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乾式保護材は不要とする。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

連結棟地下にについて、１スパン２か所とする。
A-49参照。

よろしい。

13

外部仕上表の屋根1に

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管:図示とありますが、

平面図に記載がありません。

数量を御指示下さい。

(A-31)

10

建具ｷｰﾌﾟﾗﾝでR階屋外機置場1に

12
R階屋外機置場1の排水溝は

W500×H200と考えて宜しいでしょうか。

(A-41)

11
連結棟屋根にある四角は、屋外機置場1の凡例に

倣い太陽光電池ﾓｼﾞｭｰﾙと考えて宜しいでしょうか。

(A-41)

仕上はDP塗装と考えて宜しいでしょうか。

(A-48)

AW17がついた四角が記載されていますが、

平面図に記載がありません。

詳細を御指示下さい。

8

屋外機置場･屋上の笠木は

全てｱﾙﾐ t=2.0 二次電解着色と

考えて宜しいでしょうか。

(A-09)

(A-69)

9
矩計図に6階の外壁がALC版とありますが、

7

5階屋上1の床仕上が、

外部仕上表では断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水、

矩計図では改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水とくい違います。

外部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。

(A-31.46)

見込んで宜しいでしょうか。

(A-41)

6

6階屋外機置場3の床仕上が

外部仕上表では露出断熱ｼｰﾄ防水、

5

R階屋外機置場2に排水溝の記載が

4

屋上にあるﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝは

全て竪型と考えて

宜しいでしょうか。

(-)

ありません。X4通りに排水溝を

R階屋外機置場2にﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝの記載が

3

特記仕様書のｱｽﾌｧﾙﾄ防水に乾式保護材の

記載がありますが、矩計図に乾式保護材の

記載がありません。

乾式保護材を見込んで宜しいでしょうか。

(A-07.48)

2

特記仕様書のその他の材料に

水抜きﾊﾟｲﾌﾟとありますが、

また、屋外機置場1にはX4とX10通りに、

屋外機置場3にはX4通りに排水溝を

宜しいでしょうか。

(A-38.41)

1

ありますが、平面図で下部の階に

竪樋の記載がありません。

ﾋﾟｯﾁを御指示下さい。

(A-13)

竪樋は2本とも屋内を通ると考えて

見込んで宜しいでしょうか。

矩計図では断熱ｱｽﾌｧﾙﾄ防水とくい違います。

矩計図を正と考えて宜しいでしょうか。

(A-31.48)

【外部】

よろしい。

 t=2.0　W300 二次電解着色とする。ただし飛雷導体を兼ね
るものとする。
（井上商事、ＡＢＣ商会、サンエツ金属または同等品）

よろしい。

よろしい。

24箇所とする。

建具キープランを正としてＡＷ１７を見込んで下さい。太陽
光パネルのレイアウトと不整合していますので、実施設計で
調整します。

よろしい。

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

22

(A-90)

21

参考数量書に外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板と

ありますが、場所を御指示下さい。

(-)

ありますが、幕板は

20

外壁PC版にECPﾙｰﾊﾞｰがついていますが、

厚みはt=60と考えて宜しいでしょうか。

(A-37)

屋根詳細図の軒先に幕板の記載が

外部仕上表の屋外機置場2に

手摺とありますが、矩計図に

記載がありません。

手摺は不要と考えて宜しいでしょうか。

(A-31.48)

19

Exp.j詳細図に外構床:石貼仕上と

ありますが、石の仕様を御指示下さい。

(A-91)

(A-49)

外壁に接する辺以外の3辺に

見込んで宜しいでしょうか。

16

外部仕上表の屋上1･2の手摺が

ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ処理、SUSとありますが、

ｽﾁｰﾙ製を正と考えて宜しいでしょうか。

(A-31)

笠木:ｱﾙﾐ製に読み替えて宜しいでしょうか。
18

矩計図の連結棟屋根の笠木が

雨押え:屋根同材となっていますが、

17

(A-31)

15

外部仕上表の屋外機置場1･3、

連結棟屋根、屋上3の関連項目に

落下防止柵とありますが、矩計図に

記載がありません。

落下防止柵は不要と考えて

宜しいでしょうか。

(A-31.46-49)

14

連結棟屋根、屋上3の関連項目に

歩行帯とありますが、歩行帯の

範囲を御指示下さい。

外部仕上表の屋外機置場1･3、

(A-31･046)

(A-048)

26

屋上1､防水仕様について､

外部仕上表は保護防水BI-1ですが､

矩計-1では改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水です。

外部仕上表を正と考えてよろしいですか。

24

屋上保護防水範囲､防水立上りについて､

外部仕上表で砂付仕様とありますので､

乾式保護材は不要としてよろしいですか。

(A-31･046･048)

25

屋外機置場､内壁ALC板について､

ALC板面の仕上は工場塗装と

考えてよろしいですか。

(A-048)

よろしい。

よろしい。

よろしい。

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木について､  t=2.0　W300 二次電解着色とする。ただし飛雷導体を兼ね
るものとする。
（井上商事、ＡＢＣ商会、サンエツ金属または同等品）

よろしい。

連結棟外壁とトップライト部立ち上りです。

ダイナワン：ディゾースまたは同等品とする。

手すりは必要です。StFB 溶融亜鉛メッキリン酸処理

よろしい。

よろしい。

よろしい。

StFB 溶融亜鉛メッキリン酸処理を
外周を見込んでください。

巾０．６ｍ　長さ２５０ｍとする。

23

ｱﾙﾐ既製品と考えてよろしいですか。

併せて､ﾒｰｶｰ品番をご指示下さい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

よろしい。

(A-31)

39

屋外機置場1､ﾊﾄ小屋について､

A-41の太陽光ﾊﾟﾈﾙ設置範囲にA-069では

ﾊﾄ小屋(AW-17)の記載があります。

納まり詳細をご指示下さい。

(A-41･069)

屋上3･連結棟屋根は外周部に見込むと

考えてよろしいですか。

併せて､H寸法･仕様･詳細をご指示下さい。

(A-31)

W600の施工範囲又は､見込み長さを

ご指示下さい。

35

屋上1､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木について､

ﾃﾞｯｷ廻りのみ､ｱﾙﾐ笠木その他､塗膜防水と

考えてよろしいですか。

(A-046･047)

よろしい。

36

外壁､金属断熱ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙについて､

37

33

屋上1･屋外機置場3の屋根面について､

屋根裏面(軒天範囲外)の露出部分は

屋根裏表しと考えてよろしいですか。

(A-45･048)

よろしい。

34

屋上･屋外機置場の設備基礎について､

38

基礎寸法･数量を各屋上ごとにご指示下さい。

Ｎｏ．１４参照

A-088屋上1に21か所の計39か所を見込むと

考えてよろしいですか。

(A-13･41･088)

よろしい。

よろしい。

仕様･詳細及び､ﾒｰｶｰ品番をご指示下さい。

落下防止柵について､

屋外機置場1は置場2･3の吹抜部､

別紙【Ａ-04】を２箇所見込んで下さい。

(A-41･M-11)

【別紙Ａ－３】参照

(A-42)

屋上､歩行帯について､

31

同上屋外機置場2､手摺について､

屋外機置場2-3間､ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部に

見込むと考えてよろしいですか。

(A-31･44･45)

32

屋上丸環について､

特記仕様書-7に屋外機置場1･3､連結棟屋根と

ありますが､屋外機置場1･3にはﾒﾝﾃﾅﾝｽﾊﾟｲﾌﾟが

ありますので連結棟屋根部に@4000 18か所及び､

屋上1･2､屋外機置場2､手摺について､

外部仕上表にｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷ処理H1200､SUSと

ありますが､手摺形状･寸法･詳細及び､

SUSの詳細をご指示下さい。

(A-31)

W600の施工範囲又は､長さ数量をご指示下さい。

(A-31)

イソバンドＢＬ５０ｍｍまたは同等品とする。

29

屋上､太陽光ﾊﾟﾈﾙ設置について､

ﾊﾟﾈﾙ設置基礎は防水ﾒｰｶｰの乾式基礎

(ｿｰﾗｰﾍﾞｰｽ金物)使用と考えてよろしいですか。

又､架台材の仕様･詳細をご指示下さい。

(A-41)

30

スチール製とする。

27

屋外機置場3､防水仕様について､

外部仕上表は塩ﾋﾞｼｰﾄ防水+ﾙｰﾌﾃﾞｯｷですが､

断面･矩計では保護防水仕様です。

屋外機置場2と同仕様としてよろしいですか。

(A-31･44･048)

28

屋上､歩行帯について､

【別紙Ａ－２】参照

Ｎｏ．１４参照

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

天井同材　２５×１００程度とする。

Ｎｏ．３参照

木材保護塗料（キシラデコールエクステリアまたは同等品）
とする。

よろしい。コーナーパネルも不要とする。

よろしい。

A-93､周囲外構床はｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装です。

EXP.J面は石張仕上と考えてよろしいですか。

又､石の種類･厚み･産地等､詳細を

(A-35～37･45)

Ｎｏ．１９参照

よろしい。

よろしい。

A-91でｺﾝｸﾘｰﾄ充填の上､

石張仕上となっていますが､

ご指示下さい。

(A-91･93)

50

地下外壁､ECP板について､

厚みt60 竪張 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ 現場DP塗装仕上と

考えてよろしいですか。

49

1階､跳出しｽﾗﾌﾞ､床仕上について､

A-35より､EXP.J廻りは上記質疑による仕上､

A-046･047より､Y14･X10通り花壇前は塗膜防水

と考えてよろしいですか。

(A-35･046･047)

47

外壁水切について､

外部仕上表にFB.9溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理と

ありますが､A-046･79より､ｱﾙﾐPL-t2加工

ﾌｯ素樹脂焼付塗装と考えてよろしいですか。

(A-31･046･79)

柔軟系ｻｰﾌｪｲｻｰ+低汚染型ﾌｯ素樹脂塗装の

記載がありますが､

DP現場塗装を正としてよろしいですか。

よろしい。

(A-11･42)

又､ｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙは不要と考えてよろしいですか。

(A-31･046･047)

特記仕様書に塗装仕上の場合､

軽量ｺﾝは使用しないとあります。

ｺﾝｸﾘｰﾄ種類･強度及び､PC割付等､詳細を

46

外壁PC板､DP塗装について､

特記仕様書-5にPC版ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ用塗装:

外壁ECPﾙｰﾊﾞｰについて､

又､ECPﾙｰﾊﾞｰはW450xt60 工場塗装品と

ご指示下さい。

43

軒天井､木板張仕上について､

廻縁が必要な場合は仕様をご指示下さい。

(A-061)

立面･矩計では記載がありません。

(A-11)

ECPﾙｰﾊﾞｰを見込むと考えてよろしいですか。

44

1階床､EXP.J面､仕上材について､

42

軒天井､木板張仕上について､

長野県産:杉板小幅 高耐久性木材の

表面塗装が必要な場合は仕様をご指示下さい。

(A-061)

平面･断面に記載がありますが､

45

48

外壁PC板について､

点検歩廊が必要な場合は仕様･詳細及び､

設置範囲･階段(ｽﾃｯﾌﾟ)をご指示下さい。

(―)

41

屋根･屋上､点検用ﾀﾗｯﾌﾟについて､

点検用ﾀﾗｯﾌﾟが必要な場合は､仕様･詳細

及び､設置場所をご指示下さい。

考えてよろしいですか。

(―)

40

屋外室外機置場､点検歩廊について､

不要とする。

別紙【Ａ－０５】相当を見込んで下さい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

59

57

A-92を渡り廊下部分詳細を参考に合理的な工法・仕様をご提
案下さい。

【別紙Ａ－０７】相当を見込むこと

階段手摺と共に､仕様･詳細をご指示下さい。

該当なし。

内樋で考えています。

【別紙Ａ－０６】相当を見込むこと

(―)

60

ｻｲﾝ･掲示板について､

共通特記:30)01に施設ｻｲﾝ､建築工事､

特記仕様書-7､08.黒板､10.表示(ｻｲﾝ工事)と

ありますが､詳細が不明です。

ｻｲﾝ(黒板･掲示板)図をご指示下さい。

(A-03･13)

61

指示数量又は､雨水桝設置の分かる図面を

ご指示下さい。

(A-35･93)

２０箇所とする。

屋外雨水桝の場所･数量が不明です。

納まり詳細が不明です。

撤去･新設､詳細の分かる図面をご指示下さい。

施工場所が不明です。

該当ある場合は範囲をご指示下さい。

(A-09)

免震継手について､

竪樋からの排水管等､免震継手が必要ですが､

既存南庁舎との取合について､

雪止め金物､電気ﾋｰﾀｰについて､

仕様･詳細をご指示下さい。

(A-41)

機能上必要と思われる仕様を適宜見込んで下さい。

58

竪樋について､

特記仕様書-3に外部､配管用鋼管+SOP､

ｽﾃﾝﾚｽ管の適用がありますが､

56

南面､通用口3､上部庇について､

ｱﾙﾐ既製品と考えてよろしいですか。

併せて､ﾒｰｶｰ品番をご指示下さい。

(A-35)

ヒガノ：29Series　又は同等品とする。

仕様･詳細をご指示下さい。

(A-046)

カネソウ　ＭＸ－ＳＣまたは同等品

55

連結棟､外壁について､

X20通り､DS1-3･2-1部､外壁仕上は

金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張と考えてよろしいですか。

(A-065･066)

押出し成形セメント板とする。

53

地下免震ﾋﾟｯﾄ外周擁壁仕上について､

RC擁壁面は化粧打放面補修(素地)と

考えてよろしいですか。

(A-046～048)

よろしい。

54

地下免震ﾋﾟｯﾄ外周擁壁､塞ぎｺﾞﾑについて､

51

1階ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ周囲手摺について､

ｽﾁｰﾙ溶融亜鉛ﾒｯｷH1200とありますが､

手摺形状･各寸法等､詳細をご指示下さい。

(A-047･085)

52

地下1階ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ､手摺･階段手摺について､

Y1-2間ﾄﾞﾗｲｴﾘｱに手摺が必要と思われます｡

(A-39･44･048)



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

ノザワ：Ｙクリップ溶接留め工法または同等品とする。

煙突･ﾗｲﾆﾝｸﾞ：日アス㈱：カポスタックスーパーまたは同等
品
目隠しﾙｰﾊﾞｰ(金属製)：該当なし
避難設備:救助袋：３階以上２箇所設置　ＳＵＳ収納箱
高所作業車：該当無し
ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ：該当無し
旗竿受金物：該当無し

Ｎｏ．６１参照ください。

【別紙Ａ－０８】相当を見込むこと

トップライト立ち上がり、連結棟外壁とする。

72

図A-42､43､46～48

立面図2の凡例にF.押出成形ｾﾒﾝﾄ板の記載が

ありますが､西･東･北･南側立面図にF.の記載が

ありません。地下壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板以外の

F.押出成形ｾﾒﾝﾄ板を使用する範囲を御指示下さい。

71

図A-35～37､45

上記ECPﾙｰﾊﾞｰの上下取付金物の詳細図を

御指示下さい。

70

図A-35～37､45

各階平面図にECPﾙｰﾊﾞｰの記載がありますが

仕上の記載がありません。ECPﾙｰﾊﾞｰの仕上を

御指示下さい。

ＤＰ塗装とする。

69

図A-31､41

屋外機置場2の機械基礎は､外部仕上表に

位置･形状図示とありますが､図示が見当りません。

位置･形状･箇所を御指示下さい。

【別紙Ａ－０３】参照

68

図A-11､31､46～49

外壁ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの詳細図を御指示下さい。

Ｎｏ．３参照

67

図A-41

屋外機置場1の太陽光電池ﾓｼﾞｭｰﾙの架台(建築工事)

の仕様詳細不明です。仕様詳細を御指示下さい。

【別紙Ａ－０２】参照

製作しない。

該当なし。

施工範囲についてご指示ください。

(A-08)

(参考工事内訳書)

66

外壁(内装吹抜け部)の重量ﾀｲﾙ張について､

特記仕様書-2に外壁(内装吹抜け部)の

重量ﾀｲﾙ張の落下防止の記載があります。

該当ある場合は､吹抜部のﾀｲﾙの仕様､

ご指示下さい。

仕様･詳細図をご指示下さい。

(A-35･36･91･92)

65

参考工事内訳書､項目について､

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事に防災ｱﾝﾃﾅﾎﾟｰﾙが

ありますが､図面には記載がないようです。

64 ありません。

・10節その他材料-47.旗竿受金物

(A-13)

該当無しと考えてよろしいですか。

本工事で見込む場合は仕様･詳細を

63

特記仕様書記載項目について､

下記項目の該当か所が不明です､該当ある

場合は施工場所･数量･仕様･詳細を

ご指示下さい。

62

ﾓｯｸｱｯﾌﾟ製作について､

特記仕様書-5で適用とありますが､

寸法･範囲等､詳細をご指示下さい。

(A-11)

・10節その他材料-26.目隠しﾙｰﾊﾞｰ(金属製)

