
（様式第６号）

考えてよろしいですか。

また、使用する場合は適用場所をご指示下さい。

(S-02)

よろしい。

SRC造仕口帯筋に溶接継手とありますが、

SRC造の柱がありません。

今回使用しないと考えてよろしいですか。

(S-01)

12

ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄについて、 マスコン適用ありとし、基礎、基礎スラブ（FS）、地下外壁
（FW）で、一度に800以上コンクリートを打設する範囲とし
ます。

ｾﾒﾝﾄ種類などに◎はありますが、

適用箇所が未記入です。ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄは適用しないと

ご指示下さい。

また、ｾﾒﾝﾄ系固化材とありますが、

添加量が不明です。工法と併せてご指示下さい。

(S-01･26)

11

鉄筋継手について、

9
砕石地業について、 よろしい。

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝを使用すると考えてよろしいですか｡

(S-01)

10

地盤改良について、 工法指定ありません。地耐力200kN/㎡以上を確保できる仕様
としてください。工法区分は深層混合処理工法とありますが、

工法が不明です。工法の指定がりましたら

8

設計GLについて、 よろしい。

設計GLは1FL-100(TP+456.2)と

考えてよろしいですか。

(A-42･46)

(S-28.A-40)

7

免震装置配置図及び免震ﾋﾟｯﾄ階平面図について、 ２６箇所とする。

免震装置の箇所数が免震装置配置図:26箇所と

免震ﾋﾟｯﾄ階平面図:27箇所でくい違います。

免震装置配置図を正と考えて宜しいでしょうか。

否の場合27箇所目の免震装置の符号を併せて

御指示下さい。

(S-27.A-40)

5

B1階床伏図について、Y9～12通りに下部水槽ｽﾗﾌﾞ Ｂ１ＦＬ－1,700とする。

とありますが、深さが不明です。御指示下さい。

(S-28)

6

B1階床伏図Y9～12通り下部水槽について、範囲が 意匠図を正とする。

免震ﾋﾟｯﾄ階平面図とB1階床伏図でくい違います。

免震ﾋﾟｯﾄ階平面図を正と考えて宜しいでしょうか。

4

免震基礎Y12通りについて、矩計図-1において 構造図を正とします。

B1FL及びB1FL+1900部にｽﾗﾌﾞの記載が

ありますが、どちらもｽﾗﾌﾞS2と考えて

宜しいでしょうか。(S-28.A-046)

3

立面図及び矩計図について、各階外壁部に １．コンクリートタイプは普通コンクリート（比重：2.3、
鉄筋を含んだ比重は2.5程度）ＰＣ設計基準強度　Ｆｃ＝３
６Ｎ／㎜2
２．混和剤の仕様はＡＥ減水剤標準型　又は、高性能ＡＥ減
水剤　標準型
３．配筋要領【別紙Ａ－１】相当を見込むこと。
・タテ筋Ｄ１３＠１５０、ヨコ筋Ｄ１３＠１５０

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄとありますが、ｺﾝｸﾘｰﾄの強度

及び種類及び混和材の有無と配筋要領を

御指示下さい。

(A-42.A-46)

2

基礎･基礎梁ﾘｽﾄについて、基礎柱:FC0欄に 強度を確保し、製作・施工可能な方法で選定ください。

FC60 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄとありますが、

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類及び混和材の有無を御指示下さい。

(S-40)

1

建築工事特記仕様書(構造)-2について、 基礎、基礎スラブ（FS）、地下外壁（FW）で、一度に800以
上コンクリートを打設する範囲とします。ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄの記載がありますが、適用箇所を

御指示下さい。

(S-02)
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24

合成ﾃﾞｯｷについて、 DS1は使用していません。

ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄではQLﾃﾞｯｷとﾊｲﾊﾟｰﾃﾞｯｷがありますが、

各階床伏図でQLﾃﾞｯｷ(DS1)の図示がありません。

今回は使用しないと考えてよろしいですか。

また、使用する場合には施工場所をご指示下さい。

(S-28～33･51)

23

ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷについて、 フラットデッキは型枠デッキと考えているため、施工可能な
方法を採用してください。ﾘﾌﾞ高さと厚さが不明です。

ﾘﾌﾞ高さは全てH75･厚さは許容ｽﾊﾟﾝに準ずると

考えてよろしいですか。

また、許容ｽﾊﾟﾝを超え場合には中間支保工を

使用すると考えてよろしいですか。

(S-51)

