1階床下は
在来型枠とすると記載があり
ます。左下共通事項欄3番で
は1階床下型枠用デッキプ
レート詳細図と記載がありま
す。1階は型枠用デッキプ
レート使用可と考えてよろしい
でしょうか。

○ 宜しいです。

89

ZS-
043

梁符号の確認
CS2のディテールに記載され
ているH-300x150x6.5x9は
SB30のことでしょうか。

○ 宜しいです。

90

ZS-
043

型枠材の選定

CS1はデッキ・コン止型枠、
CS2は在来工法型枠と理解し
ます。よろしいでしょうか。

○
CS1、CS2ともに在来工法型
枠としてください。

91

ZA-
36

ZA-
39
ZS-
16

Ｘ１２通り右側／Ｊ～Ｌ通り間の
Ｂ１階外壁が、立面図（１）及
び断面図（２）Ｄ－Ｄ’断面図
では無し、Ｂ１階伏図では有り
（壁符号ＦＷ１１０）です。立面
図（１）及び断面図（２）Ｄ－Ｄ’
が正しいと考えてよろしいで
すか。

○
宜しいです。軸組図と合わ
せてご確認ください。

92

ZA-
88

目隠しルーバー他柱脚根巻
きの配筋要領をご指示下さ
い。

○
適性な性能を確保できる仕
様を適宜想定ください。

93

－ 鉄骨詳細図
鉄骨詳細図がありません。ご
提示ください。

○
適性な性能を確保できる仕
様を適宜想定ください。

94
－ 設備用Ｓ梁貫通孔補強の要

領をご指示下さい。
○

適性な性能を確保できる仕
様を適宜想定ください。

95

ZS-1
コンクリートの仕様は下記と考
えてよろしいですか。
　基礎（１Ｆ床含む）　Ｆｃ３０Ｓ１
５　高性能ＡＥ減水剤
　１ＦＬ立上りより地上　Ｆｃ２４
Ｓ１８　ＡＥ減水剤

○
全てFc24とし、スランプ、混
和材はZS-001を参照くださ
い。



96

ZS-
17
ZS-
18
ZS-
19
ZS-
43

スラブの底型枠は、１階伏図
図示のＳ符号は全て在来型
枠、２・３階伏図図示のＳ符号
はフラットデッキ、ＣＳ符号は
在来型枠と考えてよろしいで
すか。

○ 宜しいです。

98
ZA-
113

構造図の発行をお願い致しま
す。

○ 別紙参照ください。

99

ZA-
115

構造図の発行をお願い致しま
す。

○

100 S-5 5 5 (2)

設計用
入力地震動 設計用入力地震動（基礎底レ

ベル）のうち告示波L1,L2及び
サイト波（南海トラフ巨大地
震、南海トラフ長周期、中央
構造線断層和泉山脈南縁）を
ご提示ください

○ 別途提供します。

101
ZS-
001

4 5

砂利及び
砂地業 図示とありますが、図面にあり

ませんので、施工範囲をご指
示下さい

○
土に接する梁及びスラブの
捨コンクリート下として下さ
い。

102
ZS-
011

1 3

建物の可動変位
設備の可撓継手のクリアラン
スも、設計クリアランス600㎜で
宜しいですか？

○ 宜しいです。

103

ＺＳ-
014

柱増打配筋

免震ﾋﾟｯﾄ図において、G、H通
り柱に増打がありますが」、増
打厚が2000近くあり、一般増
打配筋では不可と思われま
す。配筋を御指示下さい。

○

ZS-005 柱の打増し補強要
領の打増し主筋をD16から
柱の主筋の1サイズおとしと
読み替えて適用ください。

104 -
マニホールド棟の構造図があ
りません。構造図の出図をお
願いいたします。

○ 別紙参照ください。

105 -
血液浄化センター棟の構造
図がありません。構造図の出
図をお願いいたします。

○

106 -

既存健診センター改修工事
及び仮設血液浄化センター
改修工事の改修構造図があり
ません。構造図の出図をお願
いいたします。

○ 別資料参照ください。

107
ZS-
021

5階伏図
外周部にSB30の小梁の記載
がありますが、鉄骨小梁リスト
に断面、継手の記載がなく、
詳細が不明です。H-
300x150x6.5x9（SS400）　継手
はGPL-9　3-M20と考えて宜
しいでしょうか。御指示下さ
い。

○ 宜しいです。

108
ZS-
018

2階伏図
健診センター棟において、
SB45の小梁の記載があります
が、健診センター棟の鉄骨小
梁リストに断面、継手の記載
がなく、詳細が不明です。本
棟のSB45と同様と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。

○ 宜しいです。



109
ZS-
035

免震装置基礎リ
スト、オイルダン
パー仕様・ダン
パー用ブラケット
詳細図

免震装置基礎リストにおいて、
柱脚RibPLの記載があります
が、寸法が不明です。各柱脚
において、寸法を御指示下さ
い。

○

右図を参照ください。

110
ZS-
002

錆止塗装

B1階、1階鉄骨において、錆
止塗装はJISK5674のままと考
えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。

○ 宜しいです。



1
E-3
ZE-
005

6 2 2 (1)
受変電設備
幹線設備

受変電設備の計画停電に対
するﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟの考え方とし
て、概要書E-03の6-2-2項に
低圧部へバイパス回路を設け
るように記載されてますが，ス
ケルトン（ZE-005）は幹線２重
化になっています。
必要負荷のみ受変電設備に
よる低圧部バイパス回路構成
を採用し、幹線２重化を実施
しない考えとして宜しいでしょ
うか。

○

重要負荷分類に準じて必要
負荷のみ受変電設備による
低圧部バイパス回路を構成
する計画としてください。な
お、スケルトンはバイパス回
路イメージを示しており、負
荷分類に応じたバイパス構
成としてください。

2
E-4
ZE-
026

- - - - 直流電源装置

直流電源装置300AHは受変
電設備（表示・操作用）と非常
照明用の兼用と考えてよろし
いでしょうか。

○

非常照明用及び受変電機
器操作・監視用として500AH
を見込んでください。なお、
蓄電池はＭＳＥ長寿命型とし
てください。

3 E-5 6 2 5 1 幹線設備
アイソレーショントランスの容
量、数量は御教授頂けますで
しょうか。

○

重症個室（3階病棟北）のア
イソレーションユニットは建
築工事とします。但し5kVA
×2系統（GAC、ＵＰＳ）を室
毎に見込んでください。その
他、救急は5ｋVA×2系統
（GAC、ＵＰＳ）×2ベッド、ア
ンギオは5ｋＶＡ×2系統
（GAC、ＵＰＳ）のアイソレー
ションユニットを各々、電気
設備工事で見込んでくださ
い。

4 E-6 6 2 7 (2) 照明制御

病室の照明は多機能タイプブ
ラケットとありますが、想定さ
れている品番はありますでしょ
うか。記載仕様を元に選定す
ることでよろしいでしょうか。

○
想定している参考品番は以
下です。
パナソニック：NNF41873Ｃ

5 E-7 6 2 9 (2) 内部雷保護設備

重要機器の電源系統や通信
系統にSPDを設置とあります
が、必要箇所は監視・防災等
の主装置関連を想定すること
でよろしいでしょうか。

○

ＳPDの必要箇所は通信機
器、監視・防災等の主装置
関連の他に、外部に設ける
重要機器を対象として計画
してください。なお、非常用
発電装置盤にも設置としてく
ださい。

6 E-8 6 3 2 - 電話配管設備

電話システムはIP方式の採用
も想定した計画とするとありま
すが、どのような対応が必要
でしょうか。

○

全館無線ＬＡＮ及びＩＰ固定
電話の利用を考慮したネット
ワーク機器の設置スペース、
電源、配管等を計画してくだ
さい。

7 E-9 6 3 7 (3)
ナースコース設
備その他

各病棟スタッフステーションは
大型モニタは設置するものと
考えてよろしいでしょうか。

○ よろしいです。

8 E-10 6 3 9 -
テレビ共同受信
設備

院内視聴用の衛星放送のCS
は110°CSの想定でよろしい
でしょうか。

○ よろしいです。

9
ZE-
005

- - - -
受変電設備単線
結線図

重要負荷は2重幹線となって
おり、対象負荷は協議による
とありますが、「E-5　6-2-5-2
動力設備　(1)負荷分類詳細
表（参考）」の最重要負荷と重
要負荷の負荷と考えてよろし
いでしょうか。

○

よろしいです。ただし、幹線
方式は2重幹線ではなく受
変電設備による低圧部バイ
パス回路を構成する計画と
してください。

10

ZA-
004

⑯ モックアップ 製作カ所（４床室、１床室、そ
の他監理者の指示による）と
有りますが、「その他監理者
の指示による」部屋名を具体
的にご教示の程、宜しくお願
い致します。

○ 現場協議によります。

11

ZA-
019

⑬ 外構関係
⑰駐輪場、⑱公用車車庫、⑲
救急車車庫、⑳ごみ置場の
区分が、「電気工事」「外構工
事」となっておりますが、「電
気工事」該当する電気設備の
工事内容をご教示の程、宜し
くお願い致します。

○
主に外灯及び構内の配線
線路工事とします。

12

ZA-
044

地下１階
平面詳細図

電気室エリアが記載されてい
ませんが、キュービクル用基
礎は必要と考えて宜しいで
しょうか？

○ よろしいです。

　　「基本設計図書（電気）」に関する質問書

No
ﾍﾟｰ
ｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

質疑回答の
公表可否
（○/×）

回答



13

E-3 6 2 2 受変電設備
分岐遮断器ＭＣＣＢのトリップ
警報監視は中央監視にて変
圧器バンク単位での一括監
視で宜しいでしょうか？

○ よろしいです。

14

E-4 6 2 4 1 直流電源装置

「非常照明用及び受変電機
器操作・監視として計画する」
と記載ありますが、一体型（兼
用型）の計画で宜しいでしょう
か？

○

非常照明用及び受変電機
器操作・監視用として500AH
を見込んでください。なお、
蓄電池はＭＳＥ長寿命型とし
てください。

15

E-4 6 2 4 2 無停電電源設備
機器容量として70kVAと有り
ますが、70kVAは「医療機器
用」「情報機器用」とも同じ容
量でしょうか？　「医療機器
用」「情報機器用」の容量をそ
れぞれご教示の程、宜しくお
願い致します。

○
70kVAは医療機器用とし情
報機器用は別途工事としま
す。

16

E-4
ZA-
073

6 2 4 2 アイソレーション盤

電力設備概要書E-4に「アイ
ソレーション盤は本工事」と有
りますが、ZA-073（手術室仕
様書（参考図））では「アイソ
レーションユニット設置は別途
工事」となっています。ZA-
073に従い、別途工事と考え
て宜しいでしょうか？

○
手術室のアイソレーションユ
ニットは別途工事とします。

17

E-6 6 2 7 2 照明制御 省メンテナンスを実現する為
にとございますが、どのような
制御を考えられておりますで
しょうか？

○
人感センサー及び昼光セン
サーによる自動点滅及び調
光制御を想定しています。

18

E-7
ZA-
003

6 2 9 1 雷保護設備

電力設備概要書E-7に「レベ
ルⅢ」と有りますが、ZA-003
（建築工事特記仕様書）では
「レベルⅠ」となっています。
E-7に従い、「レベルⅢ」と考
えて宜しいでしょうか？