・10節その他材料-32.避難設備:救助袋

・10節その他材料-46.ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ

・10節その他材料-11.煙突･ﾗｲﾆﾝｸﾞ

・10節その他材料-38.高所作業車

EXP.Jについて､

Exp.j詳細図に既存南庁舎取合の図面が



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

よろしい。

全て杉小幅板ｔ１２　長野県産材（準不燃処理）とする。

よろしい。

77

【別紙Ａ－１５】参照

ヒガノ：29Series　又は同等品とする。

Ｎｏ．３９参照

Ｎｏ．６３参照

工事費内訳明細書(金抜き)

工事費内訳明細書(金抜き)のﾕﾆｯﾄ及びその他工事に

78

図A-38

6階屋外機置場の煙突(2か所)の仕様詳細を

御指示下さい。

免震継手 竪樋～外構桝の記載がありますが

詳細不明です。仕様詳細を御指示下さい。

日本免震協会に登録したメーカー製品同等品とする。

76

工事費内訳明細書(金抜き)

工事費内訳明細書(金抜き)のﾕﾆｯﾄ及びその他工事に

防災ｱﾝﾃﾅﾎﾟｰﾙ H12330の記載がありますが､

詳細不明です。仕様詳細を御指示下さい。

Ｎｏ．６５参照

よろしい。

75

工事費内訳明細書(金抜き)､図A-41

工事費内訳明細書(金抜き)のﾕﾆｯﾄ及びその他工事に

ﾊﾄ小屋 4か所の記載がありますが､屋根伏図には

記載無く､ｻｲｽﾞ･仕様詳細不明です。

ﾊﾄ小屋のｻｲｽﾞ･仕様詳細を御指示下さい。

74

図A-35

1階南側 通用口3の上部庇の仕様不明です。

仕様詳細を御指示下さい。

73

図A-42､43､46～48

上記外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板と地下壁押出成形ｾﾒﾝﾄ板

の下部RC取合は､土台水切は無しとし､ｼｰﾘﾝｸﾞ納めと

考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

地下機械室全室とする。

Ｈ４０のＯＡフロア下は防塵塗装不要

よろしい。

天井内チャンバーの噴出し空調のため、石膏ボードは不要。

9

天井仕上の放射空調ﾊﾟﾈﾙにおいて、下地が

不明です。軽量鉄骨天井下地を見込むと

考えて宜しいでしょうか。

(A-33)

Ｎｏ．１７４参照

8

天井仕上の杉小幅において、内部仕上表にA･B･

A･B共に記載なしと使い分けがありますが、

それぞれの仕様が不明です。御指示下さい。

(A-32)

7

天井仕上が有孔ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙの下地として、

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+9.5を見込むと考えて

宜しいでしょうか。

(-)

6

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽにおいて、材種が

AW詳細図:ｽﾁｰﾙ、特記仕様書:ｱﾙﾐと

くい違います。ｽﾁｰﾙを正と考えて宜しいで

しょうか。(A-13.79)

5

天井仕上が杉小幅板の場合、下地及び仕上の

記載がある場所とない場所がありますが

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 OSCL塗を見込むと

考えて宜しいでしょうか。

(A-31)

4
木幅木の仕上はOSCL塗と考えて宜しいで

しょうか。(A-34)

3

巾木の仕上が防塵塗装の場合高さが

不明です。H=100と考えて宜しいでしょうか。

また下地はｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修面と考えて

宜しいでしょうか。

(A-04)

2

仕上特記にﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱｰ下に防塵塗装を

行うとありますが、OAﾌﾛｱｰ内にも

見込むものと考えて宜しいでしょうか。

(A-30)

1

共通特記仕様書-4.52標識その他にある、消防法

等に定めるところによる標識を設置すると

ありますが、仕様と数量を御指示下さい。

【内部】



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

よろしい。

よろしい。

よろしい。

（A-32.061）

21

3.4階執務室のｶｳﾝﾀｰ家具において、ｶｳﾝﾀｰの

材種･仕様等詳細が不明です。御指示下さい。

(A-037)

(A-32.48.66)

19
各階執務室･待合の下り天井は、PB t=12.5+9.5+EP塗

と考えて宜しいでしょうか。

（A-060）

20

2階執務室2-2の天井仕上において、仕上表:

岩綿吸音板A、天井伏図:杉小幅板とくい違い

ます。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。

矩計図に1-4階執務室等に間接照明ﾎﾞｯｸｽの

記載がありますが、仕様が不明です。

御指示下さい。(A-047)

18

2階執務室2-1の天井において、仕上表に

H=3050の記載がありますが、矩計図･天井伏図

より、ｱﾙﾐ有孔ﾊﾟﾈﾙ部はH=3150～3400、EP塗部は

H=2600（X5-7/Y6-9

吹抜部も同様)と考えて宜しいでしょうか。

(A-32.047.S-29)

16

1階執務室1-1の天井高において、仕上表に

H=3400の記載がありますが、矩計図より

岩綿吸音板部はH=3750～4000とし、X7-8通･

X5.7通のEP塗部がCH=3400と考えて宜しいで

しょうか。

15

1階執務室1-1の床下地において、仕上表にOA

ﾌﾛｱH=40とありますが、1階床伏図･矩計図では

H=300下がりでくい違います。H=300を正と

考えて宜しいでしょうか。また矩計図に記載の

断熱材t=25は、押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑと考えて

宜しいでしょうか。

(A-32.48.60)

17

14

5階講堂兼全員協議会室において、壁種別図の

空調機械室等との間の壁がF3と記載が

ありますが色凡例では緑色となっております。

一般間仕切(一部遮音間仕切)を正と考えて

宜しいでしょうか。

(A-058)

13

4階防災無線室において、間仕切の施工範囲が

壁種別図では下記の図(左)となっていますが、

下記の図(右)に読み替えて宜しいでしょうか。

(A-057)

12

4階間仕切において、防火区画が壁種別図と

建具ｷｰﾌﾟﾗﾝでくい違います。建具ｷｰﾌﾟﾗﾝを正と

考えて宜しいでしょうか。

(A-057.067)

11

4階階段1廻りの間仕切において、3階階段1廻り

の間仕切と仕様が異なりますが、部屋のﾌﾟﾗﾝは

同様のため3階に倣うと考えて宜しいで

しょうか。

(A-057)

10

2階会議室2-1-2-3及び3階会議室3-1-3-3に

おいて、ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ上部にL3(遮音間仕切)を

見込むと考えて宜しいでしょうか。

(A-056.057)

よろしい。

よろしい。

よろしい。

【別紙Ａ－１０】参照

天井伏図を正とする。

よろしい。

ＳＤ
片開き片面フラッシュ戸
Ｗ４５０×Ｈ４５０
ＳＯＰ塗装

【別紙Ａ－０９】参照

X7-8通･X5.7通のEP塗部はCH=3200とする。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

29

5階議場のFL+100～300の段部･ｽﾛｰﾌﾟの床下地は

鋼製床組と考えて宜しいでしょうか。

その場合、ﾒｰｶｰ品番等を御指示下さい。

(A-38)

30

5階議場の傍聴席の床において、断面図では

H=300～450の段差の記載がありますが、

平面図に記載がありません。断面図を正とし、

仕様の扉が取り付くものと考えて

宜しいでしょうか。御指示下さい。

(A-068.088)

H=75の段差が2段あるものと考えて宜しい

でしょうか。(A-38.45)

(A-38.44)

28

5階議場･講堂兼全員協議会室において、

ﾕﾆｯﾄｷｰﾌﾟﾗﾝに壁面収納の記載がありますが、

詳細が不明です。BQ書のｻｲｽﾞ･仕様に倣うものと

考えて宜しいでしょうか。また、その場合、

BQ書では扉:亜鉛ﾒｯｷ鋼板とありますが、建具

ｷｰﾌﾟﾗﾝでWD1～3が取り付く壁面収納は扉は

別計上とし、X8/Y11-12の収納のみBQ書の

26

5階議場･講堂兼全員協議会室において、天井

伏図にｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽの記載がありますが、ｽｸﾘｰﾝ

本体は別途工事と考えて宜しいでしょうか。

(A-063)

27

5階議場･講堂兼全員協議会室において、

断面図Y12通側に床段差のような記載があり

ますが、平面図に記載がありません。段差は

ないものと考えて宜しいでしょうか。

25

上記質疑が正の場合、下図の赤丸部の勾配

天井～CH5100の天井間の納まりが不明です。

木製廻り縁の他に計上項目がありましたら

御指示下さい。また、端部間接照明の仕様が

不明です。併せて御指示下さい。(A-046)

倣い、石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5+9.5+EP塗と考えて

宜しいでしょうか。

(A-34.046)

(A-13.047.088)

24

5階講堂兼全員協議会室の天井高･仕上において、

仕上表:杉小幅板･ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ CH=4800、

矩計図:杉小幅板･岩綿吸音板 CH=5300と

くい違います。矩計図の納まりを正と考えて

5階議場･講堂兼全員協議会室の開口部に

おいて、特記仕様書:ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ、ﾕﾆｯﾄｷｰﾌﾟﾗﾝ:

採光ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞでくい違います。ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ:建築

工事が取付くものとし、矩計図より額縁付と

考えて宜しいでしょうか。

宜しいでしょうか。また、その場合、壁面部の

間接照明上部の折上天井部の仕上は、議場に

22

1階執務室1-1のｶｳﾝﾀｰにおいて、BQ書に

ﾛｰｶｳﾝﾀｰW900:8台、ｴﾝﾄﾞﾊﾟﾈﾙW1800:4枚と

ありますが、平面図より、ﾛｰｶｳﾝﾀｰ:4台、

ｴﾝﾄﾞﾊﾟﾈﾙ:3枚と考えて宜しいでしょうか。

(A-37)

23

H=100の段差が２段あるものとする。

よろしい。

よろしい。桐井、三洋工業または同等品。
木製下地も可。

【別紙Ａ－１１】参照

よろしい。

段差はありません。

本工事とする。

特にありません。

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

37

階段3において、下記のB1-1F間の壁側に

取り付く手摺は壁付手摺と考えて宜しい

でしょうか。また、下図の赤線の範囲には、

B1階ふかし壁上部に塞ぎﾌﾟﾚｰﾄ:ｽﾁｰﾙ t=1.6

SOP塗を見込むものと考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。

36

階段の蹴上の仕上はﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ PL面接着貼

とし、見掛り鉄部はSOP塗と考えて宜しい

でしょうか。

(A-34)

35

3-5階X6/Y7-8通の吹抜廻りにおいて、ﾕﾆｯﾄ

ｷｰﾌﾟﾗﾝにｶﾞﾗｽ手摺の記載がありますが、建具

ｷｰﾌﾟﾗﾝに記載のGP6のﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝが取り付くため、

手摺は不要と考えて宜しいでしょうか。

(A-087.067)

34

5階議場の議場家具において、BQ書に議長･

事務局長机:W1200×D1300×H1340と

ありますが、平面図より、W3200×D600×H1340

と読み替えて宜しいでしょうか。

(A-38)

33

5階議場において、BQ書に下記項目が計上されて

いますが、図面ではｻｲｽﾞ･仕様･施工範囲の

記載がありません。BQ書に倣い、下記の通り

見込んで宜しいでしょうか。

・議長席背面壁 銅･真鍮圧延板ﾊﾟﾈﾙ:

背面壁H=3600片面/片面ﾗﾜﾝ合板t=12+木板張

一方枠:FB-150×12 ｽﾁｰﾙ:縦2方 SOP塗

・議場手摺壁:H=1300 □-100×100×4.5･笠木:

SOP塗 議場内ｽﾛｰﾌﾟ部･議場～傍聴席間

32

5階議場において、平面図にｽﾋﾟｰｶｰﾎﾞｯｸｽ3ヶ所

のうち2ヶ所に埋込型の記載がありますが、

BQ書ではW600×D450×H2430:2ヶ所のみの

計上となっております。BQ書に記載のﾎﾞｯｸｽは

計3ヶ所と考えて宜しいでしょうか。

(A-38)

31

5階議場の天井のｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞにおいて、

仕上表･天井伏図:t=50 32kg/m3、矩計図:t=25

65kg/m3とくい違います。矩計図を正と

考えて宜しいでしょうか。

(A-34.048.063)

･ｶﾞﾗﾘ W750×H2100 ｽﾌﾟﾙｽ集成材:OSCL塗 2ヶ所

(A-38)

(A-35.39)

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

【別紙Ａ－１３】参照

議場６箇所、全員協議室４箇所とする。
仕様は【別紙Ａ－１２】相当を見込むこと。

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

御指示下さい。

(A-031.049)

47

地下1階廊下B-2において、平面図に

階段の図示がありますが、仕上が不明です。

SOP塗装と考えて宜しいでしょうか。

また、手摺等が必要な場合は、施工範囲及び

仕様を併せて御指示下さい。

(A-039)

45

1階廊下1-3において、平面図にExp.Jの

図示がありますが。詳細が不明です。

仕様を御指示下さい。

(A-035)

46

地下1階廊下B-2において、天井高さが

矩計図:H=5150、仕上表:H=3000と

くい違います。矩計図:H=5150を

正と考えて宜しいでしょうか。

44

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ詳細図において、RFL+855の立上部･

水平部の仕上は、LGS65形+強化PB t=12.5+

PB t=12.5+EPとし、ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ下部の膳板は

ｽﾁｰﾙ t=1.6 SOP塗と考えて宜しいでしょうか。

(A-80)

43

2階待合2-1の床下地において、矩計図にOAﾌﾛｱ

H=40の記載がありますが、床伏図では床下りが

ないため、OAﾌﾛｱは不要と考えて宜しい

でしょうか。

(A-047.S-30)

42

上記質疑が正の場合、床断面詳細図に

周囲H=200･中央部H=70の伸縮目地の記載が

ありますが、H=70の目地の割付が不明です。

御指示下さい。

(M-37)

41

床輻射冷暖房において、断熱材の厚みが矩計図:

t=25、1階冷温水主配管ﾙｰﾄ図:t=50と

くい違います。冷温水主配管ﾙｰﾄ図を正と考えて

宜しいでしょうか。また断熱材の仕様は、

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑと考えて宜しいでしょうか。

(A-046.M-37)

40

階段2において、2階平面図に階段のみの記載が

ありますが、1階平面図に倣い、廊下2-3間の

吹抜部に手摺H=1100を見込むものと考えて

宜しいでしょうか。

(A-35.36)

39

階段･吹抜廻りに取付く手摺において、ﾕﾆｯﾄ

ｷｰﾌﾟﾗﾝに笠木集成材の記載がありますが、

BQ書に倣い、ｽﾁｰﾙ H=1100 SOP塗 笠木はOSCL塗と

考えて宜しいでしょうか。また、その場合、

支柱等部材寸法等詳細を御指示下さい。

(A-085)

(A-35.39)

38

階段2において、下記のB1-1F間の壁側に

取り付く手摺は壁付手摺と考えて宜しい

でしょうか。また、下図の赤線の範囲には、

B1階耐火間仕切壁上部に塞ぎﾌﾟﾚｰﾄ:ｽﾁｰﾙ t=1.6

SOP塗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。

よろしい。
手すり形状は外部手すり同等とし、塗装はＳＯＰとする。

よろしい。

よろしい。

Ｎｏ．６１参照

タイルの目地割に合わせて適宜見込むこと。

５０ｍｍとする。

よろしい。

【別紙Ａ－０７】相当とする。

階段手すり詳細は【別紙Ａ－０７】
塞ぎプレートは見込むものとする。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

57

1階仮眠ｽﾍﾟｰｽの部屋仕上が不明です。

隣接する管理警備室に倣い、下記の様に

考えて宜しいでしょうか。

・床…ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄB

・巾木…PVC H=60

・壁…EP

・天井…岩綿吸音板A

・天井高…H=2400

(A-32.35)

56

1階指定金融機関、及び管理警備室の

ｶｳﾝﾀｰについて、建築工事と考えて

宜しいでしょうか。その場合は材種を

御指示下さい。

(A-32.35)

55

1階倉庫1-2の床仕上について、仕上表は

ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ、床伏図はﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄAと相違

します。仕上表を正と考えて

宜しいでしょうか。

(A-32.50)

54

1階売店・ｺﾝﾋﾞﾆの南側と東側の壁種に

ついて、壁種別図はｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝと

ありますが、矩計図ではﾌﾄｺﾛ内の軽量鉄骨

の図示がありますが、壁種が不明です。

2階会議室に倣い、遮音間仕切壁と考えて

宜しいでしょうか。

(A-46.55)

53

1階耐火書庫の天井高について、仕上表に

天井仕上はｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞとありますが、

天井高はH=2600と相違します。直天と

考えて宜しいでしょうか。

(A-32)

52

3階給湯室3-2、及び4階給湯室の部屋仕上が

不明です。同室3-1に倣い、下記の様に考えて

宜しいでしょうか。

・床…ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ

・巾木…PVC H=60

・壁…化粧珪ｶﾙ板

・天井…化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞA

・天井高…H=2400

(A-33.37)

50

各階給湯室、及び授乳室において、

仕上表備考欄にﾐﾆｷｯﾁﾝとありますが、建築工事

と考えて宜しいでしょうか。その場合は

詳細を御指示下さい。(A-32)