22

連結棟 免震層上部片持ちｽﾗﾌﾞについて、 長さ1500未満の片持ちスラブはCS1,長さ1500以上をCS2とし
ます。（CS2：厚250mm　短辺D13@100ダブル、長辺D13＠200
ダブル）

矩計図で1FL免震層上部に片持ちｽﾗﾌﾞが

ありますが、構造図ではありません。

ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄをご指示下さい。

(S-29･A-46)

21

新本庁舎B1階 水槽廻りにつて、 水槽下スラブは、立下り部に曲げ定着とします。型枠は在来
型枠とします。RC梁と鉄骨梁が取合いますが、

納まりが不明です。立下り部に曲げ定着と

考えてよろしいですか。

また、水槽上下のｽﾗﾌﾞは在来型枠と

考えてよろしいですか。併せてご指示下さい。

(S-28･56)

20

新本庁舎B1階 小梁B2について、 Ｂ２は、B1と同形状とし、配筋は全断面ともB1の端部断面に
同じとします。水槽廻りにB2を使用しておりますが、

梁ﾘｽﾄがりません。B1に倣てよろしいですか。

(S-40)

19

新本庁舎 擁壁下耐圧版について、 その通り、D19@200とします。

擁壁配筋詳細図では耐圧版外周に横筋の

図示がりませんが、D19@200が必要と

考えてよろしいですか。

(S-53)

18

新本庁舎 耐圧版について、 スラブリスト注記参照ください。（下記）

基礎伏図でFS2A･FS3Aの図示がありますが、

ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄがありません。FS2A→2･FS3A→3と

読替えてよろしいですか。

(S-26･51)

17

新本庁舎 耐圧版について、 使用しません。

ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄにFS1の図示がありますが、

基礎伏図にFS1の図示はありません。

使用しないと考えてよろしいですか。

(S-26･51)

16

新本庁舎 基礎小梁について、 よろしい。

基礎伏図で梁符号の無い小梁がります。

全てFB1と考えてよろしいですか。

(S-26)

15

新本庁舎 基礎小梁FB1について、 その通り、8-D13を正とします。

腹筋の本数がﾘｽﾄでは10-D13ですが、断面では

8-D13です。断面を正と考えてよろしいですか。

(S-40)

14

新本庁舎 基礎柱FC0について、 FC60範囲は右図破線部です。

ｺﾝｸﾘｰﾄ強度にFC60とありますが､範囲が不明です｡

基礎梁上端ﾚﾍﾞﾙからﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ下までが

FC60と考えてよろしいですか。

また、否の場合はFC60の範囲をご指示下さい。

(S-07･40)

13

RC梁貫通孔補強について、 貫通径および箇所数は、φ75ｘ25、φ100ｘ30、φ150ｘ65、
φ600ｘ12とし、いづれも既製品による補強を見込んでくだ
さい。

補強数量及び補強仕様が未記入です。

RC梁の貫通補強数量と補強仕様をご指示下さい。

(S-17)
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36

連結棟 基礎符号について、 その通り、F101を正とする。

Y1/X13の基礎符号が伏図ではF102ですが、

軸組図ではF101です。F101を正と

考えてよろしいですか。

(S-29･39)

35

連結棟 通り芯について、 よろしい。

Y2Cの位置が構造図ではY1+3500ですが、

意匠図ではY1+3100です。

意匠図を正と考えてよろしいですか。

(S-48･A-35)

34

新本庁舎 耐火被覆について、 間柱は耐火被覆（ロックウール吹付け）
耐風梁は不要とする。耐風梁･間柱に耐火被覆は不要と

考えてよろしいですか。

また、必要な場合は仕様詳細をご指示下さい。

(A-30)

33

新本庁舎 外部表し鉄骨部材について、 よろしい。

5･6階で表しになる鉄骨部材があります。

表し部材の耐火被覆は外部用耐火塗料と

考えてよろしいですか。

否の場合は仕様詳細をご指示下さい。

(A-47･48)

32

新本庁舎 柱耐火被覆について、 矩計図と床伏図を正とする。

仕上特記で執務室は耐火塗装とありますが、

矩計図と床伏図耐火仕様では耐火ｼｰﾄです。

耐火ｼｰﾄを正と考えてよろしいですか。

(A-30･47･52)