○ よろしいです。

19

E-7 6 2 9 2 内部雷保護

「重要機器の電源系統や通
信機器にSPDを設置」とござ
いますが、対象の機器をご教
示、宜しくお願い致します。

○

ＳPDの必要箇所は通信機
器、監視・防災等の主装置
関連の他に、外部に設ける
重要機器を対象として計画
してください。なお、非常用
発電装置盤にも設置としてく
ださい。

20

E-8
ZA-
073

6 3 2 電話機
電力設備概要書E-8に「電話
機は別途工事」と有りますが、
ZA-073（手術室仕様書（参考
図））では「電話機は本工事」
となっています。E-8に従い、
別途工事と考えて宜しいで
しょうか？

○ よろしいです。

21

E-8 6 3 2 電話配管設備
「配管配線及びアウトレットま
でを本工事」と記載ございま
すが項目名は配管設備となっ
ております。配線は別途工事
と考えて宜しいでしょうか？

○
配管配線及びアウトレットま
でを本工事とします。

22

E-8 6 3 2 電話配管設備

（上記にて配線が本工事の場
合）
「電話交換方式を基本にIP方
式の採用も想定した」と記載
ございますが、「電話配線は
LANケーブル、モジュラーは
８極８芯とし、これを電話交換
方式として使用する」という考
え方で宜しいでしょうか？

○

よろしいです。なお、全館無
線ＩＰ携帯利用も考慮した計
画としてください。

23

E-8 6 3 2 電話配管設備
既存建物の基礎底レベルか
ら、既存の山留めが推測され
ます。既存山留めの仕様・範
囲について資料をご提示くだ
さい。なお、資料がない場合
は、既存山留め等の地中障
害がないものと考えてよろし
いでしょうか。

○
現場協議によるものとしま
す。

24

E-8 6 3 3 情報用配管設備
配管工事のみの工事区分に
対し、受口のモジュラー（８極
８芯）端子は本工事と考えて
宜しいでしょうか？

○
配管工事のみ本工事とし、
受口のモジュラー端子は別
途工事とします。

25

E-9 6 3 5 拡声設備
「手術室」「分娩室」「リハビリ」
のローカル放送対応は、有線
放送対応・アンプ対応のどち
らでしょうか？　ご教示の程、
宜しくお願い致します。

○
アンプ対応とし有線放送の
導入も可能なシステムとして
ください。



26

E-8 6 3 4 1 情報表示設備
外来エリアに設置するディス
プレイ・配線は別途工事とし、
空配管のみ本工事と考えて
宜しいでしょうか？

○ よろしいです。

27

E-8 6 3 4 1 情報表示設備
ディスプレイが本工事の場
合、ディスプレイの詳細（仕
様・台数含む）をご教示の程、
宜しくお願い致します。また、
システムのイメージ図はござ
いましたらご提示願います。

○

ディスプレイは別途工事とし
ます。但し、ディスプレイの
取付補強、吊下げ材は建築
工事となります。

28

E-9 6 3 5 拡声設備
「緊急地震速報の受信機能を
備え」と記載ございますが地
震速報専用受信機器及びそ
の速報受信に対する契約は
別途工事と考えて宜しいで
しょうか？

○
機器は本工事、契約は別途
工事とします。

29

E-9 6 3 5 拡声設備 避難誘導放送とは、非常放送
設備としての標準音声ロム放
送及び、人の声によるマイク
での補助的放送と解釈して宜
しいでしょうか？

○ よろしいです。

30

E-10 6 3 9 テレビ共同受信
設備 ＣＳ放送は110度ＣＳと解釈し

１軸方式で考えて宜しいで
しょうか？
尚、周波数は2071ＭHz対応
と考えて宜しいでしょうか？

○ よろしいです。

31

E-12
～

E-15

6 4 インフラ計画概要
電力インフラ計画概要におい
て、新旧切替時に停電が発
生するものと思われます。仮
設発電機にて供給する必要
負荷はありませんでしょうか？
もし、必要でしたら、仮設発電
機容量（もしくは負荷容量）と
対応期間（何回・何時間）をご
教示の程、宜しくお願い致し
ます。

○

ステップ1の高圧引込み切
替工事を行うにあたり病院
運営に支障のないように仮
設発電機を見込んでくださ
い。
ステップ1～5の期間、各ス
テップ工事の仮設電源及び
仮設血液循環センターの保
安電源として仮設発電機を
見込んでください。

32

E-12
～

E-15
K-24
～

K-46

6 4 既設建屋解体に
伴う盛替 解体図では文字等が潰れて

既設の配管配線が読み取れ
ませんでした。既設建屋解体
等に伴う盛替がございました
ら詳細をご指示願います。

○ 全て撤去とします。

33
誘導鈴設備は必要ないと考
えて宜しいでしょうか？

○
よろしいです。なお、大阪府
まちづくり条例に準拠した設
備は計画してください。

34
車路管制設備は必要ないと
考えて宜しいでしょうか？

○ 別途工事とします。

35

ZA-
020
ZE-
002

⑭ 電波障害事前調
査

ZA-020電波障害保証工事は
別途工事となっております
が、ZE-002電波障害事前調
査費は本工事となっておりま
す。「机上検討・事前調査は
本工事」で、「中間・事後調査
および電波障害保証工事対
応は別途工事」と考えて宜し
いでしょうか？

○

机上検討、事前・中間・事後
調査は本工事、電波障害保
証工事対応は別途工事とし
ます。

36

ZA-
020
ZE-
002

⑭ 電波障害事前調
査 （上記、事前調査が本工事の

場合）事前調査の箇所数が
空欄です。必要個数をご教示
の程、宜しくお願い致します。

○
実施設計にて机上検討を
行った上で必要箇所を判断
するものとします。

37

S-12 プロット凡例（電
話） 「電話交換方式で計画する」

と基本方針に記載ございます
が、プロット凡例ではＩＰとの記
載がございます。「配線は別
途工事」、もしくは、「ＬＡＮ
ケーブル＋モジュラー（アナ
ログ含む）８極８芯は本工事」
のどちらで計画すれば宜しい
でしょうか？

○
ＬＡＮケーブル＋モジュラー
（アナログ含む）８極８芯は本
工事とします。

38

S-12 プロット凡例（IC
カードリーダ）

基本方針では配管のみ本工
事となっております。またＩＣ
カードリーダは専用ボックスの
場合があるため、専用ボック
ス（別途工事）までの配管対
応のみを本工事と考えて宜し
いでしょうか？

○ よろしいです。

39

S-12
～

S-55
S-
106
～
S-
112

医療機器電源
S-106～S-112医療機器はS-
12～S-55プロット図に全て記
載されていると考えて宜しい
でしょうか？
過不足が有るようでしたらそ
の医療機器をご教示の程、宜
しくお願い致します。

○
医療機器への電源供給は
プロット図でなく医療機器リ
ストにより想定してください。



40

S-56
～

S-88
M-13
～M-

20

各室諸元表 清浄度（クラス）が記載されて
いる各室の電気設備は全てク
リーンルーム仕様（照明・コン
セント・スピーカー・感知器
等）と考えて宜しいでしょう
か？
また、S-56～S-88およびM-
13～M-20清浄度が相違して
いますので、清浄度対応室に
ついてもご教示の程、宜しく
お願い致します。

○

清浄度（クラス）が記載され
ている各室の電気設備は全
てクリーンルーム仕様（照
明・コンセント・スピーカー・
感知器等）と考えてくださ
い。
Ｍ-21～25のJISクラスに応じ
た空気清浄度エリア図を正
としてください。

41

S-
106
～
S-
113

医療機器（ＭＲＩ・ＣＴ・アンギ
オ等）は３相２００Ｖ供給と考え
て宜しいでしょうか？（医療機
器が400Vの場合、ダウントラ
ンスも含め別途工事）

○

大型医療機器用に一般動
力として200Ｖ200kVA×1、
400Ｖ300kVA×1、保安動力
として400Ｖ300kVA×1の変
圧器容量を見込んでくださ
い。

42

A-57
～

A-63
S-89
～
S-
105

03 3

医療継続計画

災害時、照明・コンセントを必
要とするエリアについて、「S-
89～105災害時使用室と使用
設備　諸元表」と「A-57～A-
63医療継続計画」と、対象室
が異なります。諸元表を正と
考えてよいでしょか？

○ よろしいです。

43
省エネルギー
関係計算書

省エネ計算書結果があります
が、評価数値等は参考とみな
し、性能の変動があったとして
も、BEIm値が１以下であれば
問題なしと考えてよろしいで
しょうか？

○ よろしいです。

44
省エネルギー
関係計算書

省エネ計算書作成にあたり、
想定した基本設計機器仕様
（照明器具仕様・台数など）を
発行願います。

○
根拠は他事例によります。今
後、実施設計にて詳細計算
をお願いします。

45 E-1 6 1 基本方針

採用設備・方式欄にある間接
照明採用範囲について、諸
元表等からは間接照明らしき
表記はトイレ（建築化照明）以
外は見受けられませんが、そ
の他間接照明として計画され
ている箇所があればご指示下
さい。

○

基本設計図書の各階平面
詳細図（ZA-043～054）で”
スリット照明””コープ照明””
コーニス照明”と明示されて
いる個所も見込んでくださ
い。

46 E-4 6 2 4 1 基本方針

直流電源設備の想定機器仕
様について、蓄電池容量の
記載が不明です。現状、どの
程度を見込んでおく必要があ
るでしょうか、ご指示下さい。

○

非常照明用及び受変電機
器操作・監視用として500AH
を見込んでください。なお、
蓄電池はＭＳＥ長寿命型とし
てください。

47 E-4 6 2 4 2 無停電電源設備

「救急、アンギオ、重症個室
（3階病棟北）についてはアイ
ソレーションユニットも本工事
とする」とありますが、ZA-097
図のウォールケアユニット詳
細図では（図中に「3階北3病
棟（総合内科・循環器内科）
平面図」とあります。これは、
E-4図の「重症個室（3階病棟
北）とし、アイソレーションユ
ニットはウォールケアユニット
と読み替え、建築工事と考え
て宜しいでしょうか。
また、救急、アンギオについ
てもウｫールケアユニットの図
面の提示をお願いします。

○

重症個室（3階病棟北）のア
イソレーションユニットは建
築工事とします。但し5kVA
×2系統（GAC、ＵＰＳ）を室
毎に見込んでください。その
他、救急は5ｋVA×2系統
（GAC、ＵＰＳ）×2ベッド、ア
ンギオは5ｋＶＡ×2系統
（GAC、ＵＰＳ）のアイソレー
ションユニットを各々、電気
設備工事で見込んでくださ
い。

48 E-8 6 3 2 通信設備計画概要

電話配管設備項目に、「携帯
端末・PHS（ナースコール設
備）等との連動が可能な設備
とする」とありますが、携帯端
末及びPHSは、電話交換機
等と同様に電話機器（別途工
事）に含むものと考えても宜し
いでしょうか。

○

よろしいです。なお、ナース
コール側として連動に必要
なインターフェイス等は見込
んでください。

49 E-11 6 3 13 基本方針

中央監視設備について、現
状、監視ポイント点数としてど
の程度を見込んでおけば宜し
いでしょうか。

○

操作監視、監視、計測、計
量の監視ポイントの点数とし
て1200ポイント（+予備10％
含む）を見込んでください。

50 E-13 6 4 1 健診センター改修

健診センター改修工事につ
いて、建築・電気設備・機械
設備の工事概要が不 明で
す。工事概要等の積算内容
をご指示下さい。

○

建築基準法上、法２２条→
準防火地域へ変更となって
おり、現行法への適合を行う
為の建具やり替え、ＳＦＤ追
加等工事、それに伴う既設
機器移設、配管配線のやり
替え等工事を想定ください。