51

2階授乳室において、仕上表備考欄に

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙとありますが、ﾕﾆｯﾄｷｰﾌﾟﾗﾝに

記載がないため不要と考えて

宜しいでしょうか。(A-32.86)

49

下記の部屋の天井仕上について、仕上表と

天井伏図で相違します。仕上表を正と考えて

宜しいでしょうか。御指示下さい。

              天井伏図       仕上表

1階ATM      石膏ﾎﾞｰﾄﾞ    化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞA

2階消費者ｾﾝﾀｰ 杉小巾板(準不燃)  岩綿吸音板A

(A-32.60.61)

48

下記の部屋の床仕上げについて、仕上表と

床伏図で相違します。仕上表を正と考えて

宜しいでしょうか。御指示下さい。

床伏図        仕上表

1階倉庫1-2       ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄB    ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ

3階書庫倉庫3-2   ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄB    ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ

(A-32.33.50.52)

仕上表を正とする。

建築工事とする。
【別紙Ａ－１４】相当とする。

よろしい。

よろしい。

よろしい。（天井直貼）

よろしい。

天井伏図を正とする。

よろしい。仕様はＡ－１３参照のこと。

見込むものとする。（L=1800）

仕上表を正とする。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

No.173を参照下さい。

68

B1階書庫B-2において、仕上表に

天井仕上が天井あらわしとありますが、

天井高がH=3200と相違します。天井仕上を

正とし、直天と読み替えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。(A-31)

67

B1階発電機室に隣接する無記名の部屋に

ついて、部屋仕上が不明です。前室とし、

隣接する発電機室に倣い、下記の様に

考えて宜しいでしょうか。

・床…防塵塗床

・巾木…PVC H=60

・壁…ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞt50

・天井…ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞt50

(A-31.39)

65

B1階の男子更衣室、及び女子更衣室に

おいて、仕上表備考欄に鏡とありますが、

施工範囲、及びｻｲｽﾞが不明です。不要と

考えて宜しいでしょうか。(A-31.39)

66

B1階書庫･倉庫B-1の天井高について、

仕上表はH=3200、矩計図はH=3000と相違

します。仕上表を正と考えて

宜しいでしょうか。(A-31.46)

64

下記の部屋の巾木仕上について、

仕上表に床材立上とありますが、下地、及び

ｻｲｽﾞが不明です。ｺﾝｸﾘｰﾄ立上 W150×H100と

考えて宜しいでしょうか。

・B1階受水槽室

・B1階消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室

・B1階電気室

・B1階熱源機械室

(A-31)

63

X5/Y2通りの柱の耐火被覆の仕様について、

矩計図は耐火ｼｰﾄ貼(2時間耐火)、床伏図は

繊維混入けい酸ｶﾙｼｳﾑと相違します。

床伏図を正と考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい。(A-48.52)

(A-87)

62

3階ﾊﾞｰｽﾀｰ室兼倉庫、及びｻｰﾊﾞｰ室において、

平面図にﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞの図示がありますが、

建築工事と考えて宜しいでしょうか。

その場合は仕様、及び高さを併せて

御指示下さい。(A-37)

60

2階会議室において、移動間仕切の補強要領が

不明です。また収納部の図示がありません。

詳細を併せて御指示下さい。

(A-12.36)

61

3階会議室3-1において、ﾕﾆｯﾄｷｰﾌﾟﾗﾝに

採光ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞとありますが、西側に窓開口が

ないため、西側の採光ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞは不要と

考えて宜しいでしょうか。

59

2階会議室の床下地について、仕上表は

OAﾌﾛｱ t=40とあますが、床伏図は床下りの

記載がありません。床伏図を正とし

ｺﾝｸﾘｰﾄ直押えと考えて宜しいでしょうか。

(A-32.S-30)

58

下記の部屋において、仕上表備考欄に

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙとありますが、ﾕﾆｯﾄｷｰﾌﾟﾗﾝに図示が

ありません。不要と考えて宜しいでしょうか。

必要な場合は施工範囲を御指示下さい。

・B1、2、3階男子更衣室

・B1、3階女子更衣室

(A-32.86.87)

OAﾌﾛｱ t=40　とする。

【別紙Ａ－１６】参照

よろしい。

見込むものとする。（L=1800）

防湿鏡Ｈ１０５０　ｔ５　四周ＳＵＳ見切り
各洗面台と同幅とする。

矩計図を正とする。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

78

下記の部屋において、折上天井横部分の

仕上が不明です。各部屋の壁仕上に倣い、

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ Aと考えて宜しいでしょうか。

･4階応接室1,2

･4階市長室

･4階副市長室

(A-33.A-62)

77

5階応接室5-1において、仕上表が不明です。

下記のように4階応接室の仕上に倣うと考えて

宜しいでしょうか。

･床･･･ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄA

･巾木･･･PVC

･壁･･･ﾋﾞﾆｰﾙ床ｸﾛｽA

･壁･･･ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ A CH=2600

(A-33.A-37)

75

5階議会事務局室にある給湯室において、

床仕上がﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄBとありますが、

ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄに読み替えて考えて

宜しいでしょうか。(A-034)

76

5階議会図書室において、壁仕上が不明です。

調整室に倣い、壁仕上EPと考えて

宜しいでしょうか。

(A-036.A-38)

74

5階局長室において、仕上が不明です。

下記のように5階正副議長室の仕上に倣って

宜しいでしょうか。

･床･･･ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄA

･巾木･･･PVC

･壁･･･ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ A

･天井･･･岩綿吸音板A CH=2600

(A-34.A-38)

73

5、6階給湯室において、仕上が不明です。

下記のように3階給湯室3-1の仕上に倣って

宜しいでしょうか。

･床･･･ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ

･巾木･･･PVC

･壁･･･化粧ｹｲｶﾙ板

･天井･･･化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ CH=2400

(A-33)

72

6階応接兼控室6-2において、仕上が不明です。

下記のように6階応接兼控室6-1の仕上

に倣って宜しいでしょうか。

･床･･･ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄB

･巾木･･･PVC

･壁･･･ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ A

･天井･･･岩綿吸音板A CH=2600

(A-34,A-38)

･4階書庫･倉庫

(A-33,A-34)

71

4階書庫･倉庫4-2において、

床仕上が仕上表ではﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ、

矩計図3ではﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ Bと相違します。

仕上表を正として考えて宜しいでしょうか。

(A-33,A-48)

69

B1階書庫B-2において、仕上表備考欄に

移動書庫とありますが、詳細が不明です。

御指示下さい。

(A-31.39)

70

下記の部屋において、床仕上ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄの

床下がりの下地-40が不明です。ﾓﾙﾀﾙ金鏝と

考えて宜しいでしょうか。

･4階会議室 4-1、4-2

【別紙Ａ－１７】参照

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

よろしい。

(A-056)

88

柱型の耐火ｼｰﾄの表面仕上は、部屋仕上に

倣うと考えて宜しいでしょうか。

(A-050)

89

2階EV1～食堂間の間仕切において、

壁種別図ではF2(耐火間仕切 両面)と

なっていますが、F1(耐火間仕切 片面)に

読み替えて宜しいでしょうか。

87

仕上特記で、耐火被覆、5)耐火塗料

使用箇所に柱、梁(執務室)とありますが、

柱の施工範囲が不明です。御指示下さい。

(A-30、A-46～48)

Ｃｏｍｂｉ㈱：ＯＫ２１Ｗ、ＢＫ－Ｆ６２　程度とする。

86

BQ書において、柱型にﾛｯｸｳｰﾙ吹付とあります

が、施工範囲が不明です。施工範囲を

御指示下さい。

(A-50～54)

天井ふところ内です。

(-)

85

内部仕上表において、WC備考欄にﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ

・ｷｰﾌﾟとありますが、詳細が不明です。

御指示下さい。

(A-31～33)

84

下記WCの物においてはSKと考えて

宜しいでしょうか。

･化粧鏡WC用 洗面ｶｳﾝﾀｰ幅×H1050

(A-35～39)

よろしい。

83

ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁の高さは大便器H=1000、小便器H=1200

と考えて宜しいでしょうか。

(A-35～39)

･身障者用手摺(L型、可動式、小便器、洗面器用)

･ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台W150 t25 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

･化粧鏡HCWC用 W600×H900

よろしい。

82
身障者用手摺(L型)は各階WCに1ヶ所ずつ

見込む考えで宜しいでしょうか。

(A-35～39)

よろしい。

80

B1階倉庫B-4の天井高において、仕上表に2600、

矩計図には天井高3670と相違します。

仕上表を正として考えて宜しいでしょうか。

(A-31.A-49)

81

各階WCにおいて、BQ書に倣い下記の物を見込むと

考えで宜しいでしょうか。

･SK用棚(ｽﾃﾝﾚｽL600)、ﾌｯｸ(ｽﾃﾝﾚｽ3ヶ/か所)

･ﾌｯｸ取付用桟木W500×H150 t30 ﾗﾜﾝ

79

5階議員控室5-6において、ﾕﾆｯﾄｷｰﾌﾟﾗﾝ-4に

採光ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞは図示されていますが、

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽの図示がありません。

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽを見込み考えて

宜しいでしょうか。

(A-42)

見込んでください。

よろしい。

床仕伏図の○印が記載されていて、かつ２時間耐火の必要が
ある（２階以下）の柱です。

よろしい。

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

場合、施工場所を御指示下さい。

(A-30.A25～29)

(A-047.048)

96

断熱材において、仕上特記に下地不燃告示1436

号第4項ﾆ(4)にかかる居室･内装不燃告示1436号

第4項ﾆ(2)で直天の場合は不燃断熱材吹付 t=30

95

とするとの記載がありますが、防災計画図で

該当する部屋がないと思われます。

該当無しと考えて宜しいでしょうか。必要な

ALC面には断熱材の記載がありません。

同様に断熱材を見込むものと考えて

宜しいでしょうか。

(A-30.047)

断熱材において、矩計図に議場上部の勾配屋根

～屋外機置場2間に下図のような断熱材の記載が

ありますが、屋外機置場1～2.2～3間のRC立上･

94

断熱材において、仕上特記に外壁より水平1m

以内のｽﾗﾌﾞに断熱材を施すとの記載が

ありますが、矩計図では最上階等一部のｽﾗﾌﾞ下

のみ折返しの記載があります。各階に必要と

考えて宜しいでしょうか。

93

断熱材において、仕上特記に外壁面に吹付硬質

ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑを施すとの記載がありますが、B1階

電気室･各階空調機械室等、壁面がｳﾗｽｳｰﾙ

ﾎﾞｰﾄﾞ貼の部屋の壁面には不要と考えて

宜しいでしょうか。

(A-30)

91

外壁面を除く一般間仕切の高さは、ﾎﾞｰﾄﾞ共に

床～ｽﾗﾌﾞと考えて宜しいでしょうか。

92

耐火被覆において、1階X20/Y2A通りのDS1-3内の

柱に耐火ｼｰﾄの凡例がありませんが、

耐火ｼｰﾄを見込むと考えて宜しいでしょうか。

(A-050)

90

4階EV廻りの耐火間仕切が壁種別図では

F2(耐火間仕切 両面)となっていますが、

F1(耐火間仕切 片面)に読み替えて

宜しいでしょうか。

(A-058)

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

見込んでください。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

103

X12-20Y1-2A間の湧水ﾋﾟｯﾄの各部の仕上は

下記の通りと考えて宜しいでしょうか。

また、釜場が必要な場合、仕様･数量を

御指示下さい。

･床:ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上

･壁:打放補修素地

･天井:ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込 t=25

(A-08.40)

102

上記水槽において、B1階平面図等にﾏﾝｰﾙ･

床下点検口の記載がありませんが、各水槽に

鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙ φ600(汚水槽･非常用汚水槽は

ｽﾃﾝﾚｽ製床下点検口 600角)を1ヶ所設け、

下部にH=1700のｽﾃﾝﾚｽ製梯子ﾀﾗｯﾌﾟが取り付く

ものと考えて宜しいでしょうか。

(A-40)

101

免震ﾋﾟｯﾄ階上部平面図にある消火用水槽等

各種水槽内の仕上は下記の通りと考えて

宜しいでしょうか。

･床:ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝の上ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水仕上

･壁:打放補修の上ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水仕上

･天井:ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ打込 t=25

･釜場:ﾓﾙﾀﾙ金鏝の上ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水仕上

(A-08.40)

100

免震ﾋﾟｯﾄにおいて、X4-5/Y2通にﾄﾞﾗｲｴﾘｱに

通じる階段の記載がありますが、基礎伏図に

階段の記載がありません。ｽﾁｰﾙ製H=1100の

鉄骨階段とし、鉄部の仕上はDP塗と

考えて宜しいでしょうか。

(A-40.S-26)

(A-046)

99

免震ﾋﾟｯﾄにおいて、矩計図Y12通に下記のような

記載がありますが、立上ｺﾝｸﾘｰﾄ H=150+上部

押出成形ｾﾒﾝﾄ板 t=60 DP塗と考えて

宜しいでしょうか。また、範囲はX1-7間と

考えて宜しいでしょうか。

98

免震ﾋﾟｯﾄの天井部の仕上において、矩計図に

吹付断熱材 t=50の記載がありますが、

消火水槽等各種水槽廻りの壁面･ｽﾗﾌﾞ下は

打放素地と考えて宜しいでしょうか。

(A-046)

･外周立上ｺﾝｸﾘｰﾄ:打放補修の上塗布防水仕上

･免震基礎:打放補修素地･天端ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝仕上

･湧水槽内:ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝の上塗布防水仕上

立下り部は打放補修の上塗布防水仕上

･湧水槽釜場内:ﾓﾙﾀﾙ金鏝の上塗布防水仕上

(A-40.046)

97

免震ﾋﾟｯﾄ内の各部の仕上において、下記の

通りと考えて宜しいでしょうか。

･外周擁壁面:打放補修の上塗布防水仕上

･外周擁壁～立上ｺﾝｸﾘｰﾄ間(両側立上H=300まで):

防水ﾓﾙﾀﾙ金鏝仕上

よろしい。

Ｎｏ．２４４参照

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。
釜場についてはＮｏ．２４６参照。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

Ａ－２４凡例をご確認下さい。
巾木はＰＶＣ６０とする。

Ａ－７９参照

よろしい。

117

LD11について、LD11のみ視線調整ﾌｨﾙﾑの

記載がありませんが、必要と考えて

宜しいでしょうか。

(A-73)

見込んでください。

116

SF2について、建具表に仕上の記載がなく

不明です。SOPと考えて宜しいでしょうか。

(A-72)

よろしい。

115

GP3について、建具ｷｰﾌﾟﾗﾝと建具姿図で

建具の形状がくい違っているように

見受けられます。建具姿図を御指示下さい。

(A-066.074)

(-)

【別紙Ａ-28】参照下さい。

114

飛散防止ﾌｨﾙﾑについて、全ての

耐熱強化ｶﾞﾗｽ･強化ｶﾞﾗｽ部に必要と

考えて宜しいでしょうか。

(A-72)

見込んでください。

御指示下さい。

113

衝突防止ｻｲﾝについて、図面に記載がなく

不明です。工事費内訳明細に倣い、

402m計上と考えて宜しいでしょうか。

(-)

112

建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞについて、

変成ｼﾘｺﾝ系10×10と考えて

宜しいでしょうか。

110

ｻｲﾝについて、特記仕様書に

施工箇所:図示によるとありますが

施工範囲が不明です。施工箇所及び

(A-24)

仕様を併せて御指示下さい。

(A-13)

111

解体範囲図･共通仮設計画図にある

宿直室･夜間受付の仕上が不明です。

(A-02)

109

天井点検口において、特記仕様書に適用の

図示はありませんが、工事費内訳明細書より

450角:100か所、600角40か所見込むと

考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

(A-13)

107

EVﾋﾟｯﾄのﾀﾗｯﾌﾟにおいて、共通特記仕様書:

建築工事、ELV詳細図工事区分表:ELV工事で

くい違います。ELV工事と考えて宜しい

でしょうか。御指示下さい。(A-102)

108

共通特記仕様書に非常用ELV避難経路案内板:

建築工事とありますが、1ヶ所見込むものと

考えて宜しいでしょうか。また、その場合、

仕様等詳細を御指示下さい。

105

EVﾋﾟｯﾄの仕上において、仕上表:ｾﾒﾝﾄ系

塗膜防水、ELV詳細図:塗布防水でくい違い

ます。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。

(A-34.98)

106

EV詳細図に№1.2かごの床:ﾀｲﾙ貼 建築支給と

ありますが、磁器質ﾀｲﾙと考えて宜しい

でしょうか。また、ﾀｲﾙのﾒｰｶｰ品番を

御指示下さい。(A-102)

104

上記湧水ﾋﾟｯﾄにおいて、BQ書より、下記の

項目を見込むものと考えて宜しいでしょうか。

･ﾏﾝﾎｰﾙ:φ600 防臭型 2ヶ所

･梯子ﾀﾗｯﾌﾟ:ｽﾃﾝﾚｽ製 H=1450 2ヶ所

･人通口:φ600 10ヶ所

手掛ﾀﾗｯﾌﾟW=400 ｽﾁｰﾙ 亜鉛ﾒｯｷ既製品 2ヶ所/組

･通気管:φ100 VP:10ヶ所

･通水管:φ200 半割 VP:10ヶ所

(A-049)