31

新本庁舎 免震層上部梁について、 耐火被覆不要とする。

免震層上部鉄骨梁(B1FL下)に耐火被覆の

図示がありません。上記梁に耐火被覆は不要と

考えてよろしいですか。

また、必要な場合は仕様詳細をご指示下さい。

(A-46)

30

新本庁舎 免震装置について、 耐火被覆不要とする。

矩計図で免震装置に耐火被覆の図示がありません。

免震装置に耐火被覆は不要と

考えてよろしいですか。

また、必要な場合は仕様詳細をご指示下さい。

(A-46)

29

新本庁舎 外壁貫通鉄骨部材について、 よろしい。

鉄骨部材が外壁を貫通するか所には

止水ﾌﾟﾚｰﾄ(PL-6)が必要と考えてよろしいですか。

(A-45)

28

新本庁舎屋上3について、 よろしい。

構造図ではS1とありますが、

意匠図ではﾙｰﾌﾃﾞｯｷです。

意匠図を正としS1は不要と考えてよろしいですか｡

(S-31･A-31･37)

27

ﾃﾞｯｷｽﾗﾌﾞはね出し部について、 S-51を正とします。

PLと補強材がｽﾗﾌﾞﾘｽﾄと詳細図では相違します。

ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄの納まりを正と考えてよろしいですか。

(S-51･56)

26

新本庁舎 ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄについて、 よろしい。

鉄骨小梁上のｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄが不明です。

下記のように考えてよろしいですか。

梁巾≦200 1-φ16@300

梁巾＞200 2-φ16@300

(S-51)

25

ﾊｲﾊﾟｰﾃﾞｯｷと鉄骨梁ﾚﾍﾞﾙについて、 よろしい。

各階伏図の図示ﾚﾍﾞﾙですと

ｽﾗﾌﾞ天端から梁天端までH165ですが、

ﾊｲﾊﾟｰﾃﾞｯｷの高さはH200です。

ﾊｲﾊﾟｰﾃﾞｯｷと取合鉄骨梁はｽﾗﾌﾞ天端に合せて、

梁天端を下げると考えてよろしですか。

(S-30～32･51)
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49

図S-01､35～39､A-16､17､24､42～49 よろしい。

設計GLと1FLのﾚﾍﾞﾙ差について､図S-39 連結棟は

設計GL=1FL-100ですが､新庁舎の設計GLが記載あり

ません｡新庁舎も設計GL=1FL-100と考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡

48

免震ﾋﾟｯﾄ､湧水対策について､ せせらぎマットは不要とする。

湧水対策としてせせらぎﾏｯﾄの検討有無を

ご指示下さい。

(―)

47

B1階書庫下､水槽底盤の型枠処理について､ 施工可能な方法を適宜見込んでください。

A-45 断面(Y10-Y11間)水槽底盤と

免震ﾋﾟｯﾄｽﾗﾌﾞ間が狭小となりますが､

型枠処理等､詳細をご指示下さい。

(A-45)

46

R階ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ開口について､ 追記図【S-02】を参照下さい。

意匠図には､R階にﾄｯﾌﾟﾗｲﾄがあります。

S-33･34には開口がありません。

意匠図を正と考えてよろしいでしょうか。

その時のR階の伏図についてご指示ください。

(S-33･34･A-41)

45

建設発生土処分について､ 適宜見込んでください。

土壌の分析費用は見込んでおく必要は

ないでしょうか。又､発生土処分は自由処分と

考えてよろしいでしょうか。

(―)

考えてよろしいですか。

(A-49･50)

44

地盤改良の範囲について､ S-26図の通り（基礎フーチング５か所に適用）とします。

Y13,14通り付近に地盤改良の記載があります。

各軸組図には､記載がありません。

地盤改良の範囲について､再度ご指示ください。

(S-26)

42
連結棟 鉄骨柱柱脚ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄについて、 L40ｄとします。

長さが不明です。L30dと考えてよろしいですか。

(S-52)

43

連結棟 耐火被覆耐火時間について、 よろしい。

連結棟は2階建てですが、

新本庁舎の耐火時間に倣い全て2時間耐火と

(S-29･A-30)

41

連結棟 1Fｽﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙについて、 追記図【S-01】を参照下さい。

廊下1-3が±0～+880まで勾配がついていますが、

構造図では全てFL-10と-50です。

意匠図が正の場合の構造納まりと

ｽﾗﾌﾞﾚﾍﾞﾙをご指示下さい。

(S-29･A-35)

