
（様式第６号）

1

E-004：単線結線図で一般電灯No.4、一般動力No.2,3,4のバ
ンクに負荷として分岐盤(1)～(4)がありますが、これは南
庁舎B1F電気室にあるものと考えてよろしいでしょうか。ま
た、分岐盤以降は既存幹線利用と考えてよろしいでしょう
か。

2

E-011～016：太陽光発電ですが、E-014、015図のものとE-
011～013、016図のものが一致しません。別物(3φ30kWのも
のと1φ5kW)と考えてそれぞれ設置するものとしてよろしい
でしょうか。

3

E-018：南庁舎分岐盤について、現在の負荷容量をご教示願
います。

5

4

E-31：系統図内の集中制御盤の設置場所は各階EPS内と考え
てよろしいでしょうか。

6

E-058：通信放送設備図凡例でネットワーク機器が別途とあ
りますが機器収容盤類も別途と考えてよろしいでしょう
か。機器収容盤が本工事の場合、収容機器の仕様をご指示
願います。

15

外構（E-060）のｽﾋﾟｰｶｰは実線でﾌﾟﾛｯﾄがありますが、外構
工事(2期)／STEP4工事と考えられるため機器・ﾎﾟｰﾙおよび
配線まで別途工事と考えてよろしいでしょうか。

宜しい。

14

外構（E-079,081）の監視ｶﾒﾗは点線でﾌﾟﾛｯﾄがありますが、
外構工事(2期)／STEP4工事と考えられるため機器・ﾎﾟｰﾙお
よび配線まで別途工事と考えてよろしいでしょうか。

宜しい。

13

無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄは平面図(E-058～)に実線でﾌﾟﾛｯﾄがあり
ますが、工事費内訳明細書には記載がありません。機器別
途と考えてよろしいでしょうか。

宜しい。（基本設計説明書E-03の工事区分を参照するこ
と）

12

電話機は平面図(E-058～)に実線でﾌﾟﾛｯﾄがありますが、特
記仕様書(E-001)では工事範囲外、工事費内訳明細書にも記
載がありません。機器別途と考えてよろしいでしょうか。

宜しい。（基本設計説明書E-03の工事区分を参照するこ
と）

11

PHSｱﾝﾃﾅは特記仕様書(E-001)には※ありの記載があります
が、工事費内訳明細書および図面(E-058～)には記載があり
ません。機器別途と考えてよろしいでしょうか。

宜しい。（基本設計説明書E-03の工事区分を参照するこ
と）

10

（E-004）の注記８．点検架台を納入するよう記載がありま
すが、ｷｭｰﾋﾞｸﾙは屋内電気室設置のため無しとしますがよろ
しいですか。

宜しい。

9

地中埋設配管の埋設深さはGL-600としますがよろしいで
しょうか。

宜しい。

8

設備工事の掘削に伴う残土処理は場外処分として計上しま
すがよろしいでしょうか。

宜しい。

7

配線ﾌﾟﾚｰﾄの仕様が不明です。ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞは新金属、ｵﾌｨｽｴﾘｱ
はﾜｲﾄﾞ（樹脂）として計上しますがよろしいでしょうか。

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞは新金属

ｵﾌｨｽｴﾘｱはﾜｲﾄﾞ（樹脂）←Panasonic ラフィーネアシーリー
ズ相当品とすること。

分岐盤は連結塔管理警備室に設置。
分岐盤以降は単独幹線で既存電灯盤・動力盤へ配線、既存
電灯盤・動力盤から負荷までは既存配線を利用する。

宜しい。

分岐盤（1）：電灯負荷：100kVA（10回路）
分岐盤（2）：動力負荷：75kVA（6回路）
分岐盤（3）：動力負荷：50kVA（3回路）
分岐盤（4）：動力負荷：50kVA（3回路）

宜しい。

点滅・調光方式はE-031を参照とする。

本工事とする。
ヨコ600 タテ1000 フカサ120とする。
通信用SPDも見込むこと。

E-32：注記に「各室の点滅・調光方式は諸元表により」と
ありますが、諸元表が見当たりません。詳細をご指示願い
ます。
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太陽光発電設備についてE-011・012・013図にてﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨ
ｼｮﾅが4台ありますが、設置場所をご指示ください。また、
どの動力変圧器に接続でしょうか。