【別紙Ａ－１８】参照

梁貫通はＮｏ．１３参照
あとはよろしい。

よろしい。

樹脂タイル（２ｍｍ）とします。

ＥＬＶ工事とする。

不要とする。

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

よろしい。

ステンレス網戸は不要です。

よろしい。

よろしい。

(A-071･076)

考えて宜しいでしょうか。

宜しいでしょうか。

(A-069･071･080)

130

AW16TPについて、建具表ではW8000×H2800と

ありますが、AW詳細図-2より

W10520×H4707.7に読み替えて

宜しいでしょうか。

(A-069･071･080)

128

AW14について、姿図では引分窓+6連FIX窓と

ありますが、建具表では引分窓付4連FIX窓と

くい違います。姿図を正と考えて

宜しいでしょうか。

129

AW16について、建具表ではW8000×H900が

2ヶ所とありますが、AW詳細図-2より

W10520×H900が1ヶ所、W10520×H3486.5が1ヶ所、

W2880×H3486.5が2ヶ所と考えて

125

以下の建具について、ｶﾞﾗｽ～ｶﾞﾗｽ間には

方立があるものと考えて宜しいでしょうか。

127

AW11と14について、可動部分にはﾌﾚｰﾑが

あるものと考えて宜しいでしょうか。

(A-076)

126

AW11について、姿図では引分窓+8連FIX窓と

ありますが、建具表では引分窓付6連FIX窓と

くい違います。姿図を正と考えて

宜しいでしょうか。

(A-071･076)

･AW11

･AW14

･AW15

･AW19

(A-076)

SD24について、建具表姿図記号ではS02

(額入片開きﾌﾗｯｼｭ扉)ですが、ｶﾞﾗｽ欄に

よろしい。

124

SD8・SD10・SD25において、建具表-2に潜戸の

寸法の記載がありません。他の記載と同様に、

W800×H1800と考えて宜しいでしょうか。

(A-072)

ｶﾞﾗｽの記載がありません。耐熱強化ｶﾞﾗｽt=5.0と

(A-72)

123

(A-10)

122

SD16について、建具表では2か所とも

特定防火設備ですが、建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ4では

5階廊下に取付くSD16は防火性能なしのため

建具表とくい違います。建具ｷｰﾌﾟﾗﾝを正と

121

考えて宜しいでしょうか。

(A-68.72)

防虫網について、特記仕様書(意匠)-4で

防虫網ｽﾃﾝﾚｽ製と記載がありますが、

建具表に記載がなく適用建具が不明です。

不要と考えて宜しいでしょうか。

120

ｱﾙﾐ製建具の枠見込について、

特記仕様書(意匠)-4では70mm

(複層ｶﾞﾗｽは100mm)、建具表では70mm･75mm･

100mmとくい違います。建具表を正と考えて

宜しいでしょうか。(A-10.71)

119
LD改01について、ｶﾞﾗｽの有無が不明です。

不要と考えて宜しいでしょうか。

(A-24)

不要です。

118
SD4について、建具表ではH1200ですが、

H2100と考えて宜しいでしょうか。

(A-72)

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

AW詳細図-2を正とする。

AW詳細図-2を正とする。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

記載ですが,建具表では片開き扉と

(A-067･072･073)

142

建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ-3において4階X2-3/Y11-12に

設置されているSD03が親子開き扉の

　建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ　　　　建具表

相違しています。建具形式よりLD03に

読み替えて宜しいでしょうか。

SF01         13                7

SSD02         0                2

(A-065･066･067･068･069･071･072･073)

SD12      　  2                3

140

AWD01・AWD02・AWD03において、

可動部にﾌﾚｰﾑがあるものと考えて

宜しいでしょうか。

(A-078)

136
ACW1～3について、端部の納まりが

不明です。詳細を御指示下さい。

(A-083･084)

141

以下の建具について建具ｷｰﾌﾟﾗﾝと建具表で

数量がくい違います。建具ｷｰﾌﾟﾗﾝを正と考えて

宜しいでしょうか。

139

AWD01・AWD02・AWD03において、建具表に

記載がありません、仕様・仕上げ･

ｶﾞﾗｽの仕様を御指示下さい。

(A-065･078)

カーテンウォール工事とし、姿図、仕様はＡＣＷ詳細図を参
照下さい。

138

ACW2について、風除室3廻りに勾配は

ありませんでしょうか。勾配がある場合は

姿図を併せて御指示下さい。

(A-043･078)

勾配あり、風除室１に倣う。

詳細は実施設計にて検討を進める。上下端部にはＢＢＯＸ、
膳板（St1.6 SOP）程度を見込んで下さい。

137
ACW2について、H寸法が姿図では6645ですが、

建具表では7165とくい違います。姿図を正と

考えて宜しいでしょうか。(A-043･078)

Ｈ7,100とする。

135

ACW1について、X17～20通間に木ﾙｰﾊﾞｰ裏面

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=6 EP とありますが、

木ﾙｰﾊﾞｰとはACW詳細図-2に記載されている

化粧木を示していると考えて宜しいでしょうか。

(A-077･084)

133
ACW1について、防火設備となる範囲の

ｶﾞﾗｽの仕様はLow-E6+A16+PW6.8と考えて

宜しいでしょうか。(A-077)

134

ACW1について、X12～20通側のW寸法が

ACW詳細図-1では32000ですが、

建具姿図-4では32940とくい違います。

W32000を正と考えて宜しいでしょうか。

(A-077･083)

131

ACW1について、姿図では風除室1廻りに勾配が

ありませんが、北側立面図では勾配があります。

風除室1廻りの姿図を再度御指示下さい。

(A-043･077)

132
ACW1について、北側立面図よりX10～12通間で

分割されているものと考えて宜しいでしょうか。

(A-043･077)

143

B1階発電室について､

A-54図でFL-500ですが､A-48図でFL±0です｡

FL±0を正と考えてよろしいですか｡

(A-48･54)

144

B1階倉庫B4壁について､

柱型ｺﾝｸﾘｰﾄ面はEP+化粧打放面補修と考えて

よろしいですか｡

(A-59)

立面図を正とする。（勾配付き）

よろしい。

よろしい。

姿図を正とする。

お見込みの通りです。

よろしい。

ＳＤ１２：２箇所
ＳＦ０１：７箇所
ＳＳＤ０２：０箇所

よろしい。

よろしい。

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

156

天井 杉小幅板(凡例F･L)について､

下地にPBt9.5を見込むものと考えて

よろしいですか。

(A-13･32)

155

1階EVﾎｰﾙ他壁 木板張について､

A-31図で化粧仕上(長野県産材)とありますが､

(A-60)

樹種･厚みをご指示下さい。

又､OSCLを見込むものと考えてよろしいですか。

(A-31･85)

153

B1～6階MWC 汚垂石について､

花崗岩 本磨 t20 W600 中国産程度を見込むと

考えてよろしいですか｡

(A-32～34)

154

1階EVﾎｰﾙ定礎石について､

A-13図では600x400ですが､

A-32図では450x600です｡

A-32図を正と考えてよろしいですか。

152

B1階各所設備基礎について､

M-13～19･46図に記入があります｡

各寸法･配筋要領をご指示下さい｡

又､仕上は各室床同様と考えてよろしいですか｡

(M-13～19･46)

150

B1階二重壁 排水溝について､

防水ﾓﾙﾀﾙ金鏝仕上と考えてよろしいですか｡

(A-49)

151

B1階二重壁､壁点検口について､

A-13に1区画2か所以上設置とありますが､

点検口の寸法･仕様又は､ﾒｰｶｰ品番を

ご指示下さい。

(A-13)

149

B1階廊下B-2防煙垂れ壁について､

A-29図に記入がありますが､

A-64図に記入がありません｡

ｶﾞﾗｽ製防煙垂壁H500程度必要と考えて

よろしいですか｡

(A-29･A-64)

148

B1階廊下B-2天井高さについて､

A-31図でCH3000ですが､

A-45図でCH5100程度です｡

CH5100を正と考えてよろしいですか｡

(A-31･45)

よろしい。

(A-31)

147

B1階書庫 B-2 移動書庫について､

A-89図で本工事とあります｡

移動書庫の詳細･仕様をご指示下さい｡

(A-89)

146

B1階書庫 B-2 天井高さについて､

A-31図で高さCH3200とありますが､

仕上欄では天井表しです｡

ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞ表しを正と考えてよろしいですか｡

又､ﾃﾞｯｷ面はSOPを見込んでよろしいですか。

145

B1階下記部屋､壁仕上について、

A-31図でｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞですが､

A-47～49図ではEPです｡

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞを正と考えてよろしいですか｡

･電気室･発電機

･熱源機械室･消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室

(A-31･47～49)

よろしい。

【別紙Ａ－１７】参照

よろしい。

よろしい。

Ｎｏ．１０１参照

ＳＤ
片開き片面フラッシュ戸
Ｗ４５０×Ｈ４５０
ＳＯＰ塗装

【別紙Ａ－０３】参照

よろしい。

よろしい。

木胴縁４５×２５＠４５０　合板ｔ１２捨張りのうえ、木角
材（県産材）３０×３０程度乱張り　ＯＳＣＬ　とする

Ｎｏ．５参照



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

A-48図では1～4階に記載がありますが､

A-60～62図では3･4階です｡

A-48図を正と考えてよろしいですか。

167

執務室2-1天井 有孔ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙについて､

厚みをご指示下さい。

(A-47)

166

違う仕上がある場合は､範囲詳細をご指示下さい。

(A-32･86)

165

執務室2-2天井について､

A-32図では岩綿吸音板Aですが､

(A-48･60～62)

A-60図では杉小幅板です｡

A-60図を正と考えてよろしいですか。

(A-60)

執務室天井設備ﾌﾟﾚｰﾄW200について､

163

1階EVﾎｰﾙ 階段廻り手摺について､

H寸法･部材寸法をご指示下さい。

(A-85)

164

2階EVﾎｰﾙ2壁について､

A-32図で木板張ですが､

A-86図ではEV前のみ木化粧仕上です｡

壁は全て木板張(木化粧仕上)と

考えてよろしいですか。

162

執務室1-1壁について､

A-32図ではEPですが､

A-85図では木化粧仕上です｡

A-85図を正と考えてよろしいですか。

(A-32･85)

161

執務室外壁面壁下地について､

A-47図でGB-Ft12.5+GB-R-Ht12.5とありますが､

A-55図ではGB-Ft12.5+GB-Rt12.5(凡例L1)です｡

A-55図を正と考えてよろしいですか。

(A-47･55)

その場合ｺﾝﾊﾟﾈの厚み･鋼製二重床の

ﾒｰｶｰ･品番をご指示下さい。

(A-32･47)

160

鋼製床組･ﾌﾛｱｰ換気口について､

A-13図で鋼製床組(H450･仕上ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ)･

ﾌﾛｱｰ換気口(200x600)とありますが､施工範囲が

不明です｡無しと考えてよろしいですか。

(A-13)

よろしいですか。

(A-47･M-37)

158

1階待合1-1 床暖房下 断熱材について､

A-47図ではt25ですが､

159

執務室1-1床下地について､

A-32はOAﾌﾛｱt40ですが､

A-47ではｺﾝﾊﾟﾈ+鋼製二重床H300の様です｡

A-47を正と考えてよろしいですか。

M-37図ではt50です｡

M-37を正としﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt50と考えて

157

1階売店･ｺﾝﾋﾞﾆ天井について､

A-32図では杉小幅板と岩綿吸音板ですが､

A-60図では杉小幅板です｡

A-60図を正と考えてよろしいですか。

(A-32･60)

よろしい。

よろしい。

よろしい。

見込んで下さい。

0.7ｍｍとする。

A-47を正とする。
万協フロアーまたは同等品

よろしい。

よろしい。

よろしい。

【別紙Ａ－０７】相当とする。

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

179

5階議場 木巾木H100について､

杉(長野県産材)t10 OSCLと考えて

よろしいですか。

(A-34)

177

5階議場･傍聴席床立上り(蹴込)について､

ﾛｰﾙｶｰﾍﾟｯﾄ+合板t15+木軸組と

考えてよろしいですか。

(A-13･38･48)

178

5階議場天井木ﾙｰﾊﾞｰについて､

OSCL仕上と考えてよろしいですか。

又､耐震天井LGS下地と考えてよろしいですか。

(A-48)

(A-13･38･48)

176

5階議場･傍聴席床段差部について､

段鼻にﾉﾝｽﾘｯﾌﾟを見込むものと考えて

よろしいですか。

その場合､仕様･ﾒｰｶｰ･品番をご指示下さい。

(A-38)

174

3･4階執務室天井について､

放射空調ﾊﾟﾈﾙ(設備工事)の下地はLGSとし

建築工事と考えてよろしいですか。

(A-48)

175

5階議場･傍聴席床について､

FL+100･200･300のﾛｰﾙｶｰﾍﾟｯﾄ下地は

乾式遮音二重床+捨張合板t15+15と

考えてよろしいですか。

考えてよろしいですか｡

(A-37)

考えてよろしいですか。

(A-37)

173

3階ﾊﾞｰｽﾀｰ室兼倉庫･ｻｰﾊﾞｰ室のﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞについて､

A-37図でﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞの点線がありますが､

無くなりますが､無しと考えてよろしいですか。

(A-32･61)

AW-6につくものと考えてよろしいですか｡

ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞはEP+けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t6と

2階会議室2-1･2 移動間仕切について､

断面詳細･仕様詳細･ﾒｰｶｰ品番をご指示下さい｡

(A-36)

(A-32･51)

170

2階 廊下2-3天井について､

A-32図では岩綿吸音板Bですが､

A-61図では岩綿吸音板Aです｡

3階ﾊﾞｰｽﾀｰ室兼倉庫 ｽﾛｰﾌﾟ上框について､

171

172
ｽﾃﾝﾚｽt1.5曲加工 W50xH300と

その場合岩綿吸音板Bの施工場所が

2階消費生活ｾﾝﾀｰ 天井仕上について､

A-32図で岩綿吸音板Aとありますが､

A-61図では杉小幅板 t12 準不燃処理です｡

岩綿吸音板Aを正と考えてよろしいですか｡

A-61図を正と考えてよろしいですか。

169

2階廊下2-2床について､

A-33図でﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄBですが､

A-51図でﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄです｡

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄBと考えてよろしいですか｡

(A-32･061)

168

Ａ－６１図を正とする。

ビニル床シートとする。

よろしい。

オカムラ：セーフウォールムーブまたは同等品

よろしい。

よろしい。

建築工事とする。
中央はL-50x50架台とし、梁に隣接する部分はStPL６を溶接
の上、パネルを固定する。

よろしい。

ナカ工業：ＳＪ－４０Ｇまたは同等品

よろしい。

よろしい。

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

･1階 倉庫1-2 ATM

･4階 書庫･倉庫4-1･2 会議室4-1･2

(S-29･32･33)

190

階段室 手摺について､

床付手摺･壁付手摺の仕様･H寸法･部材寸法を

それぞれご指示下さい。

(A-085)

191

床ｽﾗﾌﾞ､FL-50範囲 床下地について､

以下の部屋のFL-50範囲に

嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ t50 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ φ6-100x100を

見込むと考えてよろしいですか｡

188

6階第1･2委員会室 壁面収納について､

H寸法･仕様詳細･断面詳細をご指示下さい｡

(A-38)

189

階段1-3天井･段裏について､

A-34図では石膏ﾎﾞｰﾄﾞ+EPですが､

A-62図では化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞです｡

A-34図を正と考えてよろしいですか。

(A-34･62)

それぞれご指示下さい。

(A-88)

187

5階議会図書室 壁仕上について､

壁仕上の図示がありません。

ﾎﾞｰﾄﾞ面､EPと考えてよろしいですか｡

(A-34)

185

5階議場 ｶﾞﾗﾘについて､

A-34に記載がありますが､施工場所が不明です｡

仕様･寸法･か所数をご指示下さい。

(A-34･68)

186

5階傍聴席手摺について､

X7通は床付手摺､Y3通り側は壁付手摺と

考えてよろしいですか。

その場合､仕様･H寸法･部材寸法を

184

5階議場 ｽﾋﾟｰｶｰﾎﾞｯｸｽについて､

A-38図でｽﾋﾟｰｶｰﾎﾞｯｸｽと埋込型ｽﾋﾟｰｶｰﾎﾞｯｸｽの

記載がありますが､工事区分･仕様･寸法を

それぞれご指示下さい。

(A-88)

182

5階議場･講堂兼全員協議室 耐震天井について､

仕様をご指示下さい。

(A-30)

183

5階議場 ﾙｰﾊﾞｰ内天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞについて､

A-34図ではt50ですが､

A-48図ではt25 65Kです｡

A-48図を正と考えてよろしいですか。

(A-34･48)

考えてよろしいですか。

(A-34･88)