39
連結棟 地下壁FW25について、 壁厚250　縦筋D13,D16＠150ダブル、横筋D13@200ダブルとし

ます。壁ﾘｽﾄがありません。FW25のﾘｽﾄをご指示下さい。

(S-28･52)

40

連結棟 接地ｽﾗﾌﾞ下地業について、 よろしい。

捨ｺﾝｸﾘｰﾄ(t50)･砕石(t60)･断熱材(t50)･防湿ｼｰﾄ

と考えてよろしいですか。

38

連結棟 風除室3について、 追記図【S-01】を参照下さい。

意匠図には図示がありますが、

構造図ではありません。

風除室3の構造図をご指示下さい。

(S-29･A-35)

37

連結棟 基礎F103･104について、 使用しません。

基礎ﾘｽﾄはありますが、伏図に図示がありません。

使用しないと考えてよろしいですか。

(S-29･52)
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63

図S-26､A-40 構造図を正とする。

免震ﾋﾟｯﾄ天端ﾚﾍﾞﾙが､図S-26でB1FL-250の範囲が

図A-40ではB1FL(-2460+1900)=-560です｡構造図より

B1FL-250を正と考えて宜しいでしょうか｡

御指示下さい｡

62

図S-56 その通り

免震ﾋﾟｯﾄ水槽配筋要領でｽﾗﾌﾞ筋ﾋﾟｯﾁはｽﾗﾌﾞﾘｽﾄに

よると記載ありますが､鉄筋径についてもｽﾗﾌﾞﾘｽﾄに

よると考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

61

図S-40 上田地域では現場打ちコンが入手できないはずなので、プレ
キャストを見込んでください。基礎柱ﾘｽﾄFC0にFC60ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄと記載あり

ますが､FC60N/mm2 S15を現場打と考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

60

図S-40 その通り、8-D13を正とする。

FB1ﾘｽﾄで､腹筋がﾘｽﾄは10-D13と記載ありますが､

断面図は8本です｡断面図より8-D13を正と考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

59

図S-28､29､52 Y1-X13の基礎フーチングはF101と読み替えてください。
F103,104は使用ありません。FCG101は、Y1通りX12-13間にあ
ります。

連絡棟 部材ﾘｽﾄでF101､F103､F104､FCG101が

ありますが､伏図にありません｡無しと考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

58

図S-29 追記図【S-01】を参照下さい。

連絡棟 X18-19.-Y1通りにFL-50のｽﾗﾌﾞがありますが

符号が記載ありません｡S101と考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡

57

図S-51 よろしい。

DS1はQLﾃﾞｯｷ同等と記載ありますが､端部仕様は

ｴﾝｸﾛ､ﾒｯｷZ27､頭付ｽﾀｯﾄﾞ接合と考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡

56

図S-21､51 オープンを適用します。

ﾊｲﾊﾟｰﾃﾞｯｷ端部仕様でｴﾝｸﾛとｵｰﾌﾟﾝの両方が適用と

なっております｡ｴﾝｸﾛを適用と考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡

55

図S-51 その通りです。

ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄで､SnAは両方向とも短辺方向配筋とすると

記載ありますが､FSnAについても同様と考えて

宜しいでしょうか｡御指示ください｡

54

図S-26､36､37､38 よろしい。

X5･7.Y13通りのF5下端ﾚﾍﾞﾙについて､伏図にはﾚﾍﾞﾙ

が特記ありませんが､X5通及びX7通軸組図では

F5下端ﾚﾍﾞﾙは1FL-8600となっております｡

軸組図を正とし､X5及びX7.Y13通りのF5下端ﾚﾍﾞﾙは

1FL-8600と考えて宜しいでしょうか｡御指示

下さい｡

53

図S-02 概ねよろしいですが、質疑の目的と比重のばらつき幅を教え
てください。ｺﾝｸﾘｰﾄの気乾比重が2.3と記載ありますが､

2.3程度と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

52

図A-17､24 施工手順により、適宜見込むこと。

新庁舎に地盤改良を施工するため､既存本庁舎の

解体後は､設計GLまで埋戻しをすると考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡

51

図S-01､26､40､52 構造図に示す地耐力を確保できる工法としてください。

連絡通路のFS101下地盤改良は浅層地盤改良H=830と

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

50

図S-01､26､40､52 地盤改良工法の指定はありません。構造図に示す地耐力を確
保できる工法を採択してください。地盤改良が深層混合処理工法と記載ありますが､