51 E-14 インフラ計画概要

健診センターに対する工事と
しては、仮設対応から新病院
への切換えのみと考えて宜し
いでしょうか。

○ よろしいです。

52
A-53
E-12
～15

インフラ計画概要

ステップ5にて、血液浄化セン
ターが居宅介護支援所・訪問
看護ステーションへ変わりま
すが、血液浄化センターの電
気設備概要、及び居宅介護
支援所・訪問看護ステーショ
ンの電気設備概要が不明で
すのでご指示下さい。

○

ステップ５（血液浄化セン
ターが居宅介護支援所・訪
問看護ステーションに変更）
においてインフラ改修工事
以外の工事は発生しませ
ん。

53
A-54
E-12
～15

インフラ計画概要

ステップ6にて、健診センター
が倉庫棟へ変わりますが、改
修工事の電気設備概要が不
明ですのでご指示下さい。

○ NO.6回答によります。

54
ZE-
001

Ⅳ 特記仕様書

工事種目で棟の表記が①，
②，③となっていますが、①
は新病棟ですが、②，③は健
診センター、血液浄化セン
ターのそれぞれどちらに該当
するのでしょうか。ご教示下さ
い。

○
②血液浄化センター，③健
診センターに該当します。

55
ZE-
001

Ⅳ テレビ電波障害

工事種目にテレビ電波障害
防除設備の適用がありません
が、調査までは本工事、対策
工事は別途と考えて宜しいで
しょうか。

○ よろしいです。

56

E-3 非常用発電機
新病院の非常用発電機容量
は、新病院（非常・保安）のみ
と考えてよろしいでしょうか。
他棟へ供給する場合、発電
機の考え方についてお教えく
ださい。

○

MCP設備諸元表S-105図の
とおり、新病棟の非常用発
電機より居宅介護支援所・
訪問看護ステーションへ供
給が必要です。

57

E-4 直流電源設備
既存健診センターの既存非
常照明は電池内蔵型、仮設
血液浄化センターの非常照
明は、電池内蔵型として計
画、新病院のみ、電源別置型
として直流電源容量の選定を
してよろしいでしょうか。

○ よろしいです。

58

E-12
～15

既存健診
センター改修
概要 既存健診センターの電気設

備の改修は無しと考えてよろ
しいでしょうか。
改修を行う場合、電気設備改
修概要をお教えください。

○

建築基準法上、法２２条→
準防火地域へ変更となって
おり、現行法への適合を行う
為の建具やり替え、ＳＦＤ追
加等工事に伴う既設機器移
設、配管配線のやり替え等
工事を想定ください。

59

E-12
～15

仮設血液循環
センター新築
概要

仮設血液循環センター新築
の電気設備概要をお教えくだ
さい。

○

新病棟の設備概要に準じ、
プロット図（S-55図）及び各
室諸元表（S-86,87図）により
ます。

60

E-12
～16

各工事ステップ
停電対応

各工事ステップにおいての各
棟の停電時の対応をお教えく
ださい。既存各棟の非常用発
電機の有無についてお教えく
ださい。

○

ステップ1の高圧引込み切
替工事を行うにあたり病院
運営に支障のないように仮
設発電機を見込んでくださ
い。
ステップ1～5の期間、各ス
テップ工事の仮設電源及び
仮設血液循環センターの保
安電源として仮設発電機を
見込んでください。



61

E16 各棟への移報
新病院から各棟への一斉放
送、各棟一括移報等は無しと
して、計画をしてよろしいで
しょうか。必要な場合、既存棟
の受信機、放送設備、警報等
の有無をお教えください。

○

附属棟（既存棟含む）の防
災、拡声、警報等は新病院
の各設備主装置により一元
管理が可能な計画としてくだ
さい。

62

A45,
46

仮設血液循環
センター
非常用発電機

仮設血液浄化センターは、非
常用発電機が設置対応外と
なっておりますが、保安負荷
は見込まない計画としよろし
いでしょうか。

○
透析装置関連は保安負荷と
して見込んでください。

63

A45,
46

既存健診セン
ター
自火報 既存健診センターには、既存

自火報受信機があるもととし
て計画をしてよろしいでしょう
か。既存受信機の更新は無し
と考えてよろしいでしょうか。
必要な場合、具体的な容量を
お教えください。

○

既存健診センターには既存
自火報受信機があり、内装
やり替え工事に伴う既存受
信機の改修は本工事に含
みます。

64

ZE-
005

既存健診セン
ター
受変電設備

新病院のＢ１階電気室内受変
電設備より、既存健診セン
ターに高圧幹線を敷設する
計画としていますが、既存健
診センターには、既存受変電
設備があるものとして、計画を
してよろしいでしょうか。また、
既存受変電設備の改造等無
しと考えてよろしいでしょうか。
必要な場合、具体的な受変
電改修内容をお教えくださ
い。

○

既存健診センターには、既
存受変電設備があります。イ
ンフラ改修工事（E12～15
図）に伴う改修は本工事に
含みます。

65

ZE-
005

受変電設備

受変電設備単線結線図にお
いて、重要負荷切替は負荷
によるとありますが、幹線本
数、ブレーカー台数等数量が
拾えないため、具体的な負荷
名称をお教えください。また、
高圧母線連絡用遮断器が１
か所ですが、非常用発電機
で運転をしながらのメンテナ
ンスを行うという考え方でよろ
しいでしょうか。

○

対象となる負荷は、電気設
備計画概要Ｅ-5図の6-2-5-
2動力設備（1）負荷分類詳
細表の”最重要負荷””重要
負荷”とします。

66

ZE-
026

受変電設備
受変電設備は、一般型の屋
内受変電設備ですが、搬入
ルートをお教えください。搬入
ルートが無い場合は、薄型受
変電設備の計画としてよろし
いでしょうか。

○
地下1階サービスヤード～ピ
ロティ～廊下1～電気室とし
ます。

67

ZE-
026

受変電設備
き電盤１か所に対し、計１８００
kVAの変圧器となっておりま
すが、突入電流回避を考慮し
た場合、２か所に分ける必要
はありませんでしょうか。

○
き電盤を2系統（保安電灯系
統と保安動力系統）に分け
ることとします。

68

既存建築設備機
器の移設・再利
用

既存病院内の建築設備機器
類の内、近年更新品があって
も新病院に移設・再利用する
ものは一切無しとし、解体時
に全て撤去処分すると見なし
て宜しいでしょうか。

○
移設再利用について、現段
階では想定していません。

69
ZE-
001

Ⅴ
一般
共通
事項

工事
関係
図書

10

太陽光発電設備

太陽光発電設備について、
機器の性能確認項目で太陽
光発電設備計算書に○がつ
いておりますが、今回は該当
無しとして宜しいでしょうか。

○ よろしいです。

70
ZE-
002

Ⅴ
電力
設備
工事

ﾃﾚﾋﾞ
共同
受信
設備

1

電波障害防除調
査

電波障害防除調査につい
て、調査個所数をご指示くだ
さい。

○
調査個所数は10箇所としま
す。

71

2

2 4

照明設備の仕様
照明器具は、省エネルギー
関係計算書記載の床面積あ
たりの消費電力の値と異なっ
ても、6-2-7電灯設備(1)想定
照度基準、器具仕様にある
LED照明を採用することでよ
ろしいでしょうか。

○ よろしいです。





1 M-5 07 2 2 -

空調設備
２次側システム概
要について

空調設備の２次側システム概要
について、M-5の右側表に記
載がありますが、冷暖フリーエリ
アが不明瞭です。
透析室、事務局、居宅介護/防
看ステーション棟は全て冷暖切
替と考えて宜しいでしょうか。

○
電気室、厨房を除いて全て
のマルチは冷暖フリーです。

2
Ｍ-
10

7 2 4 （2） 冷温水配管方式

大温度差システムを採用とあり
ますが、想定されている温度差
など条件があればご提示くださ
い。

○
原則、冷水7～14℃、温水
45～38℃です。省エネ手法
として検討してください。

3 M-31 - - - - 医療ガス

各医療ガスインフラルートが不
明です。
工事に伴う、既設の切り替え、
仮設対応は不要と考えて宜し
いでしょうか。

○
実施設計時に調査くださ
い。

4
Ｍ-
27

7 3 2 （1） 給水設備
井水利用に関して、敷地地下
水の水質データなどがあれば
ご提示ください。

○
工事にあたり井戸試掘調査
を行ってください。

5 M-28 7 3 3 - 排水設備

特殊排水設備について
現状の人工透析排水、検査排
水、感染排水等の各特殊排水
処理能力をご教示頂きますよう
お願いします。

○

諸元表より適宜設定くださ
い。

参考
検査系排水処理：8ｍ3/日
程度
ボイラー・高温系排水処理：
50ｍ3/日程度
感染系排水処理：5ｍ3/日
程度
透析系排水処理：15ｍ3/日
程度
透析系排水処理（仮設）：15
ｍ3/日程度

6 M-31 - - - - 医療ガス

新築計画における医療ガス設
備について
液酸素タンク、医療ガスボン
ベ、コンプレッサー、吸引ポン
プ等の機器類は別途工事とし、
配管以降を本工事として宜しい
でしょうか。

○

別途工事です。
実施設計は必要です。施工
にあたり必要なスリーブ、基
礎等は本工事です。

7

特記
仕様
書
（1）

完成図等 - 8
建築物省エネ法
対応

標準入力法での算出とあります
が、モデル建物法による算出で
も可能でしょうか。

○
可能です。但し、基準値以
下としてください。

8 A-5 02 1 (2) インフラ整備状況

上水は、「※災害時を考慮して
引込２系統となっています」とあ
りますが、衛生設備計画（M-
28、M-42他）においては、１系
統で記載されています。M-26
『07-3-2.（1）』では既設150Ａか
らの分岐となっています。引込
みは１系統と考えてよいでしょう
か。また、どの内容が正かご教
示願います。

○

現状敷地外南側道路まで水
道本管が２系統となっていま
す。
敷地へは1系統で引き込ん
でいます。新病院へは南側
敷地の水道本管より新規に
引き込む計画としてくださ
い。

9

Ａ-5
Ｍ-9

環境条件につい
て

敷地概要と空調設備計画に
て、温湿度条件が異なります
が、Ｍ-9を正として宜しいでしょ
うか。

○ よろしいです。

10 A-45 02 11 (7)
消防法規チェック
リスト

A-45の次ページにて消防法規
チェックリストの一覧表があり、
そのフード消火設備について、
2階には該当無しとなっておりま
すが、2階にはカフェがありま
す。このカフェには厨房設備が
無く、フード消火設備不要と考
えてよろしいでしょうか？

○
テナント決定後、消防協議と
なります。

11
A-57
～63

03 3 医療継続計画

災害時空調設備運転を行うエリ
アについて、S-89～105の災害
時使用室と使用設備諸元表と、
対象室が異なりますが、諸元表
を正と考えてよいでしょか。

○ よろしいです。

12 A-64 04 1 井水利用

井戸を新設とありますが、井戸
工事は別途工事と考えてよい
でしょうか。本工事の場合、新
設井戸の設置想定位置、井戸
仕様、本数について、ご教示願
います。

○
本工事です。仕様は今後の
井戸試掘調査（本工事）によ
り決定します。

　　「基本設計図書（機械）」に関する質問書

No
ﾍﾟｰ
ｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

質疑回答の
公表可否
（○/×）

回答



13 M-2 07 2 1 熱源設備

インバーターはアクティブフィル
ター付とありますが、主要熱源
機器表に記載の、空冷ヒートポ
ンプチラーが設置対象と考えて
よいでしょうか。その他に設置
が必要な場合、具体的な対象
機器をご教示願います。