181

5階議場について､

議長背面壁の仕様･詳細をご指示下さい。

(A-38)

180

5階議場壁について､

A-34図で木板張とありますが､

A-88図にはありません｡

A-34図を正とし､EVﾎｰﾙと同様の木板張と

よろしい。

Ｎｏ．３３参照

水平震度0.3Gとします。

よろしい。

Ｎｏ．３２参照

Ｗ７５０×２０００　８箇所
仕様は【別紙Ａ－１９】相当とする。

【別紙Ａ－２０】相当とする。

よろしい。

【別紙Ａ－２１】相当を見込むこと

化粧石膏ボードとする。

Ｎｏ．４７、５１、５２参照。

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

204

床点検口について､

A-13:(ﾅｶ工業:ﾆｭｰﾊｯﾁE･ｱﾄﾗｽ産業)､

A-31:(ｶﾈｿｳ:ﾌﾛｱﾊｯﾁ MSEM-D)､

A-13を正と考えてよろしいですか｡

(A-13･31)

(A-12･060)

203

EVｼｬﾌﾄ ｶﾞﾗﾘについて､

昇降路断面図 №2でｶﾞﾗﾘ(ELV除外工事)

とありますが､建築工事で見込むと

考えてよろしいですか｡

併せて､寸法･仕様詳細をご指示下さい｡

(A-98)

201

免震ﾋﾟｯﾄ天井 吹付断熱材t50について､

外壁と同様に硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 ﾉﾝﾌﾛﾝ A種1

難燃性と考えてよろしいですか。

(A-47)

202

ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚みについて､

A-12図はt25とありますが､

A-060図ではt50です｡

t50を正と考えてよろしいですか｡

199

天井木製廻縁について､

長野県産材 杉 45x45 OSCLと

考えてよろしいですか。

(A-32)

200

鉄骨柱 耐火ｼｰﾄ(SK耐火ｼｰﾄ)について､

見掛り部耐火ｼｰﾄ面にEP(仕上がｸﾛｽの部屋はｸﾛｽ)

を見込むものと考えてよろしいですか。

(A-30)

(A-55)

198

天井化粧ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞAについて､

A-12図にあるﾀｲｶﾞｰｼﾞﾌﾟﾄｰﾝ ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様とし

不燃と考えてよろしいですか。

(A-12･31)

196

一般間仕切壁(L1･2)について､

ﾎﾞｰﾄﾞ(上貼･下貼共)はｽﾗﾌﾞ-ｽﾗﾌﾞ(梁下)

まで見込むと考えてよろしいですか。

(A-46･56)

197

耐火間仕切について､

A-55図でｼｬｯﾀｰに耐火間仕切の符号が

ありませんが､ｼｬｯﾀｰ上部にF1の耐火間仕切を

見込むものと考えてよろしいですか。

195

ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞt9.5について､

全て不燃と考えてよろしいですか。

(―)

194

壁化粧ｹｲｶﾙ板について､

(A-12･31)

A-31図ではｱｲｶ:ﾊｲﾎﾞｰﾄﾞです｡

A-31図を正と考えてよろしいですか。

193

壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽA･Bについて､

A-31図で同じ品番ですが､

同じものと考えてよろしいですか。

(A-31)

A-12図ではA＆Aﾏﾃﾘｱﾙ:ｽﾃﾝﾄﾞ400ですが､

192

乾式遮音二重床について､

仕上がﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ･ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ･ﾛｰﾙｶｰﾍﾟｯﾄ部分は

捨張合板t15+15を見込むものと考えて

よろしいですか。

(―)

よろしい。

よろしい。

どちらでも可。または同等品とする。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

アルミ製ガラリ
Ｗ２４０ｘＨ１２０（ＦＤ付）とする。

ｶﾈｿｳ:ﾌﾛｱﾊｯﾁ MSEM-D（断熱型）または同等品とする。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

217

2階会議室2-1･2 移動間仕切について､

断面詳細･仕様詳細･ﾒｰｶｰ品番をご指示下さい｡

(A-36)

218

5階議員控室1～6のｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝについて､

表面仕上･ﾒｰｶｰ品番をご指示ください｡

(A-58)

ｶｳﾝﾀｰは人工大理石(ﾃﾞｭﾎﾟﾝ:ｺｰﾘｱﾝ)と

考えてよろしいですか｡

(A-13･M-47)

216

1階つむぎﾗｳﾝｼﾞ移動間仕切について､

A-35図(平面図)とA-85図(ﾕﾆｯﾄｷｰﾌﾟﾗﾝ)で

範囲が異なりますが､A-35図を正と考えて

よろしいですか。

又､表面仕上･品番をご指示下さい。

(A-35･85)

214
5･6階壁面収納について､

仕様･詳細･断面詳細をご指示下さい｡

(A-088)

Ｎｏ．１８８参照

215

男子女子更衣室他洗面ｶｳﾝﾀｰについて､

A-13図 40.洗面ｶｳﾝﾀｰ(既製品･台のみ)で

(ABC商会/ﾃﾞｭﾎﾟﾝｺｰﾘｱﾝﾗﾋﾟｰﾄﾞ～)とありますが､

材質でﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑに※印があります。

213

5階議場･傍聴席 家具について､

A-88図で本工事とありますが､詳細が不明です｡

仕様･寸法･か所数をご指示下さい。

(A-88)

【別紙Ａ－１３】参照

【別紙Ａ－１１】参照

212

各階ｶｳﾝﾀｰについて､

各々厚み･仕様･詳細･断面詳細をご指示下さい｡

(A-085～088)

【別紙Ａ－１１】参照

210

1階受付ｶｳﾝﾀｰ(曲面)について､

仕様･詳細･断面詳細をご指示下さい｡

(A-085)

211

執務室対面ｶｳﾝﾀｰについて､

ｶｳﾝﾀｰ及び､ｽｲﾝｸﾞ扉の仕様･詳細･断面詳細

をご指示下さい｡

(A-085～087)

209

壁 化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 ﾒｰｶｰ品番について､

A-12:(A＆Aﾏﾃﾘｱﾙ:ｽﾃﾝﾄﾞ400)､

A-31:(ｱｲｶ:ﾊｲﾎﾞｰﾄﾞ)､

A-12を正と考えてよろしいですか｡

(A-12･31)

207

授乳室1-1･2-1 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙについて､

ｽﾃﾝﾚｽ ｼﾝｸﾞﾙと考えてよろしいですか｡

(A-32)

208

B1･2～4階男子更衣室･3階女子更衣室の

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙについて､

A-31･32図 備考にｶｰﾃﾝﾚｰﾙとありますが､

取付範囲及び仕様をご指示ください｡

(A-31･32･64･86･87)

205

連結棟 床点検口について､

本体棟と同様の点検口を3か所程度

見込むと考えてよろしいですか｡

(A-049)

206

天井点検口について､

材質･寸法･か所数をご指示下さい。

(A-13)

【別紙Ａ－１１】参照

よろしい。

よろしい。

Ｎｏ．１７１参照

オカムラ：セーフウォールスプレッドまたは同等品とする。

よろしい。

Ｎｏ．１０９参照

よろしい。

Ｎｏ．５８参照

どちらでも可。または同等品とする。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

230

B1～6階FWC･MWC 洗面ｶｳﾝﾀｰ上部鏡について､

W(洗面ｶｳﾝﾀｰ巾)xH1050 t5 四方ｽﾃﾝﾚｽ枠程度

を見込むと考えてよろしいですか｡

(A-32～34)

よろしい。

228

寸法･納まり詳細をご指示下さい。

(A-13)

甲板:ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑt25と考えてよろしいですか｡

(A-35)

【別紙Ａ－２２】相当とする。

229

洗面化粧台上照明ﾎﾞｯｸｽｶﾊﾞｰについて､

A-13 50.照明ﾙｰﾊﾞｰに記載がありますが､

【別紙Ａ－２２】相当とする。

小便器･大便器 ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁仕上について､

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t6+耐水PBt12.5不燃+LGS

高さ:小便器(H1500)･大便器(H900)

(A-31)

見込んでください。

よろしい。

仕様詳細をご指示ください｡

(A-36･37)

226

ﾐﾆｷｯﾁﾝ前面壁仕様について､

L1500巾全面にｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ増張を

見込むと考えてよろしいですか。

227

2～4階男子女子更衣室の洗面ｶｳﾝﾀｰについて､

下部収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄの有無が不明です｡

下部収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ有の場合は､

225

ﾐﾆｷｯﾁﾝについて､

A-31･32図仕上表備考欄に記入がありますが､

下記部屋のﾐﾆｷｯﾁﾝ(ｻﾝｳｪｰﾌﾞ/ｳｪﾙﾗｲｷｯﾁﾝ)

224

全てL1500程度で見込んでよろしいですか。

･B1階 食堂･清掃員控え室

･1階 管理警備室

･各階給湯室･各階授乳室

(A-31･32)

(A-31)

223

3～5階廊下吹抜ｶﾞﾗｽ手摺について､

上記質疑でｶﾞﾗｽ手摺が必要な場合､

寸法･断面詳細･仕様詳細をご指示下さい｡

(A-87･88)

A-31図仕上材料名表示凡例に記載がありますが､

仕上表に該当する記載がありません。

流し台ﾕﾆｯﾄについて､

該当無しとしてよろしいですか。

222

3～5階廊下吹抜ｶﾞﾗｽ手摺について､

A-87･88でｼｬｯﾀｰ前に､ｶﾞﾗｽ手摺がありますが､

A-67･68でｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝがつきます｡

ｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝを正とし､ｶﾞﾗｽ手摺は不要と

考えてよろしいですか｡

(A-67･68･87･88)

A-12を正と考えてよろしいですか｡

考えてよろしいですか｡

(A-12･36)

221

B1･2～4階男子女子更衣室の洗面ｶｳﾝﾀｰ横の

隔て板について､

H寸法は天井高さまでと考えてよろしいですか｡

又､仕様はﾄｲﾚﾌﾞｰｽと同じ仕様･ﾒｰｶｰ品番と

考えてよろしいですか｡

(A-12･36)

220

B1～6階男子女子WCの洗面ｶｳﾝﾀｰ横

小便器横の隔て板･隔て板について､

(A-12･31)

H寸法は天井高さまでと考えてよろしいですか｡

219

A-12:(ｱｲｶ:ﾋﾟｭｱｺｱﾌﾞｰｽ ｽｸｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ ｾｲﾌﾃｨ仕様)､

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾒｰｶｰ品番について､

又､仕様はﾄｲﾚﾌﾞｰｽと同じ仕様と

A-31:(ﾅｶ工業:ｸｲﾝﾌﾞｰｽSOFTﾒﾗﾐﾝ)､

どちらでも可。または同等品とする。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

ガラス手すりは不要とする。

Ｂ１パントリーに設置する。

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

考えてよろしいですか｡

否の場合､設置場所をご指示ください｡

(A-13･63)

242

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞについて､

ﾕﾆｯﾄｷｰﾌﾟﾗﾝ「B」部には横型ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞを

建築工事で見込むと考えてよろしいですか。

(A-085～088)

240

執務室1-1 課名ｻｲﾝ兼防煙垂壁について､

仕様･詳細をご指示下さい。

(A-60)

【別紙Ａ－１８】参照

241

ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝについて､

A-13､13.ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝに議場･全員協議室

開口部とありますが､ｻｯｼ側には採光ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞの

設置がありますので､出入口建具部に見込むと

つくものと考えてよろしいですか。

(A-48･60)

239

執務室2-1他 ｽﾁｰﾙ防煙ﾊﾟﾈﾙについて､

ﾒｰｶｰ品番･取付下地の仕様をご指示下さい。

(A-61)

237

5階議場･講堂兼全員協議会室の間接照明に

ついて､

仕様･詳細をご指示ください｡

(A-47)

238

執務室1-1防煙垂壁について､

A-60でY6･9通(X2～8通間)にｶﾞﾗｽ防煙垂壁H600と

ありますが､A-48にはありません｡

A-60を正とし､X2～7通間は鉄骨梁下に

他WCには不要と考えてよろしいですか。

(A-31･32)

236
各折上げ天井部間接照明について､

仕様･詳細をご指示ください｡

(A-46･47)

見込むと考えてよろしいですか｡

(A-02･M-47)

(A-13･31･89)

235

ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ･ｷｰﾌﾟについて､

A-31･32図 備考にﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ･ｷｰﾌﾟとある部屋が

ありますが､建築工事で見込むと考えて

よろしいですか｡

又､仕上表ではB1階(FWC･MWC)､

2階(FWC)のみの記載です。

･洗面器用手摺 L600 2ヶ/か所(MWC･FWC)

を各階1か所とし建築工事で見込むものと

考えてよろしいですか｡

ﾅｶ工業:NSｼﾘｰｽﾞ同等と考えてよろしいですか｡

よろしい。

234

ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ･ﾁｪｱ及びﾍﾞｯﾄﾞ 工事区分について､

A-02図でﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄﾞ及びﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄが建築と

ありますが､M-47図ではﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱとﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄは

器具表に記載あるため設備工事で

232
B1･2～4階男子女子更衣室の鏡について､

鏡の寸法･厚み･仕様をご指示下さい。

(A-31～33)

Ｎｏ．６５参照

233

B1～6階FWC･MWC･HCWC 手摺について

･可動式手摺 L700(HCWC)

･小便器手摺(MWC)

･大便器L型手摺 800x800(MWC･FWC)

231

B1～6階HCWC 鏡について､

t5 W600xH900 四方ｽﾃﾝﾚｽ枠と

考えてよろしいですか｡

(A-32～34)

よろしい。

よろしい。

多目的トイレと授乳室に各１箇所
各階の男女に１箇所ずつ設置する。

No.17参照

【別紙Ａ－０９】相当とする

よろしい。

三和シャッター：防煙パネル（ＢＰＵ）または同等品

Ｎｏ．２３参照

「Ｂ」部分にも本工事ではブラインド（ロールスクリーン）
を見込んでいない箇所もあるので、ブラインドボックスと採
光ブラインドそれぞれの凡例を参照してください。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

(―)

・岩綿吸音板B

・不燃断熱材吹付t30

・階段室樹脂製点字鋲

・壁､天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞt50 32kg/m3

・天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞt25 65kg/m3(5階議場･講堂)

･二重壁部壁用排水断熱ﾊﾟﾈﾙ

251

下記の項目について､ﾒｰｶｰ品番をご指示下さい。

・ｹｲ酸質系塗膜防水(免震ﾋﾟｯﾄ)

・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾝﾄ系塗膜防水(消火水槽)

・ﾎﾟﾘｳﾚｱ樹脂ﾗｲﾆﾝｸﾞ防水(汚水槽他)

・ｾﾒﾝﾝﾄ系塗膜防水(EVﾋﾟｯﾄ)

・ﾀｲﾙ張t15(EVかご床)

・防塵塗床(電気室･PS他)

・OAﾌﾛｱH300(3階NLPﾊﾞｰｽﾀｰ室兼倉庫)

・岩綿吸音板A

250

小屋裏断熱について､

小屋裏の屋根下地材鉄骨と箱樋との

断熱処理の要否及び､仕様･詳細を

ご指示下さい。

(A-90)

249

天井杉小幅板張部について､

天井裏通気口の取付の要否及び､

設置する場合の寸法･数量等､詳細を

ご指示下さい。

(A-47)

248

屋根ｽﾗﾌﾞ下断熱材について､

省ｴﾈﾙｷﾞｰ基準では屋根RC150+

硬質ｳﾚﾀﾝ発泡板50㎜となっており、

矩計図では吹付発砲ｳﾚﾀﾝです。

矩計図を正と考えてよろしいですか。

(A-30･047･048)

247

外壁面断熱材について､

省ｴﾈﾙｷﾞｰ基準では外壁はPC+

硬質ｳﾚﾀﾝ発泡板75㎜となっており、

矩計図では吹付発泡ｳﾚﾀﾝです。

矩計図を正と考えてよろしいですか。

(A-30･047･048)

246

連結棟 湧水ﾋﾟｯﾄ 仕上について､

床:ｺﾝｸﾘｰﾄ面金鏝 壁･天井:打放面補修

釜場:防水ﾓﾙﾀﾙ金鏝(600x600xH600 3か所)

と考えてよろしいですか｡

(A-049)

･汚水槽 非常用汚水槽 雑排水槽 雑用水槽

(A-08･40)

245

雑用水槽･非常用汚水槽 床･壁 仕上について､

塗膜防水 ﾎﾟﾘｳﾚｱ樹脂 ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

と考えてよろしいですか｡

(A-08･40)

243

かぎ箱について､

市販品 120組用が必要と考えてよろしいですか｡

(―)

244

水槽 天井仕上について､

以下の水槽について､天井仕上は全てｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ

打込と考えてよろしいですか｡

併せて､ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑの厚さ･仕様詳細･ﾒｰｶｰ品番を

ご指示下さい｡

よろしい。

よろしい。

Ｎｏ．１０１参照

よろしい。

よろしい。

よろしい。

不要です。

吹付発砲ｳﾚﾀﾝｔ５０とする。

メーカーの指定は特になし。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

262

AW-9の形式･寸法について、

A-71図で片引付6連FIX窓 H2200とありますが、

A-76図では9連FIX窓 H1600です。

9連FIX窓 H2200を正と考えてよろしいですか。

(A-71･76)

