令和 2 年 6 月 19 日

質疑に対する回答の公表
工事名
回答課
№
１

新潟市立上山中学校校舎増築工事
新潟市教育委員会施設課
項目

仕様書

質疑内容

回答内容

設計施工仕様書内で構造規模が鉄骨造と記載されていま よろしいです。
す。これは重量鉄骨ラーメン造、軽量鉄骨ブレース造のど なお、設計施工仕様書の参考図（平面図（増築後）
）は、軽量鉄骨造で
ちらでも提案可能という解釈で宜しいでしょうか。（ただ 作成しています。
し添付されている参考平面図の記載は柱が細かいスパンで
配置されている表記なので、軽量鉄骨ブレース造を想定し
ていると思われます。）

２

仕様書

上記 NO.１で軽量鉄骨ブレース造にて設計した場合、壁ブ 支障ありません。
レースが数多く配置されることが予想されます。今回の間
取りは外壁部に窓が連続しているので、室内の窓部に数多
くの壁ブレースが露出されますが、支障ありませんか。

３

仕様書

設計施工仕様書内で基礎形式が鉄筋コンクリート造布基礎 支障ありません。
で指定されています。しかし上記 NO.１で重量鉄骨ラーメ なお、設計施工仕様書では軽量鉄骨造を想定しています。
ン造を採用した場合、独立基礎形式＋地中梁形式になりま
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すが支障ありませんか。
４

仕様書

上記 NO.１で採用する構造形式によって見積金額の差が発 入札時、構造形式の記載は不要です。
生することが予想されます。今回の入札スケジュールでは 構造形式は、落札業者決定の審査上考慮されません。
開札後の落札者公表迄に一定期間があるようですが、入札
時に構造形式の記載も必要でしょうか。またこの選定した
構造形式も落札業者決定に審査上考慮されますか。

５

仕様書

地域開放玄関棟の開口部を防火設備に改装する工事は、ガ ガラスの入替えを想定しています。
ラスの入替工事（ｔ6.8 網入）のみで宜しいでしょうか？ 契約後、変更が生じた場合、協議の対象とします。
それともサッシ枠を含めた建具全体の防火設備の入替が必
要でしょうか。
（既存サッシ枠は現行法適合上、ガラス入替
だけで防火設備に適合しますか。）

６

仕様書

地域開放玄関棟の外壁を防火構造とする部分は、既存外壁 外壁は既存撤去・新設、軒裏は現況のままと想定しています。
の上から重ね張りで防火構造仕様に変更する工法でも宜し 契約後、変更が生じた場合、協議の対象とします。
いでしょうか。それとも既存外壁部を解体撤去して、新た
に防火構造仕様に改装する工法が必要でしょうか。また軒
先のフレキシブルボード部（アスベスト含）も撤去しない
で、残す形の重ね張り施工でも宜しいでしょうか。

７

仕様書

解体建物の南側渡廊下棟の地中部に、PC パイルφ350× 存置を想定しています。
L=9.0m：8 本が打設されています。新設する増築部の基礎 撤去が必要な場合は、協議の対象とします。
等の下部躯体に干渉しますので、これも撤去する方針で宜
しいでしょうか。
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８

仕様書

設計施工仕様書内で、渡廊下棟の外壁材が不燃材と表記さ 既存屋内体育館（既存地域開放玄関棟を含む）と教室棟を接続する渡
れています。今回この部分が延焼ラインに掛かる様なので、 廊下棟①・②については、延焼のおそれのある部分に関する規定は適
準耐火建築物で設計する場合、防火構造が必要ではないで 用されず、外壁を防火構造とする必要はないと想定しています。
しょうか。

９

仕様書

契約後、変更が生じた場合、協議の対象とします。

既存及び新設の棟間の外壁部、屋根部、内部（壁・天井） エキスパンションジョイントの仕様の指定はありません。
にエキスパンションジョイントの設置が必要です。この仕
様（材質）は指定がありますか。

１０

仕様書

設計施工仕様書内で増築床面積：419 ㎡程度の根拠が不明 設計施工仕様書 5 ページのとおり、教室及び廊下の寸法を参考にして
です。参考平面図に建物寸法（概算）を明記して御指示頂 ください。なお、床面積は、各社の規格により多少の変更は差し支え
けないでしょうか。