○
インバーターを搭載した機
器全てです。

14 M-2 07 2 1 ア)
空調中央熱源
方式

煙突はカポステック製とあります
が、建築工事と考えてよいで
しょうか。また、詳細仕様が不明
のため、ご教示願います。

○

建築工事とします。
煙突1,100×1,100　外側に
ハイスタック（断熱材）70ｍｍ
＋コンクリート200程度を想
定ください。

15 M-2 07 2 1 熱源設備

”熱源水供給には大温度差送
水を採用し”と記載があります
が、具体的な送水温度条件、
温度差について記載がありま
せん。具体的な送水温度、温
度差があれば御指示下さい。
※冷水、温水共お願いします。

○
原則、冷水7～14℃、温水
45～38℃です。省エネ手法
として検討してください。

16 M-5 07 2 2 (3) 防災対応

B1階サーバー室はバックアップ
200％と記載されていますが、
同ページ(2)に記載の通り、
100％×2台設置と理解してよ
いでしょうか。

○ よろしいです。

17

M-6
ＺＡ-
036・
037

排気方法につい
て

排気方法について、計画イメー
ジでは排気を集約してガラリに
て排気をしています。ガラリの
位置・大きさ等が、建築図面に
おいても記載がありません。ど
こから排気を行うかご教示願い
ます。

○
Ｍ-6は概略系統図であり適
切な位置にて建築依頼して
ください。

18 M-9 07 2 2 (6)
設計用室内発熱
条件

医療器材等の発熱について
は、医療機器リストによるとあり
ますが、S-106～113医療機器
リストの発熱量欄に記載なき箇
所があります。発熱量、若しくは
省エネ計画書作成にあたり想
定した機器仕様をご教示願い
ます。

○ 適宜想定ください。

19 M-11 07 2 5 (4) 解剖室、切出室

プッシュプル装置を備品で設置
するとありますが、ZA-020工事
区分表より、備品は別途工事と
考えてよいでしょうか。

○ よろしいです。

20

Ｍ-
11

07 2 6

排煙機について
基本設計では、排煙機を何系
統で運用すると考えているので
しょうか。

○
Ⅰ期棟で1系統、Ⅱ期棟で1
系統を想定しています。

21 M-11 07 2 5 (4) 特殊換気

文中に”クエンチ排気ダクトは、
ステンレス製ダクトとする”と記
載がありますが、図面番号ZM-
002、特記仕様書Ｖ、Ⅵダクト・
配管材料では、ステンレス管と
記載があります。クエンチ排気
は、ステンレス管を正として考え
てよろしいでしょうか？

○
ステンレス製ダクトとしてくだ
さい。

22 M-11 07 2 5 (4) 特殊排気

解剖室、切出室の換気につい
て”常時15回/h、使用時は30
～50回/ｈ換気”との記載があり
ますが、外気処理機の吹き出し
が室内等エンタルピー条件に
て吹出すと、吹出し温度は冷房
時19℃DB前後の吹出しとなり、
上記換気量では室内温度が下
がりすぎ、温度制御が不可能に
なると予想されます。手術室同
様に、再熱コイルが必要にはな
りませんか？

○

換気風量の多い系統（解剖
室等）、手術室系統の再熱
負荷を見込みます。
実施設計にて詳細計算して
ください。

23 M-11 07 2 7 (1)-ｶ)監視・警報

監視項目の中に、”主要ファン”
と記載がありますが、具体的の
想定されている系統のファンに
ついて御指示下さい。

○

屋上に設置するファン、電
気室、熱源機械室、厨房、
手術室、免震ピット、および
動力ファン全て

24
M-13
～20

空調設備計画

清浄度エリアについて、S-56～
88の各室諸元表の空調設備特
記事項欄と異なる箇所がありま
すが、どちらを正と考えればよ
いでしょうか。

○
Ｍ-21～25のJISクラスに応じ
た空気清浄度エリア図を正
とする。

25 M-26 07 3 2 (1)
給水設備
計画概要

飲料水について、水源は市水
とするとありますが、M-28給水
設備フローシートにおいては、
井戸利用を主体とし市水はバッ
クアップ対応とされています。
市水を主体とすると考えてよい
でしょうか。

○

よろしい。但し、今後、井戸
試掘調査（本工事）を行い、
どちらを主とするか決定しま
す。
雑用水については井水主体
としてください。



26 M-26 07 3 2 (1)
給水設備
計画概要

井戸水をろ過して雑用水に利
用する計画ですが、井戸水の
水質及び、ろ過装置の仕様が
不明ですので、ご教示願いま
す。

○
今後、井戸調査を行い、水
質により決定します。

27 M-26 07 3 2 (1)
給水設備
計画概要

災害時の水の備蓄は３日分の
水量を確保するとありますが、
M-27給水計算書に記載の通
り、冷却塔補給水は１日分と考
えてよいでしょうか。

○ よろしいです。

28 M-28 07 3 2 (2)
給水設備フロー
シート

上水受水槽において、井戸水
系統と市水系統を同一水槽で
混合させていますが、当方式
は、基本設計として水道局協議
済と考えてよいでしょうか。

○
よろしいです。実施設計時
に具体的に協議してくださ
い。

29 M-28 07 3 2 (2)
給水設備フロー
シート

上水系統Ｒ階に、ボイラー系統
と記載されていますが、ZM-
004主要機器プロット図より、ボ
イラーは地下１階機械室設置と
考えてよいでしょうか。

○ よろしいです。

30 M-28 07 3 2 (2)
給水設備フロー
シート

上水系統で、居宅介護/訪看ス
テーション棟、倉庫棟への給水
供給が計画されていますが、
M-27給水計算書において、当
該給水量は含まれていると考え
てよいでしょうか。

○ よろしいです。

31 M-28 07 3 2 (2)
給水設備フロー
シート

雑用水加圧給水ポンプ及び冷
却塔補給水加圧給水ポンプ
は、地下ピット水槽からの吸上
げ仕様のため、呼水槽が必要
と考えてよいでしょうか。

○ よろしいです。

32 M-28 07 3 2 (2)-ｶ)
給水設備フロー
シート

冷却塔給水量の減免の為、補
給水系統にメーターが設置さ
れておりますが、冷却塔排水ブ
ロー管にはメーター不要と考え
てよろしいでしょうか？

○ 設置してください。

33 M-28 07 3 3 (1)
排水設備
計画概要

検査系排水、ボイラー系排水、
感染系排水、人工透析排水は
排水処理設備を設置するとあり
ますが、排水処理能力が不明
ですので、ご教示願います。

○

諸元表より適宜設定くださ
い。

参考
検査系排水処理：8ｍ3/日
程度
ボイラー・高温系排水処理：
50ｍ3/日程度
感染系排水処理：5ｍ3/日
程度
透析系排水処理：15ｍ3/日
程度
透析系排水処理（仮設）：15
ｍ3/日程度

34 M-29 07 3 4 (2)
給湯設備・蒸気
設備フロー図

蒸気フロー図の系統に”シェル
チューブ”と記載のある系統が
ありますが、この系統の行き
先、及び必要能力を御指示下
さい。

○ 貯湯槽へ供給とします。

35 M-29 07 3 4
(1)
(2)

貯湯槽

”貫流蒸気ボイラーからの蒸気
を利用した貯湯槽とする”とあり
ますが、フロー図ではそのよう
になっていません。蒸気供給が
必要な場合、そのシステムにつ
いて御指示下さい。

○ Ｎｏ．32によります。

36 M-30 07 3 5 (2) 防火設備計画

消防水利について、40ｔ ×2箇
所もしくは60ｔ ×１箇所設置す
る旨、記載されていますが、基
本設計における設置場所をご
教示願います。また、A-45次頁
の消防法規チェックリストにお
いて、消防水利から送水口まで
の距離が規定されていますが、
送水口計画位置を併せてご教
示願います。

○
実施設計にて詳細協議願い
ます。

37 M-30 07 3 6 (2)
ガス設備
引込計画

新設ガス設備は、既存管より分
岐とされていますが、分岐位置
をご教示願います。

○ ガバナ室棟です。

38 M-30 07 3 5 (2)
防火対象物区分
と防火設備計画

地下階に面積200㎡を超えて
車輌が寄り付くピロティーがあり
ますが、対象消火設備に、泡消
火、移動式粉末消火の該当が
ありません。あくまでもピロ
ティーと考え、スプリンクラーに
て警戒するものと考えてよろし
いでしょうか？

○ よろしいです。



39 M-30 07 3 5 (2)
防火対象物区分
と防火設備計画

地階については、機械室などを
連結散水設備にて警戒するこ
ととなっておりますが、スプリン
クラー設備による代替は不可と
いう解釈でよろしいでしょうか？

○

無菌、解剖、霊安1、霊安2、
標本室は連結散水設備と
し、それ以外は協議にて代
替可です。

40 M-31 07 3 7 医療ガス設備

医療ガス設備（圧縮空気、吸引
含む）は、ZA-019工事区分表
より、別途工事と考えてよいで
しょうか。

○

よろしいです。
実施設計は必要です。施工
にあたり必要なスリーブ、基
礎等は本工事です。

41 M-35 消火設備

免震層部分（排水処理設備設
置部分含む）について、消火設
備の記載がありませんが、不要
と考えてよいでしょうか。

○ よろしいです。

42 M-35 消火設備
Ｒ階発電機置場について消火
設備の記載がありません。ご教
示願います。

○
大型消火器×2台、10型消
火器×2台（電気設備工事）
です。

43 M-42 インフラ計画概要

既存病院北側にある調整槽
が、新病院建設に際し、支障す
る位置にありますが、改修ス
テップ図において、移設等計画
が不明です。基本設計で想定
する移設計画をご教示願いま
す。

○ 移設予定ありません。

44 M-43 インフラ計画概要

STEP-1①において、仮設血液
浄化センター、健診センターへ
の仮設給水は直結給水方式で
計画すると考えてよいでしょう
か。

○

仮設として受水槽（有効10
㎥）＋加圧給水ポンプ方式
とします。
但し、最終的に新病院受水
槽からの給水とします。

45 M-43 インフラ計画概要

STEP-1②において、仮設血液
浄化センターからの仮設排水
系統に排水処理設備の記載が
不明ですが、詳細仕様をご教
示願います。

○

諸元表より適宜設定くださ
い。

参考
透析系排水処理（仮設）：15
ｍ3/日程度

46 M-43 インフラ計画概要

STEP-1③において、既存病院
の排水ルートを変更するとあり
ますが、仮設ポンプアップ排水
すると考えてよいでしょうか。ま
た、工事に伴う排水機能停止
が可能と考えてよいでしょうか。

○

夜間等、短時間の停止に限
定して病院側との施工時間
実施等協議を行ってくださ
い。

47 M-43 インフラ計画概要

STEP-1③において、既存病院
の排水ルートを変更に際し、既
存病院北側排水系統が新病院
と近接するため、屋外において
の仮設排水ルート確保が困難
と予想されます。基本設計で想
定する仮設排水計画をご教示
願います。