電気室に設置。
一般動力盤No.1に接続とする。

26

参考内訳書のE解体工事において「電灯設備」切回し工事1
式とありますが詳細をご指示ください。

E-111、E-114、E-115に記載されている、警報盤の移設工事
を指す。

参考内訳書において、Ｅ解体工事は今回の見積範囲ですか
ご指示ください。

Ｅ解体工事は今回の見積範囲内とする。

工事区分は機械設備工事範囲とする。

参考内訳書のE解体工事において「既存高層棟」夜間受付、
宿直室改修　1式とありますが詳細をご指示ください。

E-111、E-114、E-115に記載されている、警報盤の移設工事
を指す。

27

参考内訳書のE解体工事において「発電機」移設工事　1式
とありますが詳細をご指示ください。（E111図では防災ｱﾝﾃ
ﾅ用発電機の移設は別途となっております）

E-111　低層棟解体前に既存発電機を外構へ移設工事を指
す。

24

単抜設計書において「B.電気設備工事　19.防災設備」の防
災設備 配管は、火災報知設備の配線、配管工事の内容とな
りますかご指示ください。

本工事とする。
PF28（隠蔽）600ｍを見込むこと。

28

25

22

設計図E-018、E055において警報盤の窓数及びｹｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞを
ご指示いただけないでしょうか。（警報関係は機械設備の
中央監視設備に含むのでしょうか）

参考内訳書のE解体工事において「ＧＨＰ」移設工事　1式
とありますが詳細をご指示ください。また、工事区分は機
械設備工事範囲としてよろしいですか。

29

30

21

設計図E-018において各で電灯盤の結線図（表）及び幹線ｹｰ
ﾌﾞﾙｻｲｽﾞをご指示いただけないでしょうか。（AC回路、AC-
DC回路、DC回路）

各電灯盤の結線図（表）は各プロット図から判断、算出す
ること。
電灯盤の仕様については【別紙E-1】相当を見込むこと。
ケーブルサイズは、AC回路：EM-CET100　AC-DC回路：EM-
CET100とすること。

各電灯盤、動力盤、制御盤へ単独配線として幹線設備を計
画する。
ﾌﾞﾚｰｶｰ数量は【別紙E-1】により、判断、算出すること。各
高圧盤ごとに予備2回路を設けること。
ﾌﾞﾚｰｶｰ容量はMCCB 3P 225/225ATとすること。
また、ＳＰＤクラスⅠを設けること。

各動力盤の結線図（表）は各プロット図から判断、算出す
ること。
動力盤の仕様については【別紙E-1】相当を見込むこと。
ケーブルサイズは、AC回路：EM-CET100　AC-DC回路：EM-
CET38　とすること。

19

設計図E-004においてｷｭｰﾋﾞｸﾙの2次側のﾌﾞﾚｰｶｰ容量及び数量
をご指示ください.

23

弱電設備において端子盤の大きさをご指示ください。 ヨコ600 タテ1000 フカサ120とする。
通信用SPDも見込むこと。

警報関係は機械設備の中央監視設備に含む。
警報盤は中止。

18

共通特記仕様書-2(A-02)に地下埋設ｵｲﾙﾀﾝｸの躯体、支持
杭、焼砂は※建築とある通り、発電機地下燃料ﾀﾝｸの躯体は
建築工事と考えてよろしいでしょうか。(E-09)

宜しい。

20

設計図E-018において各動力盤の結線図（表）及び幹線ｹｰﾌﾞ
ﾙｻｲｽﾞをご指示いただけないでしょうか。（AC回路、AC-DC
回路）

16

南庁舎改修はSTEP3工事のため庁舎屋上の太陽光発電設備も
別途工事と考えてよろしいでしょうか。

太陽光発電設備はすべて本工事とする。ただし、設置する
場所は新本庁舎と連結棟です。

工事費内訳明細書 B電気設備工事 19防災設備の内訳に配管
1式の記載がありますが図面に記載ないため詳細が不明で
す。別途工事としますがよろしいでしょうか。

本工事とする。
PF28（隠蔽）600ｍを見込むこと。

17
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35

基本設計なので平面に配線の記載は行なわない。
配線種類については基本設計図書、配線数量については各
プロット図から判断、算出すること。

39

電話機について、平面図E-058～には実線でプロットがござ
いますが、特記仕様書E-001では工事範囲外、工事費内訳明
細書にも記載がございません。機器別途と考えて宜しいで
しょうか。

40

38

特記仕様書E-001の設備概要には、ＰＨＳアンテナありの記
載がございますが、工事費内訳明細書および図面E-058～に
は記載がございません。機器別途と考えて宜しいでしょう
か。

宜しい。

宜しい。（基本設計説明書E-03の工事区分を参照するこ
と）

宜しい。

31

分散電源ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑについてE-015図にて、太陽電
池・接続箱・ﾊﾟﾜｺﾝ蓄電池・計測機器等がありますが、設置
場所をご指示ください。