網入磨6.8と考えてよろしいですか。

よろしい。

(A-27･28･71)

261

AW-8のW寸法について、

A-71図でW10500とありますが、A-38図では

W11200程度の図示です。W10500を正と考えて

よろしいですか。

(A-38･71)

よろしい。

A-35･36図ではW36100程度の図示です。

W35700を正と考えてよろしいですか。

260

AW-6･10の防火性能について、

A-71図では防火性能の記入がありませんが、

A-27･28図で防火区画と取合う図示があるため、

259

AW-1･2のW寸法について、

一部防火設備と考えてよろしいですか。

その場合、ｶﾞﾗｽは複層ｶﾞﾗｽ Low-E5+A16+

257

AW･ACWの網戸について、

A-71図で網戸記入のない建具は

(A-35･36･71)

(A-70･71)

258
AW-1･2･18･ACW-1の排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰについて、

すべて手動式と考えてよろしいですか。

(A-70･71)

A-71図でW35700とありますが、

網戸不要と考えてよろしいですか。

欄間外倒付引違窓を正と考えてよろしい

ですか。

その場合、網戸形式(AW-2:片引ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ網戸)

が変更となる場合は仕様をご指示下さい。

(A-71･75)

256

AW-1･2の形式について、

A-71図で欄間突出付片引窓とありますが、

A-75の姿図では欄間外倒付引違窓です。

255

AWの枠見込について、
図 複層ｶﾞﾗ を使用する場合 と

よろしい。

(A-10･71)

254

AW及びAG(上記AG-1除く)の防火性能について、

A-71図で防火性能の記入がありませんが、

すべて非防火設備と考えてよろしいですか。

(A-71)

A-10図で70mm、複層ｶﾞﾗｽを使用する場合100mmと

ありますが、A-71図では70･75･100mmです。

A-71図を正と考えてよろしいですか。

(1150x2+2050+1300+1450)

(A-46～48･71)

253

AG-1の防火性能について、

A-71図で防火性能の記入がありませんが、

A-66～68図で延焼の恐れのある部分に該当する

建具については防火設備(FD付)で見込むと

考えてよろしいですか。

(A-66～68･71)

252

AW及びACWのH寸法について、

矩計図と建具表で異なります。

すべて建具表を正と考えてよろしいですか。

建具符号     　　矩計図     　　建具表

AW-1             H2050          H2000

AW-2･4･5･6       H1450          H1500

AW-3             H2050          H2100

ACW-1            H7100          H7165

ＡＷ－１　Ｈ２０５０とする。
ＡＷ－２．４．５．６　Ｈ１５００とする
ＡＷ－３　Ｈ２０５０とする。
ＡＣＷ－１　Ｈ７１００とする。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

該当建具はSD-6･13･20と考えて

又、水切付上枠のD寸法は100程度と

考えてよろしいですか。

よろしいですか。

271

電気錠について、

E-080図に建築工事とありますが、

建具表に記入がありません。電気錠は

(A-70･72)

(E-080～084)

272

外部に面する金属製扉の水切付上枠について、

A-70図の共通事項にｽﾃﾝﾚｽとありますが、

建築工事で見込むと考えてよろしいですか。

270

AW-16 TPの寸法について、

A-71図でW8000xD2800とありますが、

A-80図ではW10520xD4707.7です。

W10520xD4707.7を正と考えてよろしいですか。

(A-71･80)

ありますが、

反射防止ﾌｨﾙﾑのﾒｰｶｰ品番もご指示下さい。

(A-71･80～82)

三協立山アルミ　スインドウ同等とする。

よろしい。

268
AW-16 ﾊﾞﾗﾝｽ式逆流防止窓について、

排煙機能は不要と考えてよろしいですか。

(A-71･82)

269

AW-16 ﾊﾞﾗﾝｽ式逆流防止窓について、

ﾒｰｶｰ品番をご指示下さい。

又、A-82図でｶﾞﾗｽ表面に反射防止ﾌｨﾙﾑ張付と

(南･北面) 2か所

・W4110xH1000･3400(異形)　ｱﾙﾐ取合ﾊﾟﾈﾙ共

(A-71･80)

(A-71･81)

267

AW-16のｶﾞﾗｽについて、

A-71図ではLow-E5+A16+F5とありますが、

A-81図でﾊﾞﾗﾝｽ式逆流防止窓のｶﾞﾗｽ溝幅

は28mmのため、ｶﾞﾗｽが納まりません。

ﾊﾞﾗﾝｽ式逆流防止窓部のみLow-E5+A6+P5

で見込むと考えてよろしいですか。

266

AW-16の寸法について、

A-71図でW8000xH900とありますが、

A-80図の図示と寸法が異なります。

A-80図を正とし、以下の様に考えてよろしい

ですか。

(東面) 1か所

・W10520xH900　ｱﾙﾐ取合ﾊﾟﾈﾙ共

(西面) 1か所

・W10520xH3486.5　ｱﾙﾐ取合ﾊﾟﾈﾙ共

265

AW-12のH寸法について、

A-71図でH1000とありますが、

A-76図ではH2100です。

H1000を正と考えてよろしいですか。

（A-71･76)

264

AW-11の形式について、

A-43の北立面図では7連FIX窓ですが、

A-76図では両袖4連FIX付引分窓です。

両袖4連FIX付引分窓を正と考えてよろしい

ですか。

(A-43･76)

263

AW-10のH寸法について、

A-47図でH950、A-71図でH1200、

A-76図ではH1000です。

H1000を正と考えてよろしいですか。

（A-47･71･76)

よろしい。

よろしい。

よろしい

よろしい。

よろしい。ただし制御盤は電気工事で見込む

よろしい。

よろしい。

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

284

書庫B-2-中央監視室間の建具について、

A-69図でLD-12とありますが、

防火区画の建具のため、SD-18に読替えて

よろしいですか。

(A-69･72)

(A-68)

283

5階 空調機械室の建具について、

A-68図で空調機械室に入る内部側の

扉がありません。外部側の扉であるSD-13を

見込むものとし、内部側の扉は不要と

282

3階 EPS3-2について、

A-067図にW900程度の開口がありますが、

壁が取付くと考えてよろしいですか。

考えてよろしいですか。

建具が取付く場合、H寸法及び仕様等詳細を

ご指示下さい。

(A-67)

(A-72･74)

281

SD-24･LD-7･8･10･11について、

A-72･73図で化粧塩ﾋﾞｼｰﾄとありますが、

片面(市長･副市長室･議場等)を化粧塩ﾋﾞｼｰﾄ張、

枠及び片面(廊下等)をSOPと考えて

よろしいですか。

併せて、化粧塩ﾋﾞｼｰﾄのﾒｰｶｰ品番を

ご指示下さい。

(A-67･68･72･73)

(A-28･68･72)

279

5階 EPSのSD-16 防火性能について、

A-72図で特定防火設備とありますが、

280

SD-24について、

A-72図で姿図記号S02(額入片開ﾄﾞｱ)とあります

が、ｶﾞﾗｽ品種記入がありません。姿図記号S01に

読替えてよろしいですか。

否の場合、ｶﾞﾗｽ品種及び厚みをご指示下さい。

5階 EPSのSD-16は非防火設備と考えて

278

SD-12の建具数量について、

A-72図で3か所とありますが、

A-65～69図では2か所です。

よろしいですか。

2か所を正と考えてよろしいですか。

(A-65～69･72)

277

SD-10潜戸について、

W800xH1800で見込むと

A-28図では防火区画に掛りません。

考えてよろしいですか。

(A-72)

276

B1階 SD-9のH寸法について、

A-72図でH2600とありますが、A-31図で

廊下B-2及びB-3のCHが3000ですので、

H3000と考えてよろしいですか。

(A-31･72)

275

SD-6･13･20の仕上について、

扉･枠共ﾌｯ素樹脂焼付塗装と考えて

よろしいですか。

273

SD-1･7について、

A-72図の形式で表面ｸﾞﾗｽｳｰﾙ張とありますが、

扉内のみｸﾞﾗｽｳｰﾙ張と考えてよろしいですか。

(A-72)

274

SD-4及びLD-9のH寸法について、

A-72･73図でH1200とありますが、

H2100で見込むと考えてよろしいですか。

その場合、ｸﾞﾗｽｳｰﾙの比重は24kg/m3と考えて

よろしいですか。

(A-72･73)

(A-72)

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

Ｎｏ．１４１参照

よろしい。

Ｎｏ．１２３参照

よろしい。
サンゲツ：リアテック同等品

よろしい。

ＳＤ１７（エアタイト）を講堂兼全員協議室側に追加とす
る。

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

296

SS-4のH寸法について、

A-72図でH3200とありますが、

A-32図でSS-4設置箇所:つむぎﾗｳﾝｼﾞはCH3400

のため、H3400と考えてよろしいですか。

(A-32･72)

(A-37･67･73)

295

SS-3･7の形式について、

A-72･74図で袖扉連動式ｼｬｯﾀｰとありますが、

A-65･66図では袖扉の図示がありません。

袖扉連動式ｼｬｯﾀｰを正と考えてよろしいですか。

(A-65･66･72･74)

(A-65～69･73)

293

SSD-2について、

A-73図で2か所とありますが、

294

SSD-4の形式･寸法について、

A-73図で片引扉･FIX W2425とありますが、

A-37図では片引込扉 W1200程度の図示です。

はめ殺し付片引框ﾄﾞｱ W2425を正と考えて

よろしいですか。

不要と考えてよろしいですか。

292

LD-10について、

A-73図で姿図記号S10(片開ﾄﾞｱ)とありますが、

LD-10は両開ﾄﾞｱです。姿図記号S18(両開ﾄﾞｱ)に

質疑否の場合、設置箇所をご指示下さい。

読替えてよろしいですか。

(A-73･74)

291

4階 廊下4-1･4-2間の建具について、

A-67図でSD-3とありますが、

A-65～69図では該当建具がありません。

LD-3に読替えてよろしいですか。

(A-67)

290

上吊式扉の仕様について、

A-70図標準金物取付追記で半自動式

(手動開放､自動開放､開放停止)とありますが、

よろしい。

仕様詳細をご指示下さい。

(A-70)

A-73図でLD-1は自動扉でないため、A-70図の

仕様は適用なしと考えてよろしいですか。

(A-70･73)

288

SF-2の表面仕上について、

A-72図に仕様記入がありませんが、

SF-1同様にSOPと考えてよろしいですか。

(A-72)

289

車椅子便所の引戸について、

A-70図では内外に開閉ｽｲｯﾁ及びｱﾝﾁﾊﾟﾆｯｸ装置付

ﾛｯｸ及び使用中表示装置を付けるとありますが、

287

以下のSF-2のH寸法について、

A-72図でH2700とありますが、

A-31～34図で設置箇所の天井CHと異なります。

A-31～34図を正とし、以下の様に考えて

よろしいですか。

・B1～3･5F MWC･FWC:H2400

・4F 秘書課･5F 議会事務局室･廊下5-1:H2600

・5F 議場:H3700(斜め天井H4000-300)

(A-31～34･72)

286

SF-1(5F)のW寸法について、

A-72図でW900とありますが、

A-68図ではW1600程度です。

W1600を正と考えてよろしいですか。

(A-68･72)

285

2F SK(FWC2-1)の建具について、

A-66図で建具がありませんが、

SD 片開ﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ W700xH2100 SOP塗装を

1か所見込むと考えてよろしいですか。

(A-66)

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

小松ウォール：カームドア同程度とする。

よろしい。

よろしい。

Ｎｏ．１４１参照

よろしい。

袖扉なしとする。

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

(A-25･77)

307

ACW-1 1階 Y11-Y12通り間の防火性能について、

A-25図で防火区画と取合う図示があるため、

防火設備と考えてよろしいですか。

網入磨6.8と考えてよろしいですか。

306

上記質疑正の場合、ACW-1のW寸法について、

A-71図でW137347とありますが、A-77図では

W129407(33600+5175+52950+2841x2+32000)と

その場合、ｶﾞﾗｽは複層ｶﾞﾗｽ Low-E6+A16+

あります。W129407を正と考えて

よろしいですか。

(A-71･77)

A-77図で防火性能の記入がありませんが

305

ACW-1(北面 X12-X20通り間)のW寸法について、

A-77図でW32940とありますが、

A-83図ではX20通り W940のはめ殺し窓が

ありません。ACW-1(北面 X12-X20通り間)は

(A-77･83)

304

ACW-1の化粧木ﾙｰﾊﾞｰ･ｶｳﾝﾀｰ及びACW-2のﾍﾞﾝﾁ

について、

A-83図及びA-84図の

よろしい。

W32000と考えてよろしいですか。

ⒶⒼSECに記入がありますが、

仕上は木材保護塗料と考えてよろしいですか。

(A-11･77･83･84)

Ａ－７７を正とする。

(A-11･65･78)

303
ACW-1 ｶｳﾝﾀｰ(H1000･H700)の樹種について、

長野県産ｱｶﾏﾂ集成材と考えてよろしいですか。

(A-65･66･83)

よろしい。

302

1階風除室2-大手郵便局の建具について、

A-65図で片引ﾄﾞｱがありますが、

建具符号がありません。

W1160xH3280(ﾄﾞｱ部H2700、欄間部H580)の

木複合断熱ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの上、仕様及びﾒｰｶｰ品番はACW-1～3
同様とし ｶﾞﾗ ははACW-1～3同様とし、ｶﾞﾗｽは複層ｶﾞﾗｽ

Low-E6+A16+FL6と考えてよろしいですか。

301

AWD-1の防火性能について、

A-78の姿図では防火性能の記入がありませんが

A-25図で防火区画と取合う図示があるため、

防火設備と考えてよろしいですか。

その場合、ｶﾞﾗｽは複層ｶﾞﾗｽ Low-E5+A16+

網入磨6.8と考えてよろしいですか。

(A-25･78)

300

AWD-1～3について、

A-71～73図で建具表に該当建具がありません。

木複合断熱ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの上、仕様及びﾒｰｶｰ品番はACW-1～3
同様とし ｶﾞﾗ ははACW-1～3同様とし、ｶﾞﾗｽは複層ｶﾞﾗｽ

Low-E6+A16+FL6と考えてよろしいですか。

(A-11･71～73･78)

299

自動開閉装置の凍結防止装置について、

A-10図で設置する･しない共に適用印がありま

すが、設置しないと考えてよろしいですか。

(A-10)

298

SS-11(1F)の寸法について、

質疑否の場合、該当建具符号をご指示下さい。

W5200を正と考えてよろしいですか。

297

SS-10の寸法について、

A-72図でW6600とありますが、

(A-35･65･72)

A-35図ではW6300程度の図示です。

W6300を正と考えてよろしいですか。

(A-39･69･72)

A-72図でW3600とありますが、

A-35図ではW5200程度の図示です。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

ＡＣＷ０１，０２に付随する自動ドアについて適用する。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

319

GP-1のH寸法･形式について、

A-72図でH2600、A-74図でFIX部欄間無ですが、

A-46図ではH3300程度(欄間付)の図示です。

A-32図でGP-1設置箇所:売店･ｺﾝﾋﾞﾆは

CH3400のため、H3400(欄間H1000)で見込むと

考えてよろしいですか。

(A-32･46･72･74)

(A-68･75)

318

GP-1～6の枠表面仕上について、

A-72図で仕様記入がありませんが、

ｽﾁｰﾙ焼付塗装と考えてよろしいですか。

(A-72)

316

WD-1～4の建具金物について、

丁番、彫込引手及びﾏｸﾞﾈｯﾄｷｬｯﾁを見込むと

考えてよろしいですか。

(A-73)

317

WD-4の形式について、

A-75図で3連両開+片開とありますが、

A-68図では4連両開+片開です。

3連両開+片開を正と考えてよろしいですか。

315

WD-1～4の仕様について、

A-73図で天然木練付化粧合板とありますが、

枠も木製 天然木練付と考えてよろしいですか。

併せて、樹種(塗装有の場合は塗装仕様も)を

ご指示下さい。

(A-73)

313
ACW-1～3の耐火ﾎﾞｰﾄﾞ t20 仕上について、

EPと考えてよろしいですか。

(A-71･78)

314

ACW-1～3の断熱性について、

A-71図でH-4とありますが、A-11図の

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 性能では0.3m2･k/wです。

A-11図を正と考えてよろしいですか。

(A-11･71)

312

ACW-2･3について、

A-71図で排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ取付とありますが、

ACW-2･3に排煙窓がありません。排煙窓は

不要と考えてよろしいですか。

(A-71･78)

311

ACW-3 2階 Y1-Y2通り間の防火性能について、

A-78図で防火性能の記入がありませんが

A-26図で防火区画と取合う図示があるため、

防火設備と考えてよろしいですか。

その場合、ｶﾞﾗｽは複層ｶﾞﾗｽ Low-E6+A16+

網入磨6.8と考えてよろしいですか。

(A-26･78)