○
仮設ポンプアップにて排水
計画してください。

48

M-43

排水ルート変更
について

インフラ計画_STEP-0にて、老
人ホーム宿舎・看護宿舎を解
体しますが、汚水ポンプ槽は保
育所にて使用するので、汚水
ポンプ槽は残置と考えて宜しい
でしょうか。

○
ご提案ください。
実施設計にて協議とします。

49
S-
106
～

医療機器リスト

設備特記事項欄に、別途詳細
図参照、等記載されています
が、別紙詳細図を発行願いま
す。

○
実施設計にて詳細協議願い
ます。

50
ZA-
011

建築工事
特記仕様書

屋内、屋外建具共にガラリは記
載の有無に関わらず適宜設置
すること、とありますが、設置方
針が不明な為、数量及び大きさ
のご教示を願います。

○
実施設計で詳細計算により
決定して下さい。

51
ZA-
011

建築工事
特記仕様書

健診センター棟の改修は、準
防火地域に準拠した仕様への
改修及び既存不適格箇所の遡
及程度とありますが、具体的に
は何が該当するのかご教示願
います。

○

法２２条→準防火地域へ変
更となっており、現行法への
適合を想定ください。
既存資料を提示しますの
で、併せて確認ください。

52
ZA-
011

建築工事
特記仕様書

特記仕様書記載の内容で適用
の有無に関わらず必要と思わ
れるものは適宜想定すること、と
ありますが、具体的に何を指す
のでしょうか。

○ 記載通り適宜想定ください。

53

ZA-
020
ZA-
081
～
084

シールド工事_工
事区分について

区分表が両ページに記載があ
りますが、ＺＡ-081を正として宜
しいでしょうか。

○ よろしいです。



54

ZA-
089

Ｅ 17

排水パンについ
て

E-17_天井裏　排水パンの記載
があり、手術部・放射線室等高
額医療機器使用室に適用とあ
りますが、手術ホール・中材等
は該当するでしょうか。具体的
にどこが適用になるかをご教示
願います。

○

該当重要室は、電気室、
サーバー室、中央監視室、
防災センター、放射線撮影
室及び操作室内操作機器
設置部、手術室とします。

55
ZA-
113

マニホールド棟
マニホールド棟の受水槽の基
礎仕様が不明です。ご教示願
います。

○
4400×400×600Ｈ×8本程
度想定ください。

56

ＺＡ-
115

設備機器につい
て

本棟完成後の倉庫棟・居宅介
護支援所訪問介護ステーション
の設備図面の記載がありませ
ん。仕様をご教示願います。

○
原則改修なしで想定してい
ます。

57
ZM-
001

Ⅴ
共通事項21.イン
バーター制御及
び操作盤

”入力側にノイズフィルターを備
えたものとする（アクティブフィ
ルター）”と記載がありますが、
アクティブフィルターを設置する
のは、パッケージエアコン室外
機及び、空冷ＨＰチラーのみと
考えて、ファン、ポンプに用意
するインバーターはアクティブ
フィルター以外の高調波対策を
施すと考えてよろしいでしょう
か？
※ファン、ポンプなどの電動機
のインバーター盤に対応するア
クティブフィルターは、高額で
大容量の製品のみ存在し、現
実的な設置例はほぼ無いと思
われます。

○
インバーターを搭載した機
器全てです。

58
ZM-
001

Ⅴ
共通事項22.耐
震施工

特記仕様書中、耐震施工の記
述の中に、本件で適用する耐
震クラスの記載がありません。
別資料で御指示のあります水
槽類1.5Gの耐震基準以外の機
器について、耐震クラスを御指
示下さい。

○ ＺＡ-003に記載しています。

59
ZM-
002

Ⅵ
ダクト・配管材料
中、排気ダクト材
料

塩化ビニルライニングダクトを使
用する系統のダンパー材質に”
塩化ビニル製”とご指定頂いて
おりますが、3,000㎡を超える建
築物においては、ダクト材料は
不燃材料を用いる規定（建基
令129条の2の5第1項第6号）が
あり、塩化ビニル製ダンパーは
使用不可と考えます。使用する
ダンパーをエポキシ樹脂塗装と
読み替えてよろしいでしょう
か？

○ よろしいです。

60
ZM-
002

Ⅵ
ダクト・配管材料
中、排気ダクト材
料

MRI天井内通路ダクト、クエン
チ、滅菌器についての使用材
料について”ステンレス管
（SUS304）”と記載があります
が、クエンチを除き、風量が大
きくなるため、ステンレス管を使
用することは不可能かと考えま
す。クエンチを除き、ステンレス
ダクトと読み替えてよろしいで
しょうか？

○ よろしいです。

61
ZM-
002

Ⅵ
ダクト・配管材料
中、排気ダクト材
料

剖検、解剖室の排気に関して、
ピット内について、”ステンレス
管（SUS304）”との指定がありま
すが、当該室の排気風量は多
風量になることが予想され、ス
テンレス管を使用するとは不可
能かと考えます。ステンレスダク
トと読み替えてよろしいでしょう
か？

○ よろしいです。

62
ZM-
002

Ⅵ
ダクト・配管材料
中、排気ダクト材
料

厨房用排気ダクトの材質につ
いて、資料左側の排気ダクト材
料の表では、ガルバリウム鋼板
となっておりますが、資料右側
の表では厨房排気について、
一般部は亜鉛鉄板ダクトとなっ
ております。資料右側の表の通
り、厨房排気ダクトの一般部
は、亜鉛鉄板にて施工すると考
えてよろしいでしょうか？

○
屋内は亜鉛鉄板、屋外はガ
ルバリウム鋼板としてくださ
い。

63
ZM-
003

Ⅴ
配管材料（給排
水衛生設備）

排水管（汚水）及び、排水管
（雑排水）の配管材料につい
て、排水用硬質塩化ビニルライ
ニング鋼管、硬質ポリ塩化ビニ
ル管のいずれにも○印が付し
てあり、使い分けについて御指
示下さい。

○
硬質ポリ塩化ビニル管として
ください。



64
ZM-
003

Ⅴ Ⅵ
配管材料（給排
水衛生設備）

配管材料で、硬質ポリ塩化ビニ
ル管を使用する場合、排水用リ
サイクル品を採用する指示とは
なっておりませんが、別資料M-
1、07_機械設備計画中、省コス
ト・省エネルギーの項目で、リサ
イクル排水管を採用する旨の
記述があります。リサイクル排水
管を使用する個所があれば、そ
の範囲をご教示下さい。
※別資料A-64環境配慮事項
の中でも同様の記載あり。

○
環境配慮として実施設計に
て提案してください。

65
ZM-
002,
003

Ⅴ Ⅵ
配管材料（給排
水衛生設備）

蒸気管（往き）の配管材料で、
給排水衛生設備では、圧力配
管用炭素鋼鋼管、空気調和設
備では、一般配管用ステンレス
鋼管となっておりますが、この
配管材料の使い分けについて
は、加湿用配管の蒸気につい
てのみ、ステンレス鋼管を採用
するという解釈でよろしいでしょ
うか？

○

蒸気管（往き）は、全て圧力
配管用炭素鋼鋼管とし、加
湿2次側のみステンレス鋼管
とします。

66
ZM-
003

Ⅴ Ⅵ
配管材料（給排
水衛生設備）

通気管のj配管材料で、配管用
炭素鋼鋼管、耐火二層管を使
用するように記載されておりま
す。区画貫通部を含めて全て
耐火二層間の使用として宜しい
でしょうか。

×
よろしいです。（高温排水用
通気は配管用炭素鋼鋼管）

67

ＺＭ-
005

災害時の使用機
器について

厨房空調にて、災害使用室に
該当しますが、スポットエアコン
は使用機器に該当しますか。

○ 該当します。

68

ＺＭ-
004
ＺＡ-
034・
035
ＺＳ-
014

主要機器プロット
について

設備図面と建築図面・構造図
面で、免震層の機器配置が異
なります。どちらを正とすれば宜
しいですか。

○
設備図面を正としてくださ
い。

69 S-72 各室諸元表
手術室1～5の備考欄に”CO2
（壁）”と記載がありますが、この
意味するものを教えて下さい。

○
ＣＯ２を壁取付け型で設置し
てください。

70
省エネルギー
関係計算書

省エネ計算書結果があります
が、評価数値等は参考とみな
し、性能の変動があったとして
も、BEIm値が１以下であれば問
題なしと考えてよろしいでしょう
か。

○ よろしいです。

71
省エネルギー
関係計算書

省エネ計算書作成にあたり、想
定した基本設計機器仕様（空
調熱源、空調機、パッケージエ
アコン、換気機器、給湯機器な
ど）を発行願います。

○

主要機器については概略基
本設計図書に記入していま
す。実施設計にて選定願い
ます。

72
省エネルギー
関係計算書

省エネ計算において、個別熱
源比率（50％）、熱源容量
（130W/㎡）、熱源効率（3.88）
の算定根拠をご教示願いま
す。

○

根拠は他事例のエネルギー
量によります。今後、実施設
計にて詳細計算をお願いし
ます。

73
省エネルギー
関係計算書

省エネ計算において、全熱交
換器が有とされていますが、算
定根拠をご教示願います。

○

一部防災センター等には全
熱交換器はありますが、外
機処理機＋排気ファン主体
にします。

74

A-53
M-43
～44

インフラ計画概要

ステップ5にて、血液浄化セン
ターが居宅介護支援所・訪問
看護ステーションへ変わります
が、血液浄化センターの機械
設備概要、及び居宅介護支援
所・訪問看護ステーションの機
械設備概要が不明ですのでご
指示下さい。

○

血液浄化センター
空調換気設備：空冷パッ
ケージエアコン（天井カセッ
ト）＋全熱交換器
　　　　　　　　　　（透析室は
風向調節板付）
給水設備：仮設受水槽＋加
圧給水ポンプ方式
排水設備：透析用排水処
理、その他排水ポンプアップ
給湯設備：ＬＰガスによるガス
給湯器
消火設備：消火器

居宅介護支援所・訪問看護
ステーション
空調換気設備：空冷パッ
ケージエアコン（天井カセッ
ト）＋全熱交換器
給水設備：新病院受水槽＋
加圧給水ポンプ方式
排水設備：排水ポンプアップ
給湯設備：貯湯式電気温水
器
消火設備：消火器



75
A-54
M-43
～44

インフラ計画概要

ステップ6にて、健診センターが
倉庫棟へ変わりますが、改修工
事の機械設備概要が不明です
のでご指示下さい。

○

法２２条→準防火地域へ変
更となっており、現行法への
適合を想定ください。
既存資料を提示しますの
で、併せて確認ください。

76
ZA-
027/
034

消火水槽位置に
ついて

スプリンクラー用の消火水槽の
記載が建築図にありませんが、
消火ポンプ室の下部建物側に
吊る水槽と考えてよろしいでしょ
うか。

○ よろしいです。

77
ZA-
022/
027

医ガスボンベ庫
の配置について

マニホールド棟の医ガス用ボン
ベ庫に予備酸素を設置する場
合、高圧ガスの対象となるため
火気類との離隔が必要になる
可能性がありますが、当該配置
は行政と調整すみと考えてよろ
しいでしょうか。