ｺﾗﾑ径及び本数が図示ありません｡F5､6､F102に

ついて､ｺﾗﾑ径及び本数をそれぞれ御指示下さい｡
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73

図A-65～69､72 ｼｬｯﾀｰBOX受け鉄骨はその通りとして下さい。

ｼｬｯﾀｰが図示されておりますが､ｼｬｯﾀｰBOX受け鉄骨が

必要と思われます｡上下材:□-100×100×2.3､中子

材:□-100×100×2.3@600と考えて宜しいでしょう

か｡またｼｬｯﾀｰBOXの高さが記載ありません｡H=500と

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

72

図A-41､49､80､81 A-81において、トップライト下地鉄骨は
H-150x150 とする。ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄの下地鉄骨が図示ありますが､構造図が

ありません｡構造図を御指示下さい｡また錆止塗装と

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

71

図S-03､A-30､50～54 図A-50～54では天井下の柱(1～6階)の一部および議場上部の
梁とする。耐火板張りの範囲が図A-30では柱･梁(議場上部)

ですが､図A-50～54では天井下の柱(1～6階)の一部

となっております｡耐火板張りの範囲は､図A-50～54

の天井下の柱(1～6階)の一部を正と考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡

70

図S-03､A-25～29､65～69 よろしい。

耐火被覆(ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け)の範囲は天井ふところ内の

柱､大梁､小梁と考えて宜しいでしょうか｡御指示

下さい｡

69

図S-35～38 仮設のため、施工者判断としてください。

主柱に継手位置が図示されておりますが､継手要領

がありません｡下記のように考えて宜しいでしょう

か｡御指示下さい｡

ｴﾚｸｼｮﾝﾋﾟｰｽ:PL-19×150×200(SS400)

SPL:PL-16×80×500(SS400)

HTB:6-M20(S10T)

上記を継手1箇所につき､4箇所見込む｡

既製品とし、工法は指定しません。

梁貫通孔の補強仕様が記載されておりません｡各径

ごと補強要領を御指示下さい｡

68

図S-35～38､54 取り合う梁鉄骨の下端から300下がりの位置とします。

柱の柱脚BPL下端ﾚﾍﾞﾙが記載ありません｡B1FLからの

ﾚﾍﾞﾙを御指示下さい｡

67

図S-17

66

図S-07､54 柱脚BPLの厚さは80mm（TMCP）とします。大きさとボルトは
お見込の通りです。新庁舎 鉄骨柱脚のﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ及び接合ﾎﾞﾙﾄについて

接続する免震装置の符号ごとに以下のように考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

M200:BPL-12 830×830､ﾎﾞﾙﾄ HTB 8-M24

M250:BPL-12 880×880､ﾎﾞﾙﾄ HTB 8-M24

M300:BPL-12 930×930､ﾎﾞﾙﾄ HTB 8-M24

M350:BPL-12 980×980､ﾎﾞﾙﾄ HTB 8-M24

M400､L400:BPL-16 1030×1030､ﾎﾞﾙﾄ HTB 8-M24

L450:BPL-25 1080×1080､ﾎﾞﾙﾄ HTB 8-M24

65

図S-26､40 よろしい

免震ﾋﾟｯﾄ階の柱FC0及びFC1が伏図に符号が記載

ありません｡ﾌｰﾁﾝｸﾞ部分はFC0､梁段差部分はFC1と

考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

64

図S-26､A-40 構造図を正とする。

免震ﾋﾟｯﾄ水槽天端ﾚﾍﾞﾙが､図S-26でB1FL-2900の範囲

が図A-40ではB1FL(-2460-500)=-2960です｡

また､図S-26でBIFL-750の範囲が図A-40では

B1FL(-2460+1500)=-960です｡構造図より

B1FL-2900及びB1FL-750を正と考えて宜しい

でしょうか｡御指示下さい｡
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75

図A-84 よろしい。

ACW受けのﾌｧｽﾅｰ下地鉄骨が図示されておりますが､

部材が記載ありません｡[-300×90×12×16と考えて

宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

74

図A-90 よろしい。

頂部断面図に外壁下地材受けの軽量溝形鋼が図示さ

れておりますが､部材ｻｲｽﾞ及びﾋﾟｯﾁが記載ありませ

ん｡C-100×50×20×2.3@900と考えて宜しいでしょ

うか｡御指示下さい｡


	質問回答書(構造 