310

ACW-3のW寸法について、

A-71図でW14730とありますが、A-78図では

W13585(3420+10165)とあります。

W13585を正と考えてよろしいですか。

(A-71･78)

309

ACW-2のW･H寸法について、

A-71図でW42240xH7165とありますが、

A-78図ではW38622(32940+2841x2) H6645(2680+3965)とあり
ますH6645(2680+3965)とあります。

W38622xH6645を正と考えてよろしいですか。

(A-71･78)

308

ACW-1(北面 X15-X16通り間)の防火性能について

A-77の姿図で防火設備とありますが、

A-25･26図では防火区画の図示がありません。

A-25･26図を正と考えてよろしいですか。

(A-25･26･77)

W38622xH7100とする

よろしい。

よろしい。

Ｈ－５としてください。（０．４３０㎡・ｋ/w 以上）

カラマツ　ＯＳＣＬ　とする。

よろしい。

A-68図を正とする。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

３Ｍ：ＳＨ２ＭＡＭＬ　または同等品

よろしい。

よろしい。

A-73図の備考に記入がありませんが、

LD-8･10同様に見込むと考えてよろしいですか。

(A-73)

330

外部建具の枠周囲ｼｰﾘﾝｸﾞについて、

A-79図からすべて二重ｼｰﾘﾝｸﾞ(25x15+25x15)

で見込むと考えてよろしいですか。

(A-07･79)

327

視線調整ﾌｨﾙﾑについて、

ﾒｰｶｰ品番をご指示下さい。

(A-73)

328

LD-1のｶﾞﾗｽについて、

A-73図でFL4とありますが、ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽにt4は

ありません。FL5に読替えてよろしいですか。

(A-73)

329

LD-11の視線調整ﾌｨﾙﾑについて、

よろしいですか。

(A-71･80)

326

強化ｶﾞﾗｽ(耐熱強化ｶﾞﾗｽ含む)について、

GP部も含め､すべて飛散防止ﾌｨﾙﾑ張を見込むと

考えてよろしいですか。

併せて、3M同等の品番をご指示下さい。

(A-11)

よろしいですか。

(A-71)

323

GP-3について、

325

上記質疑正の場合、AW-16(南･北面)及びAW-19の

ｶﾞﾗｽについて、

A-71図でLow-E5+A16+ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽt5とありますが、

最大寸法を超えます。

Low-E6+A16+ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽt6に読替えて

A-74図と異なります。

以下の様に考えてよろしいですか。

・会議室2-1:FIX付片引ﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ+FIX連窓

W10100(3700+6400) 1か所

(A-66･72･74)

324

AW･ACWのｶﾞﾗｽについて、

A-71図でLow-E5+A16+F5

(ACW-1～3はLow-E6+A16+F6)とありますが、

F5(6):型板ｶﾞﾗｽはP5(6):ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽに読替えて

・会議室2-2･2-3:FIX付片引ﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ

W3800 2か所

(A-68･75)

322

GP-5の形状について、

A-68図とA-75図で建具形状が異なりますが、

A-75図を正と考えてよろしいですか。

その場合、扉は片引ﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱと考えて

A-74図では片引ﾄﾞｱが4か所ありますが、

A-66図では片引ﾄﾞｱは3か所でﾊﾟﾈﾙの割付も

321

GP-2の寸法について、

A-72図でW4050xH2600とありますが、

A-35図でW3500(2600+900)程度の図示、A-32図で

GP-2設置箇所:大手郵便局はCH3400です。

よろしいですか。

W3500xH3400(欄間H1000)で見込むと考えて

よろしいですか。

(A-32･35･72)

320

GP-1の扉部形式について、

A-74図で欄間嵌殺付片開框ﾄﾞｱ図示ですが、

A-35図では片引ﾄﾞｱ図示です。

A-35図を正とし、片引ﾊﾝｶﾞｰ框ﾄﾞｱと考えて

よろしいですか。

(A-35･74)

Ａ－７５を正とする。
ただし、扉は方引き框ドアとする。

【別紙Ａ－28】参照下さい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。

よろしい。
３Ｍ：ＵＬＴＲＡＳ８００または同等品

よろしい。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

共同カイテック：ネットワークフロア標準図程度とする。

【別紙Ａ－２４】の考え方とし、ＧＰ－０６の姿図を訂正し
ます。

要と考えます。

【別紙Ａ－２５】参照

340

図面番号　Ａ-71　建具表
ＡＣＷ等のガラスは「ガラスを用いた開口部の安全指針」へ
の対応の要否をご指示いただけますでしょうか。

338

図面番号　Ａ-48　矩計図—3
Y1～Y2＝550と表記されていますが、平面図では3,400と書か
れております。3,400を正としてよろしいでしょうか。

よろしい。

337

335

図面番号　Ａ‐42～49、90　立面・断面図
斜屋根面及び屋根付ドレイン、PC水平庇・東西外壁のECP
ルーバー等のメンテナンス用通路が必要と考えます。計画案
を図面提示願います。又、降雪後の着氷、雪庇、落雪、つら
ら等の安全対策の要否をご指示いただけますでしょうか。

333

図面番号　Ａ-32　　仕上げ表
置き敷き型ＯＡフロア（ｔ40）の仕様、躯体段差部の処理方
法、扉下枠の納まりをご指示いただけますでしょうか。

貫通部はつば付きダクト（１０００×５００）防水処理と
し、高層棟側地中部はふた付き埋め戻しとする。ダクト接続
部は免震継ぎ手とする。

342

図A-09､30

特記仕様書(意匠)-3､仕上特記でB)耐震天井の適用

が有り､適用箇所は5F議場､講堂兼全員協議室が適用

ですが､耐震天井の仕様が不明です｡耐震天井仕様を

水平震度0.3Gとします。

図面番号　Ａ-047等　　矩計図
耐震天井の要否をご指示いただけますでしょうか。

傾斜屋根およびＰＣ外壁にはメンテナンスパイプ（別紙参
照）とします。雪庇、つらら対策としてＰＣ庇先端に【別紙
Ａ－２３】の軒先金物を見込むものとする。その他必要と思
われる設えは適宜ご提案下さい。

耐火被覆については、メーカー実績による見解を反映してい
ます。

Ｎｏ．３４２参照

御指示下さい｡

横連窓ｻｯｼ取付部の全長のたわみは

何mm程度としていますか。

(―)

334

図面番号　A-40　免震ピット階平面図（下部）
M-26　免震ピット階　空調メインダクトルート平面図
　既存高層棟地下2階と新本庁舎棟との機械設備ルートはＭ
－26に示されている「免震ダクト・埋設」で表示されている
2ヶ所のみと考えてよろしいでしょうか。また、免震ダクト
と免震擁壁、埋設ダクトの取り合い（接続・止水等の納まり
詳細）について図示いただけますでしょうか。

336

図面番号　Ａ-047等　　矩計図
外周部柱の天井内耐火被覆が、耐火シート貼でなくロック
ウール吹付となっておりますが、特定行政庁と打合せ済で
しょうか。又、執務室、待合廊下の排煙の考え方、バリアフ
リー新法への対応等、諸官庁、消防等の協議議事録を開示い
ただけませんでしょうか。

332

339

図面番号　Ａ-049等　　矩計図
エコボイドに面したガラスパーティションの清掃に必要な、
設備、設えをご指示いただけますでしょうか。

341

図面番号　Ａ‐82　ＡＷ詳細図
ＡＷトップライトの内部のメンテナンス用出入り口とメンテ
ナンス用通路、あるいはキャットウォークを設置するよう示
されています。計画案の図面を提示いただけますでしょう
か。

横連窓ｻｯｼについて､

331

外部建具の納まりについて、

湿式納まり(防水ﾓﾙﾀﾙ充填)とならない部分

については、ﾛｯｸｳｰﾙ充填(150kg/m3)を見込む

と考えてよろしいですか。

(―)

よろしい。

自重方向のたわみはほぼないと考えています。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

幅300、高さ1200程度の姿見とし、各WC、更衣室に１か所ず
つの想定とする。

不要。

Ｎｏ．１０９参照
ナカ工業：目地タイプ　または同等品

ホワイトボード不要とする。掲示板については【別紙Ａ－２
６】程度を、Ｗ３０００Ｈ１５００を３箇所とする。

よろしい。

よろしい。

を御指示下さい｡

352

図A-13

特記仕様書(意匠)-7で配線ﾋﾟｯﾄが適用ですが､平面

図等に記載がありません｡配線ﾋﾟｯﾄの施工箇所､範囲

数量が不明です｡天井点検口の450角､600角それぞ

れの数量を御指示下さい｡
351

図A-02､13

共通特記仕様書-2､工事区分表で天井点検口は建築

工事ですが､天井伏図では天井点検口の記載が無く､

を御指示下さい｡

せん｡各箇所の鏡の寸法､数量を御指示下さい｡

350

図A-31～34

特記仕様書(意匠)-7､08.黒板及びﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞは仕様ﾕ

ﾆｯﾄ､寸法等は図示によると記載ありますが､仕上表､

349

図A-13､31～34

指示下さい｡

平面図､ﾕﾆｯﾄｷｰﾌﾟﾗﾝ等に記載がありません｡黒板､ﾎﾜｲ

ﾄﾎﾞｰﾄﾞ､屋内掲示板有りの場合､設置箇所､数量､寸法

事と記載があります｡鏡は全て建築工事と考えて宜

しいでしょうか｡設備工事となる規格鏡があれば御

WC､更衣室等の仕上表備考欄に鏡と記載ありますが､

展開図が無く､平面図にも寸法､数量の記載がありま

347

図A-12､30

乾式耐火壁の水平目地と開口部竪目地については

無しと考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

既製品は給排水衛生設備工事､既製品以外は建築工
348

図A-02､13

工事区分表､19)便所･洗面で化粧鏡は既製品､特注

ｻｲｽﾞ共に建築工事ですが､特記仕様書-7､09.鏡では

りますが､塩ﾋﾞ､ﾊｯﾄ型目地をH2700の位置に設けると

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

か｡御指示下さい｡

346

図A-30

仕上特記､16.特記事項､内装工事に､CH2700を超える

石膏ﾎﾞｰﾄﾞの水平ｼﾞｮｲﾝﾄは位置､仕様を協議と記載あ

の場合､開口部角に乾式目地を設けると記載ありま

すが､目地材の材種､形状等の記載がありません｡乾

式目地は塩ﾋﾞ､ﾊｯﾄ型目地と考えて宜しいでしょう

343

図A-10､31～34､50～54

共通特記仕様書-4､左官工事でｾﾚﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗りの

施工箇所は図示によると記載ありますが､仕上表､平

ｾﾚﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗りの施工箇所を御指示下さい｡

面図､床伏図等に記載無く､施工箇所が不明です｡

不要とします。

よろしい。

免震層段差部に適宜ローリングステージ等設置。

有とする。区画壁の場合は縦目地を含んで区画ができる壁仕
様とする。

345

図A-12

特記仕様書(意匠)-6､内装工事､一般事項でk.扉枠の

図A-04

共通特記仕様書-4､予備品の引き渡しで､gその他監

理者が指定するもの(ﾒﾝﾃ用金物一式)と記載ありま

すが､具体的な項目と数量を御指示下さい｡

344

両角などﾎﾞｰﾄﾞ開口部のひび割れ防止としてLGS下地



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

OSCL程度

支持できる高さまで、躯体たち下げとする。

よろしい。

ユニオン：ＵＦＢ－１Ｆ－２０６０または同等品とする。指
定色もしくは木壁部は化粧塩ビシート貼とする。

【別紙Ａ－１０、１１、１３】参照

ガラスパーティションを正とする。

議場に適用。

不要

不要

設けると記載があります｡主要構造部と同等の

下り壁について部材詳細を御指示下さい｡

362

図A-30､46､48､49

矩計図-1､3,4で､B1Fに5.0mを超える軽鉄壁下地が

図示ありますが､仕上特記では､5.0m以上の部分

には､主要構造部と同等の下り壁等(図示)を

しょうか｡御指示下さい｡
361

図A-30､46～49

軽鉄壁下地の施工高さににおいて､矩計図では

ｽﾗﾌﾞ下までの図示あります。矩計図に記載の無い

場合も全てｽﾗﾌﾞ～ｽﾗﾌﾞと考えて宜しいで

げとなる箇所と仕上げを御指示下さい｡
360

図A-02

共通特記仕様書-2､23)消火､02消火栓箱の特殊仕上

げ(ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ､石張り等)は建築工事と記載あります

が施工箇所､仕上げが不明です｡消火栓箱の特殊仕上

載がありますが､矩計図-4ではｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝと記載

があり相違します｡ｶﾞﾗｽ手摺とｶﾞﾗｽﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝのいず

359

図A-31～34

仕上表で壁､天井仕上げの杉小幅板は塗装の記載が

ありません｡塗料の種類を御指示下さい｡

356

図A-14､31～34､85～89

特記仕様書(意匠)-8でｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞの記載がありま

れを正と考えますか｡正とする方のｶﾞﾗｽの種類､厚

さ､形状､寸法､断面を御指示下さい｡

です｡家具図で詳細をそれぞれ御指示下さい｡

358

図A-31～34

ﾕﾆｯﾄｷｰﾌﾟﾗﾝ-3､4の3～5F吹抜け廻りにｶﾞﾗｽ手摺の記

図A-13､31～34､50～54

特記仕様書(意匠)-7で乾式遮音二重床と鋼製床組が

適用ですが､仕上表､床伏図では床下地はOAﾌﾛｱの記

ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞの施工箇所､範囲を御指示下さい｡

357

図A-85～89

ﾕﾆｯﾄｷｰﾌﾟﾗﾝ-1～5に記載ある本工事の家具は､家具図

が無く､ｶｳﾝﾀｰ､壁面収納等の寸法､形状､材種が不明

354

図A-13

特記仕様書(意匠)-7でｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ､合成ｺﾞﾑ製が適用

ですが平面図等に記載が無く施工箇所が不明です｡

すが､仕上表､ﾕﾆｯﾄｷｰﾌﾟﾗﾝでは記載がありません｡

載のみです｡床下地が乾式遮音二重床と鋼製床組と

なる部屋がありましたら範囲を含めて御指示下さ

い｡

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞの設置箇所を御指示下さい｡

355

数量を御指示下さい｡

３階以上、南北に２カ所ずつとし、ステンレス収納箱を見込
むこと。

353

図A-13

特記仕様書(意匠)-7､32.避難設備で形式･施工箇所･

設置数は図示と記載あり､形式は救助袋ですが､施工

箇所､設置数が記載ありません｡救助袋の施工箇所､



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

水槽上部に2カ所程度設置。

各水槽に【別紙Ａ－２７】程度を見込むこと

Ｎｏ．３７０参照

メーカーは指定なし。

建具表を正とする。

不要とする。

メーカーは指定なし。

天井はスタイロフォーム打ち込みとする。

ｔ５０とする。

370

図A-40､S-26

各水槽､湧水ﾋﾟｯﾄ内にﾀﾗｯﾌﾟの図示ありません。

無しで宜しいでしょうか。必要な場合は､仕様及び

372

図A-71､76

建具表でAW-12はH1000ですが､姿図ではH2100です｡

姿図を正とし､H2100と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

図A-07､34

内部仕上表-3で､EVﾋﾟｯﾄの床仕上はｾﾒﾝﾄ系塗膜防水

ですが､特記仕様書(意匠)-1で材料･種別が適用と

なっておりません｡ｾﾒﾝﾄ系塗膜防水のﾒｰｶｰ品番を

371

図A-49､S-26

湧水ﾋﾟｯﾄ間に､人通口､連通管､通気管の図示が

ありませんが､必要な場合は,それぞれの仕様及び

設置数を御指示下さい｡

368

図A-31､89

外部･内部仕上表で､仕上材料名表示凡例に

床下点検口と記載ありますが､適用場所､箇所数

が不明です｡御指示下さい｡

設置数を御指示下さい｡

御指示下さい｡
369

367

図A-08

特記仕様書(意匠)-2､14.各種水槽の仕上は

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系塗膜防水と記載ありますが､

ﾒｰｶｰ品番を御指示下さい。

御指示下さい｡
366

図A-08

特記仕様書(意匠)-2､14.各種水槽の仕上に於いて

汚水槽･雑排水槽に天井に施工の記載ありませんが､

天井面にも施工すると考えて宜しいでしょうか。

見上げ面の断熱材の厚さはt75と考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい。

365

図A-12､46～49

矩計図-1～4で､免震ﾋﾟｯﾄのｽﾗﾌﾞ見上げ面に

吹付断熱材t50と記載ありますが､特記仕様書

(意匠)-6で適用の厚さはt75です｡免震ﾋﾟｯﾄのｽﾗﾌﾞ

364

図A-42､43

外壁の断熱材吹付の於いて,金属断熱ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ面へ

は､胴縁面に施工と考えて宜しいでしょうか。

御指示下さい｡

御指示下さい。

適用なし。

363

図A-30､31～34

仕上特記 16.特記事項で､下地不燃告示1436号

第4項二(4)がかかる居室は､不燃断熱材吹付t30

とすると記載ありますが､適用となる場所を



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

よろしい。

建具詳細図を正とする。

建具詳細図を正とする。

383

図A-11

特記仕様書 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事でﾓｯｸｱｯﾌﾟは製作するが

適用ですが､適用する範囲が不明です｡適用となる

建具符号､範囲を御指示下さい｡

製作しない。工場製品検査とし、大きさを適宜指示する。

382

図A-65.78

ｷｰﾌﾟﾗﾝ1F風除室のAWD-1～3が建具表に見当たり

ません｡寸法は姿図通りとし､ｶﾞﾗｽは強化ｶﾞﾗｽt=12

と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

Ｎｏ．１３９参照

381

図A-73

建具表でSSD-2がｷｰﾌﾟﾗﾝに見当たりません｡SSD-2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。