○
実施設計にて詳細協議願い
ます。

78
ZA-
019/
M-31

10

07 3 7 医ガス設備の設
計区分

医ガスの工事区分は別途工事
となっています。基本設計図書
に計画概要の記載があります
が、実施設計含め別途と考えて
よろしいでしょうか。

○
実施設計は必要です。施工
にあたり必要なスリーブ、基
礎等は本工事です。

79

M-31
/ﾌﾟ
ﾛｯﾄ
図

07

1F

3

(5)他

7

医ガス設備で感染系統の吸引
設備は単独系統の記載ありま
すが、プロット図では圧縮空気
によるエジェクター吸引としてい
ると考えます。プロット図を正と
考えて医ガスの機械室の大きさ
を設定してよろしいでしょうか。

○

プロット図を正とし、機械室
大きさはＺＭ-004主要機器
プロット図のマニホールド棟
1階平面図を参照してくださ
い。

80 M-2 07 2 1 ｱ）
空調熱源につい
て

”空冷ヒートポンプチラーは冷
温水発生機のメンテナンス期間
を考慮し余裕をもった機器容量
とする”とありますが、機器表の
仕様は余裕をもった容量と考え
てよいでしょうか。余裕を持つ
場合はどの程度見込めばよい
でしょうか。
もしくは、冷温水発生機のメン
テナンスは中間期等の低負荷
時に行うことを想定し、機器表
の容量と考えてよいでしょうか。

○
詳細計算を行い、10％程度
余裕ある機器選定をしてくだ
さい。

81

M-2/
M-5/
ZM-
005

07
07

2
2

1
2

ｱ）
(1) 空調熱源につい

て

再熱除湿用温水チラーの想定
容量をご教授お願いします。
また、除湿再熱の外調機の対
象が、M-5の左側には“手術室
等のクリーン度を要求する室や
洗浄室などの全外気処理系空
調機”と記載ありますが、右側
の表およびZM-005では”手術
室”のみとなっています。”手術
室”を対象と考えますがよろし
いでしょうか。

○

換気風量の多い系統（解剖
室等）、手術室系統の再熱
負荷を見込みます。
実施設計にて詳細計算して
ください。

82
M-5/
M-6

07
07

2
2

2
2

(2)
(4)ｴ)

空調機器につい
て

M-5にて２４時間稼働する重要
室として”Ｘ線室系”を部屋単独
ＰＡＣ方式とありますが、M-6に
Ｘ線室系はビルマルチ系統の
記載になっています。
M-5のＸ線室系は、防災対応と
するＸ線機器に対し部屋単独Ｐ
ＡＣとすることと考えますがよろ
しいでしょうか。

○ よろしいです。

83
M-6/
ZM-
007

07 2 2 (4)ｴ)
解剖系統の外気
導入について

解剖系統の外気処理機がパッ
ケージエアコン系統で記載あり
ますが、解剖台等医療機器と
の連動による変風量対応およ
び大風量のため対応が困難と
考えますので、ZM-007を正と
考えセントラル系外調機にて対
応しますがよろしいでしょうか。

○ よろしいです。

84 M-6 07 2 2 (4)ｶ)
厨房系統の外気
導入について

厨房エリアの生外気（2重フード
吹出し）と外調空気（天井制気
口吹出し）の比率は50％：50％
程度と考えていますが、よろし
いでしょうか。

○
よろしいです。実施設計にて
再度検討してください。

85
M-6/
M-7

07
07

2
2

2
2

(4)ｵ)
(4)ｸ)

病理室等の室内
機仕様について

病理室、検査室、切出し室にク
リーン度の要求はありません
が、M-6の室内機にＨＥＰＡフィ
ルタに記載があります。
M-7にも同室の記載ありますの
で、M-7を正としますがよろしい
でしょうか。

○ よろしいです。



86

M-6/
ZA-
020、
073

07

⑩

2

①

2 (4)ｵ)
手術室系統の空
調設備について

手術室の空調設備（機器類、
配管・配線類とも）について、
ZA-020の工事区分ではOP内
装工事は別途ですが、ZA-073
では本工事となります。ZA-073
を正と考えますが宜しいでしょう
か。

○ ＺＡ-020を正としてください。

87
M-8/
M-23

07 2 2 (5) 手術室の空気清
浄度について

（NO21で手術室空調が本工事
の場合）M-23にて一般手術室
がクラス１，０００となっています
が、M-8にて換気回数が３０回
／ｈと記載があります。一般的
に３０回／ｈ換気ですとクラス１
０，０００対応と考えますが、M-8
の表に清浄度が１，０００～１０，
０００とありますので、一般手術
室はクラス１０，０００と考えます
がよろしいでしょうか。

○
JISクラス6としてください。
実施設計にて詳細計算願い
ます。

88 M-8 07 2 2 (5)
手術ホール等の
空気清浄度につ
いて

手術室ホール等の清浄度の要
求がクラス１００，０００となってい
ますが、対応するフィルタが高
性能フィルタ（比色法９５％）と
なっています。一般的にクリー
ンルームには、ＨＥＰＡフィルタ
の設置が必要と考えますので、
当該フィルタをＨＥＰＡフィルタ
に読み替えることでよろしいで
しょうか。

○
JIS比色法95％以上としま
す。

89

M-11
/

ZM-
014

07 2 5 (4)
B1F製剤室の排
気について

Ｂ１Ｆ製剤室の排気はZM-014
では屋上排気にしていないよう
に考えられます。一般的に製剤
室の室排気は一般排気でＨＥ
ＰＡフィルタ等は設置しないと考
えますので、ZM-014の記載を
正と考えますがよろしいでしょう
か。

○ よろしいです。

90

M-11
/

ZM-
014

07 2 5 (4)
2F製剤室の排気
について

２Ｆ製剤室もＢ１Ｆと同様とし、室
排気にＨＥＰＡフィルタはなしと
考えますがよろしいでしょうか。
ZM-014に記載のある屋上排気
は安全キャビネット系統と考え、
安全キャビネット本体にはＨＥＰ
Ａフィルタが設置されることから
屋上には排気フィルタユニット
の設置は不要といたしますがよ
ろしいでしょうか。

○ よろしいです。

91 M-11 07 2 5 (4)
霊安室の排気に
ついて

霊安室の排気にＨＥＰＡフィル
タを設置していますが、一般的
に病原菌等の発生はないと考
えられるので、ＨＥＰＡフィルタ
はなしと考えますがよろしいで
しょうか。

○
HEPAフィルタを中性能フィ
ルターへ置き替えてくださ
い。

92 M-11 07 2 5 (4)
無菌室の排気に
ついて

無菌室のクリーンベンチの排気
を屋上排気としていますが医療
機器リストの想定型番では排気
取合いはないため、排気はなし
としてよろしいでしょうか。
また、室の排気にもＨＥＰＡフィ
ルタを設置していますが、室の
用途上、排気側にＨＥＰＡフィ
ルタは不要と考えますので、設
置しないことでよろしいでしょう
か。

○
クリーンベンチ排気が必要
です。
よろしいです。

93
M-21

/
M-23

製剤室、無菌室
の清浄度につい
て

一般的に製剤室は清浄度はな
し（ただし、注射薬製剤を行う場
合は清浄度必要）と考えます。
逆に無菌室は清浄度はありと考
えますがいかがでしょうか。
ただし、無菌室については、ク
リーンベンチにて局所対応して
いると考えられますが、その考
えでよろしいでしょうか。

○
製剤室は清浄度必要です。
無菌室はクリーンベンチにて
局所対応しています。

94
M-26

07 3 2 (1)
井戸の仕様につ
いて

井戸は新設となりますでしょう
か。新設の場合、想定位置、掘
削深度、口径、水質等の仕様
をご指示お願いします。
また、井水ろ過装置についても
仕様が不明のため、仕様をご
指示お願いします。

○

新設です。想定位置は、Ｍ-
44 STEP4を参照してくださ
い。
仕様については、今後の井
戸試掘調査（本工事）により
決定します。



95 M-28 07 3 3 (2)
特殊排水系統の
想定排水量につ
いて

検査系排水、感染系排水、人
工透析系排水、高圧滅菌器排
水の排水量が不明のため、想
定排水量をご指示お願いしま
す。

○

諸元表より適宜設定くださ
い。

参考
検査系排水処理：8ｍ3/日
程度
ボイラー・高温系排水処理：
50ｍ3/日程度
感染系排水処理：5ｍ3/日
程度
透析系排水処理：15ｍ3/日
程度
透析系排水処理（仮設）：15
ｍ3/日程度

96 M-30 07 3 5 (1)
既設ガバナ室の
消火設備につい
て

“既設ガバナ室は既設消火設
備を利用できるようにする“とあ
りますが、設置されている消火
設備をご教授お願いします。

○
機械設備工事としては、不
要です。

97 M-30 07 3 5 (2)
消防水利につい
て

消防水利に”40t×2か所もしく
は60t×1ヵ所”と記載あります
が、設置（必要）容量、配置に
関する協議書等あればご提示
お願いします。
もしくは容量60t×1ヵ所と考え
てよろしいでしょうか。

○
実施設計にて詳細協議願い
ます。

98 M-30 07 3 6
(1)
(2)

ガス引込みにつ
いて

計画概要において中圧ガスの
引込みを行う旨記載あります
が、引込み計画図では地区ガ
バナまでを中圧とし、それ以降
の新病院までの引込みは低圧
となっています。計画図を正と
考えますがよろしいでしょうか。

○

ガバナ室から中圧・低圧とも
引き込んでください。
新病院の冷温水発生機、ボ
イラーは中圧ガスとしてくだ
さい。厨房、コージェネレー
ションは低圧ガスとしてくださ
い。

99 M-31 07 3 7
(1)
(2)

医ガス設備の容
量について

医ガスの液酸タンク、予備酸素
ボンベ、吸引設備他のスペース
検討のため各容量、必要ス
ペース等をご指示お願いしま
す。もしくは、各ガスの使用量を
ご指示お願いします。

○

諸元表より適宜設定くださ
い。
ＺＭ-004主要機器プロット図
のマニホールド棟1階平面
図を参照してください。



100
M-42

/
M-43

07 4
既設インフラ図の
調整槽について

既存病院の北側に調整槽の記
載があり、新病院建設時に干
渉するため当該調整槽は撤去
になりますが、新たに別の場所
へ設置する、または仮設対応
が必要かご教授お願いします。
当該水槽は入口側が汚水系
統、出口側が雨水系統接続と
なっておりますが、用途につい
てもご教授お願いします。

○
既設調整槽は使用していま
せん。Ｍ-42の雨水は主要
配管のみ記入しています。

101

設備
位置
調査
平面
図

既存浄化槽につ
いて

既存血液浄化センター北側に
浄化槽が設置されていますが、
当該浄化槽は透析排水処理設
備で血液浄化センター解体時
に同時に解体してよい（当該建
物以外の排水流入はない）と考
えますがよろしいでしょうか。

○
よろしいです。南側浄化槽も
同様に想定ください。

102 M-43 07 4
仮設血液浄化セ
ンター棟の排水
処理について

血液浄化センター棟新築工事
の透析排水処理は既設病院へ
接続になるか、当該建物用に
新設するかをご指示お願いしま
す。

○
仮設透析排水処理を設置し
てください。

103 M-43 07 4
新病院建設に伴
うインフラ切り回
し計画について

新病院建設に伴うインフラ切り
廻しの詳細が不明ですので、
具体的な考え方（特に排水）を
ご教授お願いします。

○

既存病院等を運用しなが
ら、新設病院を建設できるよ
う仮設計画し、必要に応じて
ポンプアップ槽等の設置を
してください。

104
M-42

他
07 4

下水本管への汚
水管接続につい
て

インフラ計画概要より、外構部
分の汚水管は新病院建設に伴
う切り回しのみを行いそれ以外
は、既設再利用と考えます。M-
42では下水本管250Aに対し、
汚水管の接続管は、250Aと
なっていますが、設備位置調査
平面図では、接続管が300Aと
なっております。当該部の改修
せず既設のままと考えますがよ
ろしいでしょうか。