全て屋上に設置。

37

図面番号E-004の注記８に、点検架台を納入することと記載
がございますが、キュービクルは屋内電気室のため、無し
と考えて宜しいでしょうか。

各電灯盤、動力盤、制御盤へ単独配線として幹線設備を計
画する。
ﾌﾞﾚｰｶｰ数量は【別紙E-1】により、判断、算出すること。各
高圧盤ごとに予備2回路を設けること。
ﾌﾞﾚｰｶｰ容量はMCCB 3P 225/225ATとすること。
また、ＳＰＤクラスⅠを設けること。

本工事とする。

各動力盤の結線図（表）は各プロット図から判断、算出す
ること。
動力盤の仕様については【別紙E-1】相当を見込むこと。
ケーブルサイズは、AC回路：EM-CET100　AC-DC回路：EM-
CET38　とすること。

各電灯盤の結線図（表）は各プロット図から判断、算出す
ること。
電灯盤の仕様については【別紙E-1】相当を見込むこと。
ケーブルサイズは、AC回路：EM-CET100　AC-DC回路：EM-
CET100とすること。

動力制御盤と電灯分電盤の盤内容表（盤図）が見当たりま
せん。これでは盤メーカからの見積を徴収することが出来
ません。別途工事として宜しいでしょうか。

36

受変電設備に関して配電盤リストが見当たりません。幹線
サイズが解りませんので、早急に設計図書として発行をお
願い致します。

電力会社の取引用電力量計、ＶＣＴは引込柱に設置。
（中部電力と協議済）

各設備において系統図はありますが、平面図に配線数量の
わかる図面が火報を除き、ほぼないように思われます。平
面図は追加で発行されるのでしょうか。回答日には発行願
います。

33

外灯電源についてE-015図に屋外照明分電盤（別途工事）と
ありますが、E-033図に記載されている外灯の電源はこの盤
に接続されるのでしょうか。

32

取引用電力量計について（E-004・018図）電力会社の取引
用電力量計は引込柱に設置するのでしょうか。またVCTは引
込柱とｷｭｰﾋﾞｸﾙのどちらに設置するのでしょうか。

宜しい。

34

42

残土処理について、場外処分と考えて宜しいでしょうか。

宜しい。

宜しい。（基本設計説明書E-03の工事区分を参照するこ
と）

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞは新金属

ｵﾌｨｽｴﾘｱはﾜｲﾄﾞ（樹脂）←Panasonic ラフィーネアシーリー
ズ相当品とすること。

無線ＬＡＮアクセスポイントについて、平面図(E-058～)に
実線でプロットがございますが、工事費内訳明細書には記
載がございません。配線プレートについて使い分けが不明
です。機器別途と考えて宜しいでしょうか。

41

配線プレートについて使い分けが不明です。バックヤード
は新金属、オフィスエリアはワイド（樹脂）と考えて宜し
いでしょうか。
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49

工事費内訳明細書 B電気設備工事 19防災設備の内訳に配管
1式の記載がありますが図面に記載ないため詳細が不明で
す。別途工事としますが宜しいでしょうか。

PF28（隠蔽）600ｍを見込むこと。

44

電話機は平面図(E-058～)に実線でプロットがありますが、
特記仕様書(E-001)では工事範囲外、工事費内訳明細書にも
記載がありません。機器別途と考えて宜しいでしょうか。

地中埋設配管について、埋設深さGL-600と考えて宜しいで
しょうか。

43

宜しい。（基本設計説明書E-03の工事区分を参照するこ
と）

宜しい。

宜しい。

宜しい。（基本設計説明書E-03の工事区分を参照するこ
と）

45

46

外構（E-079,081）の監視カメラは点線でプロットがありま
すが、外構工事(2期)／STEP4工事と考えられるため機器・
ポールおよび配線まで別途工事と考えて宜しいでしょう
か。

無線LANアクセスポイントは平面図(E-058～)に実線でプ
ロットがありますが、工事費内訳明細書には記載がありま
せん。機器別途と考えて宜しいでしょうか。

宜しい。

太陽光発電設備はすべて本工事とする。ただし、設置する
場所は新本庁舎と連結棟です。

48

南庁舎改修はSTEP3工事のため庁舎屋上の太陽光発電設備も
別途工事と考えて宜しいでしょうか。

47

議場設備について、公告図と工事費内訳明細書に不整合が
ありました。工事費内訳明細書を正として、公告図E-066～
070を別紙Ｅ-2～Ｅ-6へ差し替える。

外構（E-060）のスピーカは実線でプロットがありますが、
外構工事(2期)／STEP4工事と考えられるため機器・ポール
および配線まで別途工事と考えて宜しいでしょうか。

追加指示事項
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