380

図A-67

ｷｰﾌﾟﾗﾝ4F空調機械室4-1横廊下にSD-3:親子開き戸

がありますが､SD-3は建具表で片開き戸です｡

ｷｰﾌﾟﾗﾝのSD-3を建具表のLD-3と読み替えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡

379

図A-71､80

建具表でAW-16TPはW8000×H2800ですが､AW詳細図

ではW10440×H4707.7です｡AW詳細図を正とし､

W10440×H4707.7と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

W10440×H900:1か所､W10440×H3486.5:1か所

W3600×H3486.5～900:2か所

378

図A-71､80

建具表でAW-16はW8000×H900が2か所ですが､AW

詳細図と寸法が相違しております｡AW詳細図を

正とし､AW-16は下記の通りと考えて宜しい

でしょうか｡

377

図A-73

建具表でWDの枠の樹種､塗装を御指示下さい｡

杉、ＯＳＣＬとする。

376

図A-72

建具表でGPの仕上の記載が無く不明です｡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。

375

図A-72

建具表でSF-2の仕上の記載が無く不明です｡SOP塗

と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

よろしい。

374

図A-72､74

建具表でSD-24の姿図記号はS02:額入片開き戸

ですが､ｶﾞﾗｽ種別が不明です｡ｶﾞﾗｽ種別はﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ

t=6と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

耐熱強化ガラスｔ５．０とする。

373

図A-71､78

建具表でACW-2はH7165ですが､姿図ではH6645です｡

姿図を正とし､H6645と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

Ｈ７１００とする。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

(A-13.A-93)

基礎の詳細を御指示下さい。

宜しいでしょうか。
14

特記仕様書(意匠)-7において、18.敷地境界石標

がありますが一期工事区分(本工事)と考えて

13

特記仕様書(意匠)-7において、45.車止め支柱、

46.ﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙがありますが配置計画図に

該当範囲が不明です。一期工事区分(本工事)は

該当無しと考えて宜しいでしょうか。必要な

(A-13.A-93)

11

1階平面図において、敷地南西に下部ｵｲﾙﾀﾝｸ

がありますが保護躯体の詳細が不明です。

詳細図を御指示下さい。

(A-02.A-35)

場合該当範囲及びﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙのﾒｰｶｰ･品番、

12
外周ﾌｪﾝｽについて、H寸法･基礎の形状･

ﾒｰｶｰ･品番程度を御指示下さい。

(A-93)

9
自由勾配側溝250について､蓋の材質･耐荷重が

不明です。御指示下さい。

(A-14.A-94)

10

誘導用及び注意喚起用床材において、

ますが､配置計画図には記載がありません｡

必要と考えて宜しいでしょうか。

(A-13.A-35)

8

工事費内訳明細書雨水排水工事において、

集水桝、最終桝 取り付けがありますが

配置計画図に該当範囲が不明です。

該当範囲及び集水桝ｻｲｽﾞ･蓋の仕様を

御指示下さい。

(工事費内訳明細書3雨水排水工事.A-94)

7

工事費内訳明細書雨水排水工事において、

側溝300程度250mがありますが、300程度とは

雨水排水計画図の自由勾配側溝200･250と

解釈して宜しいでしょうか。

(工事費内訳明細書3雨水排水工事.A-94)

6

工事費内訳明細書縁石工事において、

石組みH-500･250、歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸがありますが

配置計画図に該当範囲が不明です。

該当範囲及び各仕様を併せて御指示下さい。

(工事費内訳明細書2縁石工事.A-93)

3

ﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞｯｷについて、下地土間ｺﾝｸﾘｰﾄは

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装に倣いｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝･土間ｺﾝｸﾘｰﾄt=70･

溶接金網 φ6 150角･ｸﾗｯｼｬﾗﾝt=100と考えて

5

ﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞｯｷについて、ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装との

取合い詳細が不明です。端部幕板等詳細を

御指示下さい。

(A-93)

1

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装について､ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸの

ﾒｰｶｰ･品番程度を御指示下さい。

宜しいでしょうか。

(A-14.A-93)

ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝、ｸﾗｯｼｬﾗﾝt=100と考えて

宜しいでしょうか。2

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装について､仕上･路盤が不明です。

4

【外構・解体･共通仮設・他】

(A-14.A-93)

ﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞｯｷについて、ﾒｰｶｰ･品番程度を

御指示下さい。(A-93)

(A-15.A-93)

よろしい。

保水・透水型の擬石Typeインターロッキングで、今回の範囲
はすべて歩道タイプ㋐60ｍｍです。300X300、300X150の組み
合わせ
トクヤマ通商㈱、小松マテーレ㈱同等品以上

溶接化網6X100X100を見込んでください。

よろしい。

㈱Saiブランド　リバースウッドGT　145X20同等品以上

【外構別紙-1】参照ください。

【外構別紙-2】参照ください。

よろしい。

【外構別紙-2】参照ください。
500X500X1000のPC桝　細目グレーチング（SUS）歩道用

コンクリート蓋+10ｍに1ヶ所グレーチングW500細目（歩道用
スチール）

アルミ格子フェンス　H-1500　布基礎
四国化成、LIXIL同等品以上

よろしい。

よろしい。

【外構別紙－４】参照。容量は電気設備図参照。



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

撤去します。

【外構別紙ー５】、解体・移設物一覧表を参照してくださ
い。

各出入口は歩道とすり付けてください。5％未満

よろしい。

Ａ－２４図右上図の１階を２階と読み替える

よろしい。

越井木材：マクセラムデッキまたは同等品
【外構別紙-1】参照ください。

15

駐輪場(111台)について、ｻｲｸﾙﾗｯｸは

配置計画図等表記が無いため該当無しと考えて

宜しいでしょうか。

(A-13.A-93)

27
近隣説明会等の日程(ｽｹｼﾞｭｰﾙ）をご指示下さい。

25
高層棟東側の庭園･植栽、ｶﾞｽﾀﾝｸ解体は１期工事の

解体範囲でしょうか。

26
家屋調査は請負業者の負担でしょうか。

範囲、件数をご指示ください。

23
西面に中学校、南面に高等学校がありますが、

周辺道路の規制等があれば御指示ください。

24
西庁舎に既存山留存置の有無をご指示ください。

ある場合は別途協議とさせてください。

特に規制はありません。

山留は無いこととして見積もること。
山止めが存在した場合は別途清算とする。

【外構別紙－１】、解体・移設物一覧表を参照してくださ
い。

33

参考工事内訳書､石組みについて

基礎部を含めた仕様､形状等ご指示ください。

(参考工事内訳書)

31

雨水排水計画図について

図中にある自由勾配側溝200及び

250のﾒｰｶｰについてご指示ください。

(A-94)

32

下記項目について､ﾒｰｶｰ品番をご指示下さい。

･目隠しﾌｪﾝｽ

･ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ(透水･非透水も含めて)

(A-93･94)

30

ﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞｯｷについて､

連結棟南側に記載がありますが､

仕様･詳細及び､納まり断面をご指示下さい。

併せて､ﾒｰｶｰ品番をご指示下さい。

(A-93)

29

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装について

駐輪場も含めて歩道部として

考えてよろしいでしょうか。

又､表面は金鏝仕上げでしょうか。

(A-93)

28

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装について、

車道と歩道の区分が分かりません。

出入口を含め歩道と考えてよろしいでしょうか。

否の場合､各々範囲をご指示下さい。

(A-93)

17

16
既存高層棟と低層棟を切り離す解体工事時の1階

及び2階の高層棟側の使用状況、引っ越しｽｹｼﾞｭｰﾙ

工事施工範囲をご指示ください。

19

解体設計とは低層棟、西庁舎、本庁舎南面駐車場

18
西面中学校との境にあるﾌﾞﾛｯｸ塀は撤去でしょうか

(鉄骨造)部分、西面駐車場と考えて宜しいでしょ

うか。

北面、南面とも前面道路と敷地に高低差があります

22
本庁舎２階改修図をご指示ください。

本庁舎北面にある石碑、銅像、植栽、消火栓

よろしい。

外構仕上げレベルをご指示ください。

21
工事中の電源、水道は敷地内分岐（ﾒｰﾀｰ取付）で

よろしいでしょうか。

電話BOX等は撤去と考えて宜しいでしょうか。

20

よろしい。

よろしい。

高層棟は常時使用しているので、施工計画で仮囲い位置をご
提案下さい。

請負業者の負担とする。必要な範囲を適宜見込むこと。

未定です。

【外構別紙-3】参照

千葉窯業㈱同等品以上

・フェンス：アルミ格子ヘンス　H-1500　布基礎
　四国化成、LIXIL同等品以上
・インターロッキング：保水・透水型の擬石Typeインター
ロッキングで、今回の範囲はすべて歩道タイプ㋐60ｍｍで
す。300X300、300X150の組み合わせ
トクヤマ通商㈱、小松マテーレ㈱同等品以上



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

よろしい。

(A-24)

A-24 南側1階､宿直室･夜間受付以外の

外壁塞ぎ取合に於ける内装改修は

既存補修程度と考えてよろしいですか。

(A-24)

47

共通仮設計画､内装改修について､

② 捨ｺﾝ(t50)･砕石(t60)･断熱材(t50)･防湿ｼｰﾄ

③ 既存取合 後施工ｱﾝｶｰ(1-D10@200 L20d)･目荒し

④ 1階のみ新設で2階は不要

(A-24)

よろしい。

46

共通仮設計画､外壁塞ぎについて､

A-24に1階改修平面図がありますが､

2階も同範囲で同じ外壁塞ぎを見込むと

考えてよろしいですか。

44

既存庁舎低層棟の構造図があれば頂けますか｡

解体工事に反映したいと思います｡

(―)

提示します。

45

共通仮設計画､床ｽﾗﾌﾞ新設について､

下記のように考えてよろしいですか。

① t150 短辺･長辺共D10@200ﾀﾞﾌﾞﾙ 端部D13

② ｺﾝｸﾘｰﾄ仕様 Fc24 SL15cm

42

ｱｽﾍﾞｽﾄ調査､撤去工事がありませんが､

全て調査をされており､

不要と考えてよろしいでしょうか。

(参考工事内訳書)

43

ﾌﾛﾝｶﾞｽ引抜き破壊処理は必要ないでしょうか､

有りましたら数量をご指示ください。

(参考工事内訳書)

40

花壇､庭園内に石塔､看板等ありますが､

撤去になりますか。

それぞれについてご指示ください。

(A-24)

41

解体工事において

PCB含有確認及び含まれていた場合の

保管については別途として宜しいでしょうか。

(参考工事内訳書)

仕様等のご指示ください。

(A-24)

39

今回の外構工事で植栽工事は別途工事に

なっています。

解体工事で復旧が必要な植栽については、

別途業者で実施すると考えてよろしいでしょうか。

(A-24)

37

参考工事内訳書､最終桝について、

設置位置､仕様･ﾒｰｶｰ品番等をご指示ください。

(参考工事内訳書)

外構別紙-2参照
JIS工場品としてください

38

解体外構範囲に高層棟東側の庭園が

入っています。

しかし今回外構工事範囲には入っていません。

今回外構工事範囲であれば、

35

参考工事内訳書､歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸについて

設置位置､仕様･ﾒｰｶｰ品番等をご指示ください。

(参考工事内訳書)

【外構別紙-2】参照
JIS製品としてください

36

参考工事内訳書､集水桝について、

設置位置､仕様･ﾒｰｶｰ品番等をご指示ください。

(参考工事内訳書)

JIS工場品（PC桝）としてください

34

参考工事内訳書､石組みについて

H-500､250それぞれの範囲をご指示ください。

(参考工事内訳書)

よろしい。

調査は解体設計費に見込むこと。
工事費は別途清算とする。

アスベスト調査は解体設計業務に見込むこと。
撤去工事は別途清算とする。

不要とする。

植栽等の移設・撤去は入っていますが、今回外構工事は入っ
ていません。

よろしい。【外構別紙ー５】、解体・移設物一覧表を参照し
てください。

【外構別紙ー５】、解体・移設物一覧表を参照してくださ
い。

【外構別紙-2】参照



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

【外構別紙ー５】、解体・移設物一覧表を参照してくださ
い。

よろしい。

不要。

衛生区分とする

駐輪場２は本工事とし、四国化成：ＬＵＮＡまたは同等品と
する。

ヨド物置エルモダストピット同等品

植栽帯ですが、外構二期工事で行います。

よろしい。

インターロッキング：保水・透水型の擬石Typeインターロッ
キングで、今回の範囲はすべて歩道タイプ㋐60ｍｍです。
300X300、300X150の組み合わせ
トクヤマ通商㈱、小松マテーレ㈱同等品以上

60

図A-15､93

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装の舗装構成は､図A-15の歩道仕様

とし､ﾌﾞﾛｯｸ厚は60(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾍﾟｲﾌﾞ同等)と考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

59

図A-14､93

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の舗装構成は､図A-14の歩道仕様と

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

58

図A-93

新庁舎と北側及び西側舗装の間に図示されている

緑色のﾊｯﾁﾝｸﾞ部分の指示が記載ありません｡

何を示しているのでしょうか｡御指示下さい｡

57

図A-019､031､035

図A-019 面積表に付属棟23.ｺﾞﾐ置場がありますが

詳細図がありません｡本工事となる場合､ｺﾞﾐ置場の

詳細図を御指示下さい｡

56

図A-019､035

図A-019 面積表に付属棟(24.駐車場､25.駐輪場､

26.駐輪場)がありますが､図A-035の上部庇1､

駐輪場1､駐輪場2とし図示のとおり全て別途工事と

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

55

図面番号　Ａ-24　解体範囲・共通仮設計画図
解体外構範囲に既存する樹木・庭園モニュメント（いぶき灯
籠）等は再利用しないで、すべて産業廃棄物処分として見込
んでよろしいでしょうか。

三方枠W1200xH1200程度で見込むと

考えてよろしいですか。

(A-24)

よろしい

平成28年度版とする。

発注者側での処分とします。

見積書式について､

A4縦書きとしてよろしいですか。

よろしい。

48

共通仮設計画､受付ｶｳﾝﾀｰについて､

夜間受付､ｶｳﾝﾀｰ新設の開口部は

54

消火器区分について､

消火器本体が、衛生工事に区分されています。

維持管理を考えると発注者手配の方が

宜しいと考えますが、いかがでしょうか。

(A-02)

不具合確認を行うとあります。

52

仮設物について､

5人､40m2程度で計画してよろしいでしょうか。

(A-09･12･15)

(A-07)

53
これは定期点検の1年､2年点検とは別に

実施しますか。

仮設物で工事監理受託者事務所の

規模が100m2度とあります。

何人程度が在籍されるでしょうか。

建築工事で見込む場合は､

数量･種類･大きさ等ご指示ください。

(A-03)

各所､不具合の確認について､

工事竣工後10カ月､20カ月に

50

共通特記仕様書について､

00特記仕様書に記載ある､建築工事標準仕様書は

平成何年度版の仕様書でしょうか。

(A-01)

51

什器備品･家具等の撤去について､

解体･撤去工事で什器備品､家具等とありますが､

家電ももしあれば含めて一般廃棄物になり、

通常発注者での処分になります。

49



（様式第６号）

No. 質　　問　　事　　項

質問回答書　（交付図書・建築） 平成30年10月31日

工　事　名 上田市新本庁舎建設工事

回　　　　　答

Ｎｏ．３０参照

Ｎｏ．１１参照

【外構別紙-2】参照ください。

64

図A-93

新庁舎南側に下部ｵｲﾙﾀﾝｸと記載ありますが､

ｵｲﾙﾀﾝｸ詳細図がありません｡外郭等を建築工事に

含む場合､詳細図を御指示下さい｡

63

図A-14､15､31､93

連絡棟南側にﾎﾞｰﾄﾞﾃﾞｯｷと記載ありますが､

下地及び仕様が記載ありません｡御指示下さい｡

62

図A-14､93

外構図に縁石がありませんが､敷地南東の植栽帯と

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装の境界で､側溝が無い部分には

縁石120×120×600､砂利t=100､t=ﾓﾙﾀﾙt=20を見込む

と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

61

図A-13､93

敷地西側外周ﾌｪﾝｽの仕様が記載ありません｡

JFE建材ﾌｪﾝｽ:NER-A型 H=1800同等と考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡

Ｎｏ．１２参照
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