○

最終的に全て改修のこと。
設備位置調査平面図の汚
水接続管300Ａは250Ａと読
み替えてください。
地盤レベルに合わせて桝改
修してください。

105

ZM-
007
～
014

解剖室の排気に
ついて

解剖室の排気が複数系統屋上
に立ち上がっていますが、M-6
に記載あるように統合して１系
統で立ち上げることとしますが、
よろしいでしょうか。

○
よろしいです。風量調整制
御は必要です。

106

ZM-
007
～
014

切出し室の排気
について

切出室の排気が複数系統屋上
に立ち上がっていますが、M-7
に記載あるように統合して１系
統で立ち上げることとしますが、
よろしいでしょうか。

○
よろしいです。風量調整制
御は必要です。

107

M6,7 透析室の空調
フロー 透析室の空調フローがＭ－６

は外調機による換気となってお
り、Ｍ－７は全熱交換型換気扇
となっています。外気処理空調
機で計画することでよろしいで
すか。

○
Ｍ-6-ウは本設の病院で、
Ｍ-7-サは仮設血液浄化セ
ンター棟についてです。

108

M28 7 3 4 汚水貯留槽容量
災害時用汚水貯留槽は、排水
箇所を特定し、免震層下部にコ
ンクリートピット内に貯留すると
ありますが、具体的な接続箇所
をご教示ください。

○
北西に切替桝を設置してく
ださい。

109

M43 仮設血液浄化
センター設備仕
様

仮設の血液浄化センターの設
備仕様についてご教示くださ
い。

○

血液浄化センター
空調換気設備：空冷パッ
ケージエアコン（天井カセッ
ト）＋全熱交換器
　　　　　　　　　　（透析室は
風向調節板付）
給水設備：仮設受水槽＋加
圧給水ポンプ方式
排水設備：透析用排水処
理、その他排水ポンプアップ
給湯設備：ＬＰガスによるガス
給湯器
消火設備：消火器

居宅介護支援所・訪問看護
ステーション
空調換気設備：空冷パッ
ケージエアコン（天井カセッ
ト）＋全熱交換器
給水設備：新病院受水槽＋
加圧給水ポンプ方式
排水設備：排水ポンプアップ
給湯設備：貯湯式電気温水
器
消火設備：消火器



110
M-2
ZM-
002

7
Ⅴ

2
共通

1
1

機器仕様
機器仕様について、基本設計
図書（本編）では建築工事標準
仕様書（機械工事設備編）とあ
りますが、同（図面編）の特記仕
様書では製造者標準仕様とあ
ります。図面編の特記仕様書を
正として宜しいでしょうか。

○

機器については製造者標準
仕様、それ以外は建築工事
標準仕様書（機械工事設備
編）としてください。

111 M-10 7 2 4 5

漏水対策

重要室上部には水配管を通さ
ないとありますが、重要室は、
電気室、サーバー室、中央監
視室、防災センター、CT、ＭＲ
Ｉ、アンギオ、Ｘ－ＴＶ及び操作
室内操作機器設置部、手術室
と考えてよろしいでしょうか。

○ よろしいです。

112 M-28 7 3 2

排水処理能力

検査排水処理設備の処理能力
は、30L/床日として7.8m3/日と
してよろしいでしょうか。

○

諸元表より適宜設定くださ
い。

参考
検査系排水処理：8ｍ3/日
程度

113 M-28 7 3 2 ｶ

耐震対策

耐震対策について、免震変位
量は600mmと考えて宜しいで
しょうか。

○ よろしいです。

114 M-28 7 3 2

排水処理能力

感染排水処理設備の1日処理
能力をご提示ください。

○

諸元表より適宜設定くださ
い。

参考
感染系排水処理：5ｍ3/日
程度

115 M-28 7 3 2

排水処理能力

透析排水処理設備の処理能力
は、250L/床日2サイクル/日と
して本設13m3/日、仮設12m3/
日としてよろしいでしょうか。

○

諸元表より適宜設定くださ
い。

参考
透析系排水処理：15ｍ3/日
程度
透析系排水処理（仮設）：15
ｍ3/日程度

116 M-29 7 3 4 2

蒸気設備フロー
図 蒸気の供給先に感染滅菌用と

ありますが、加熱滅菌式の感染
排水処理設備用と考えてよろし
いでしょうか。

○ 蒸気滅菌器用です。

117 M-43

血液浄化セン
ター
透析排水処理

血液浄化センターの透析排水
処理は個別に排水処理設備を
設けるものと考えて宜しいでしょ
うか。

○ よろしいです。

118
既存建築設備機
器の移設・再利
用

既存病院内の建築設備機器類
の内、近年更新品があっても新
病院に移設・再利用するものは
一切無しとし、解体時に全て撤
去処分すると見なして宜しいで
しょうか。

○ 現段階ではありません。

119
ZM-
003

Ⅵ

排水管材
（雜排水） 排水管材（雑排水）について、

検査系排水は一般はＶＰ、区画
貫通部はＦＤＰと考えて宜しい
でしょうか。

○ よろしいです。

120
ZM-
003

Ⅵ

排水管材
（雜排水） 排水管材（雑排水）について、

感染系排水は一般はＶＰ、区画
貫通部はＦＤＰと考えて宜しい
でしょうか。

○ よろしいです。

121
ZM-
003

Ⅵ

排水管材
（雜排水） 排水管材（雑排水）について、

透析系排水は一般はＨＴＶＰ、
区画貫通部はＦＤＰと考えて宜
しいでしょうか。

○ よろしいです。

122
ZM-
003

Ⅵ

排水管材
（雜排水） 排水管材（雑排水）について、

厨房系排水はＳＧＰと考えて宜
しいでしょうか。

○ よろしいです。



1
K-

001-
2

- - - -

解体工事
解体工事に於いて地下部
GL-500 まで撤去と全撤去の
概算を算出しましたが今回は
地下部存置か全撤去かご指
示戴けますでしょうか

〇
現段階では全撤去としてくだ
さい。

2
K-

001-
4

- - - -

解体工事
既存病院棟と現健診センター
の取り合いが既存病院棟の地
下部を撤去すると現検診セン
ターに擁壁が必要となります、
もしくは既存地下外壁を残し
て擁壁に兼用することができ
ます、どちらの方針とすれば
宜しいでしようか

〇 提案ください。

3

6.アスベスト調査
報告書

  アスベスト等含有含有分析
調査（速報）_2017.10.25.pdfと
いう分析結果がありますが、ア
スベスト対策工事はこの分析
結果で石綿含有建材のみ計
上するものとし、調査費は調
査済として別途としてよろしい
でしょうか。
また、不可の場合はアスベスト
含有建材の範囲をご指示くだ
さい。

○

別途提供する、『富田林病
院アスベスト等含有分析調
査、石綿定性分析報告書』
をもとに見積もりください。

4

6.アスベスト調査
報告書   調査報告書の最終ページに

ダイオキシンの分析結果があ
りますが、測定結果が規制値
以下のため、本工事でのアス
ベスト調査・対策工事は別途
としてよろしいでしょうか。

○

別途提供する、『富田林病
院アスベスト等含有分析調
査、石綿定性分析報告書』
をもとに見積もりください。

5

解体
  血液浄化センターの既存構
造が不明です。血液浄化セン
ター構造の既存図をご配布願
います。

○ 既存図はございません。

6

Ｋ-
001-

4

解体
  外構撤去範囲が不明のため
外構撤去範囲図をご配布願
います。
又、不可の場合は新設建物
周囲１ｍの外構仕上げを全て
撤去するものとし、樹木も移植
せず全て撤去するものとして
よろしいでしょうか。

○
適宜想定ください。
よろしいです。

7

Ｋ-
001-

4

解体

  解体計画に於いて、解体建
物の棟番号１～４、６～７は地
上・地下・杭共に全て撤去とし
てよろしいでしょうか。

○ よろしいです。

8

Ｋ-
001-

4

解体
  棟番号２.血液浄化センター
（伝染病棟）はＲＣ造１階建て
とありますが、現地を確認する
と地下ピロティ部を改造して内
装がありました、この建物につ
いてはＢ１階、地上1階として
よろしいでしょうか。

○ よろしいです。

　　「基本設計図書（解体）」に関する質問書

No
ﾍﾟｰ
ｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

質疑回答の
公表可否
（○/×）

回答



9

Ｋ-
001-

4

解体
  棟番号５.会議室はＲＣ造１
階建てとありますが、現地を確
認すると事務所下は地下はＲ
Ｃ造のガバナ室で、上部はプ
レハブ造平屋の建物でした、
この建物については上部のプ
レハブ造平屋の建物のみ撤
去とし、地下のガバナ室は残
置としてよろしいでしょうか。

○ よろしいです。

10

Ｋ-
001-

4

解体
  棟番号５～７の建物につい
ては、建設時期の不明のため
ＰＣＢシーリングの調査・対策
工事は別途としてよろしいで
しょうか。

○ よろしいです。

11

Ｋ-
001-

4

解体
  棟番号２.血液浄化センター
（伝染病棟）の北東側に焼却
炉がありましたが、このダイオ
キシン対策の有無について
は、６.アスベスト調査報告書
の最終ページの焼却炉内部
付着物及び内部耐火レンガ
の分析結果に該当するものと
して、分析結果通りダイオキシ
ン対策は不要としてよろしい
でしょうか。
又、他にダイオキシンの調査・
対策対象は無いものとしてよ
ろしいでしょうか。

○

別途提供する、『富田林病
院アスベスト等含有分析調
査、石綿定性分析報告書』
を考慮し、煙突等も見込んで
見積もりください。

12

地歴調査報告書
  地歴調査報告書の１０.物質
ごとの土壌汚染の可能性につ
いてに於いて、第二種特定有
害物質（重金属等）について
可能性ありとありますが、土壌
汚染範囲が不明です、簡易
調査のみで土壌汚染の調査・
対策工事は別途としてよろし
いでしょうか。

○

土壌汚染調査に関しては今
後病院側にて実施します。
対策工事が必要となった場
合は別途費用とします。

13

既存建物の基礎底レベルか
ら、既存の山留めが推測され
ます。既存山留めの仕様・範
囲について資料をご提示くだ
さい。なお、資料がない場合
は、既存山留め等の地中障
害がないものと考えてよろしい
でしょうか。

○
現場協議によるものとしま
す。

14

K-2
～

K110

既存病院解体図 受領しましたデータの解像度
では、詳細部を確認すること
ができません。改めて図面が
確認できるデータをご教示く
ださい。

○ 別途提示します。

15
K-

001-
2

Ⅰ 5 2
解体時のPCB取
扱い

建築物解体工事特記仕様書
において、特別管理産業廃棄
物の処分欄に、PCBを含む機
器が該当していますが、PCB
機器の処分は別途工事と考
えて宜しいでしょうか。

○

別途提供する『PCB・臭化リ
チウム・第一種特定製品報
告書』を参考に解体工事に
見込んでください。

16
K-
088

地下解体物

病院北側駐車場の雨水調整
槽 の 解 体 は 、 7,500W ×
11,000D×3,000H程度の大き
さを見込みますが、宜しいで
しょうか。

○ 適宜想定ください。



17
K-

001-
2

Ⅱ 7 ②
特殊な建築副産
物の処理

建築物解体工事特記仕様書
において、②回収及び処分の
項目がございますが、数量お
よび該当範囲が不明です。下
記の項目につきまして、指示
数量として、ご教授頂けない
でしょうか。

適宜想定ください。

18
K-

001-
2

Ⅱ 7 ②
特殊な建築副産
物の処理

フロン（冷媒）　※回収 ○
解体費用に見込んでくださ
い。

19
K-

001-
2

Ⅱ 7 ②
特殊な建築副産
物の処理

フロン（建材用断熱材） ※処
理施設で再生処理

○
解体費用に見込んでくださ
い。

20
K-

001-
2

Ⅱ 7 ②
特殊な建築副産
物の処理

ハロン　※回収 ○
解体費用に見込んでくださ
い。

21
K-

001-
2

Ⅱ 7 ②
特殊な建築副産
物の処理

イオン器式感知器 ※製造業
者に引き渡し

○
解体費用に見込んでくださ
い。

22
K-

001-
2

Ⅱ 7 ②
特殊な建築副産
物の処理

六ふっ化硫黄（SF6）ガス ※
製造業者に回収委託

○
解体費用に見込んでくださ
い。

23
K-

001-
2

Ⅱ 7 ②
特殊な建築副産
物の処理

ＰＦＯＳ ※処理業者に処理委
託

○
解体費用に見込んでくださ
い。

24
K-

001-
2

Ⅱ 7 ②
特殊な建築副産
物の処理

特定化学物質 ※法令に従
い回収又は処分

○
解体費用に見込んでくださ
い。

25
K-

001-
2

Ⅱ 7 ②
特殊な建築副産
物の処理

その他特殊な建設副産物 ※
法令に従い回収又は処分

○
解体費用に見込んでくださ
い。

26 A-53 既存解体工事

建替計画のステップ0におい
て、既存血液浄化センター及
びその地下部事務所・老人が
ホームの解体工事に必要な
図面をご提示いただけないで
しょうか。図面が無い場合は
規模のご提示をいただけない
でしょうか。

○
解体図K-001-4参照に規模
等想定ください。

27 A-54 既存解体工事

建替計画のステップ4におい
て、１期工事３’通り南側免震
層外壁と既存建物基礎とのク
リアランスが、図面上５０㎜程
度しか空きがありませんが、１
期建物を北側に移動できると
考えてよろしいでしょうか。

○ 提案ください。



1

様式
8-2

様式

様式8-2～8-8において枠線
（4方枠）がありますが、A3横
使い、横書きであれば枠線に
とらわれず作成して宜しいで
しょうか。

○ よろしいです。

　　「基本設計図書（技術提案書）」に関する質問書

No
ﾍﾟｰ
ｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

質疑回答の
公表可否
（○/×）

回答



1

様式11-2
VE提案書

添付資料の形式は、A3横・原
案/VE案対比であれば任意
書式で宜しいでしょうか。

○ よろしいです。

2

様式11-2
VE提案書 提出方法（添付方法、バラ，

ファイル綴じ等）をご指示下さ
い。

○
A3ファイル綴じで提出し
て下さい。

3

－ VE提案書提出以
降の提案 12月5日にご提出するVE提案

書に盛り込まれていない項目
であっても、要求水準に抵触
しないと判断できるものであれ
ば、技術提案書に新たに盛り
込んでご提示させて頂いて宜
しいでしょうか。

○
VE提案書において採用
された項目を提案してく
ださい。

　　「基本設計図書（VE提案）」に関する質問書

No
ﾍﾟｰ
ｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

質疑回答の
公表可否
（○/×）

回答



1 18 10 - - -

地歴調査報告書
地歴調査報告書に於いて、第
２、3種特定有害物質の可能
性が有りとありますが、有害物
質が基準を超えた場合は汚
染土壌として処分し、費用は
別途協議とさせて頂いて宜し
いでしょうか

〇 よろしいです。

2

共通 追加調査

施工者側による特定有害物
質の追加調査は不要と考えて
宜しいでしょうか。
施工者側で特定有害物質の
追加調査を行う際は別途工事
として宜しいでしょうか。

○ よろしいです。

3

共通 対策費

特定有害物質に対する対策
工事が必要となった場合、別
途工事と考えて宜しいでしょう
か。

○
よろしいです。

　　「基本設計図書（地歴）」に関する質問書

No
ﾍﾟｰ
ｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

質疑回答の
公表可否
（○/×）

回答



1

- 設計施工契約書
本事業につきましては，設計
段階で施工部分までを含め，
「設計施工契約約款Ｂ」を用
いて一括契約を行う予定です
が，実施設計終了後に精算
見積を実施し，金額が増減し
た場合，改めて変更契約を締
結していただくという理解でよ
ろしいでしょうか。

○
設計変更が生じた場合に
金額の増減調整を行いま
す。

2

2 支払の時期
１回目の質疑で「請求書受領
後、翌々月末払い」との回答
がありましたが、当該月末に
出来高を締めた翌月に、発注
者様が出来高を確認し、同月
に請求書を受理し、その翌々
月末支払という理解でよろし
いでしょうか。

○ よろしいです。

3 2

契約書
契約書（案）は、設計・施工一
括契約となっておりますが、準
備工事・Ⅰ期工事・解体・外
構工事・Ⅱ期工事でそれぞれ
契約が分割される可能性はな
いと考えてもよろしいでしょう
か。

○
分割の可能性はありま
す。

4 2

部分引渡・部分
使用の有無 契約書（案）は、準備工事・Ⅰ

期工事・解体・外構工事・Ⅱ
期工事でそれぞれ竣工・引渡
を定めておりますが、これは各
工事において所有権移転を
伴う部分引渡があるということ
でしょうか。あるいは所有権移
転を伴わない部分使用という
扱いでしょうか。

○ よろしいです。

5 2

瑕疵担保

上記質問に関連して、仮に部
分引渡がある場合、瑕疵担保
期間は部分引渡日から起算さ
れるということでよろしいでしょ
うか。

○ よろしいです。

6

要求
水準
P6

1 3 要求水準書
第３　リスク負担と
の関係 本事業におけるリスク負担の

考え方については，要求水準
書の記載に関わらず，契約約
款である設計施工契約約款Ｂ
に基づいて定めるという理解
でよろしいでしょうか。

○ 要求水準書に基づきます。

　　「基本設計図書（契約書・案）」に関する質問書

No
ﾍﾟｰ
ｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

質疑回答の
公表可否
（○/×）

回答



1

- アスベスト

アスベスト分析調査資料をい
ただきましたが、調査範囲を
図示したものがあればいただ
けませんでしょうか。

○

別途提供します以下の資
料を参照ください。
『富田林病院アスベスト等
含有分析調査』

2

共通 アスベスト
未調査建屋

解体範囲に指定されている、
「会議室、老人ホーム、看護
宿舎、立体駐車場」の分析調
査結果が添付されておりませ
ん。
アスベスト等は含有されてい
ないと考えて宜しいでしょう
か。

○

調査については病院側
で実施します。対策費に
ついては別途費用としま
す。

3

共通 有害物対策費 アスベスト等有害物対策費用
実施数量とし、別途精算と考
えて宜しいでしょうか。

○

病院本体の対策費用に
ついては解体費用に見
込んでください。会議室、
老人ホーム、看護宿舎、
立体駐車場については
別途費用とします。

　　「基本設計図書（アスベスト調査報告）」に関する質問書

No
ﾍﾟｰ
ｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

質疑回答の
公表可否
（○/×）

回答



1 S-5 (4)

設計用入力地震
動

設計用入力地震動（基礎底レ
ベル）のうち告示波L1,L2及び
サイト波（南海トラフ巨大地
震、南海トラフ長周期、中央
構造線断層和泉山脈南縁）を
ご提示ください

○ 別途提出します。

2

K-
001-

2

工事用水
工事用電力 工事用水及び電力は構内既

存施設を有償で利用できると
の記載がありますが、具体的
にどこからの引き込みさせて
頂けばよろしいでしょうか。

○
使用量等も明確でない為、
落札者と協議します。

3

K-
001-

2

7
7

1
3

3
1

特殊な
建設副産物 特殊な建設副産物の具体的

な記載がありません。
調査費及び対応費は全て別
途工事と考えて宜しいでしょう
か。

○ よろしいです。

4 -

解体工事全般
病院内及び近隣協議等によ
る解体工事規制（作業時間・
作業曜日 等）がありましたらご
提示下さい。

○

原則として病院の通常運営
曜日・時間帯に合わせてくだ
さい。

5 -

解体図

血液浄化センター及び看護
宿舎の基礎伏図がございまし
たらご提示願います。

○ ありません。

6 -

解体図
放射線使用部屋の放射能除
染費用は別途と考えて宜しい
でしょうか。

○ よろしいです。

　　「基本設計図書（資料）」に関する質問書

No
ﾍﾟｰ
ｼﾞ

該当箇所 タイトル 質問
質疑回答の
公表可否

回答



1
様式
7-2

A-54
- - - -

項目別入札書
A-54ステップ5・6と様式7-2項
目別入札書のSTEP5「既存健
診センター改修工事」STEP6
「仮設血液浄化センター改修
工事」とは一致しませんが、
A-54を正として宜しいでしょう
か。

○ よろしいです。

2

血液浄化セン
ター棟の着工ま
でのスケジュール

「入札実施要項書」に関する
質問書回答No.31で、「血液
浄化センター棟の設計は基本
設計業者によって実施されて
いるので、引き継いで建設を
行います」とありますが、建設
着工までの予定スケジュール
についてご教示願います（確
認済証交付時期ならびに、い
つから工事着工が可能でしょ
うか）。

○

工事着工時期は要求水準
書記載通りです。
血液浄化センター棟の確認
済証は着工時期前目途に受
領予定としています。

3

共通仮設工事
工事期間中において、場内に
工事用車両の駐車スペース
はあるでしょうか、ご教授くださ
い。

○
場内に十分な工事用車両の
駐車スペースは確保が困難
です。

4

共通仮設工事
正面玄関左手の現在使用中
のゲートは、Ⅰ期工事期間中
も工事車両も含め現状のまま
利用されると考えて宜しいで
しょうか。

○
適正な安全性を確保できる
よう適宜提案ください。

5

共通仮設工事

東側およびサブゲート等で誘
導員（ガードマン）の人数指定
は特にありませんでしょうか、
ご教授ください。

○
特にありません。提案くださ
い。

6

共通仮設工事
北側緊急車両通路幅につい
ては、既存の擁壁および境界
線に干渉するものと思われま
す。山留施工上必要な寸法を
確保できると考えて宜しいで
しょうか。

○
現地調査の上、適宜提案く
ださい。

7

- 補助金

富田林市補助金について、補
助金名称・補助金総額・交付
時期等の詳細をご教示いただ
けますでしょうか。

○
必要と判断した場合、落
札者にお伝えします。

8

- 補助金

本工事の事業費総額と富田
林市補助金との差額について
は、全て自己資金で賄われる
のでしょうか。あるいは、金融
機関からの借入等を予定され
ているのでしょうか。建設資金
の調達内訳を差し障りの無い
範囲でご教示ください。

○
必要と判断した場合、落
札者にお伝えします。

　　「基本設計図書（その他）」に関する質問書

No
ﾍﾟｰ
ｼﾞ

該当箇所
タイトル 質問

質疑回答の
公表可否
（○/×）

回答