１１

仕様書

ないものとします。

設計施工仕様書内で腰窓仕様の表記はありますが、外部出 増築部分には、外部出入口の設置はありません。
入口の表記がありません。今回増築部において外部出入口 増築部分（避難階）の教室の各部分から屋外への出入口に至る歩行距
の設置は不要でしょうか？（今回増築部の教室から屋外出 離については、既存校舎（地域開放玄関及び特別教室棟）にある屋外
口迄の最大歩行距離は既存建物部の出入口位置で確保され への出入口により、建築基準法の規定に適合すると考えます。
ますか。
）

１２

仕様書

計画通知申請上、地域開放玄関棟は屋内体育館と同棟扱い 設計施工仕様書の参考図（配置図（増築後））のとおり、建築基準法に
ですか。それとも単独で 1 棟扱いですか。

おける防火規定上、既存屋内体育館及び既存地域開放玄関棟は同一棟
と取り扱われると想定しています。
計画通知書は、上記に従って記載してください。

１３

仕様書

計画通知申請上、教室棟の増築申請で同棟扱いとなる耐火 建築基準法における防火規定上、教室棟（増築部分）
、普通教室棟、特
建築物はどこまでですか。
（普通教室棟、特別教室棟、管理 別教室棟、管理・特別教室棟を同一棟と想定しています。
教室棟、給食施設棟 全て 1 棟扱いですか。
）
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１４

仕様書

計画通知申請上、上記 NO.13 で教室棟増築部が同棟増築に 受注者には、貸与資料として、過去の工事の CAD データを提供しま
なるので、既存建物部（耐火建築物）の CAD データが必要 す。
です。この部分の各階平面図、立面図、各階面積表含め、
配置図等の前願申請の CAD データは提供されるものと考
えて宜しいでしょうか。

１５

仕様書

計画通知の審査上、別棟扱いの渡廊下①と渡廊下②は構造 教室棟と渡廊下棟①・②とは構造上別棟であるため、計画通知の際、
審査（構造計算審査）の対象になるのでしょうか？また教 渡廊下棟①・②の構造計算書の添付は不要と想定しています。
室棟は同棟扱いで既存 RC と接続されますが、構造審査上、 教室棟と既存校舎（特別教室棟、普通教室棟）とは構造上別棟である
構造計算適合性判定の対象建物になりますか？

ため、教室棟単体で構造適合性判定の対象となるか判断してください
（構造適合性判定の要否はルートによります）。

１６

仕様書

現地確認した際、既存の地域開放玄関棟の外装損傷が見受 設計施工仕様書では考慮していません。
けられました。具体的には基礎立上コンクリートが剥離し 契約後、変更が生じた場合、協議の対象とします。
て、この部分から錆びた柱脚（もしくは鉄筋？）が露出し
ています。構造耐力上の安全性が懸念され、各社見積金額
に差異が発生する恐れがありますので、外装の改修処理方
法を再度、御指示お願いします。（質疑 NO.5、NO.6 の関
連質疑）

１７

仕様書

現地確認した際、解体する南側渡廊下の北側に雨水側溝が 設計施工仕様書では考慮していません。
設置されています。これがテニスコート側溝と屋内体育館 契約後、変更が生じた場合、協議の対象とします。
の西側雨水側溝と接続されて一体で雨水処理している様で
す。今回教室棟を建設することにより、この雨水側溝が分
断されますが雨水処理上、支障ありませんか。また現状の
テニスコート側溝・中庭側溝の雨水処理は中庭部で浸透処
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理されているのでしょうか。それとも既存側溝部に浸透桝
を新設する工事が必要なのでしょうか？
１８

仕様書

「基礎・杭」部に「床下部は地盤面に防湿シートを敷き込 「床」部の「ポリエチレンフィルム厚 0.15mm」とは別に敷き込む必
むこと」との記載がありますが、
「床」部の「ポリエチレン 要はありません。
フィルム厚 0.15ｍｍ」とは別に敷き込む必要がありますで
しょうか。

１９

仕様書

【その他】記載の、
「生徒用ロッカー」「掃除具入れ」は、 よろしいです。なお、寸法は設計施工仕様書 5 ページ及び参考図（平
スチール製の既製品でよろしいでしょうか。

２０

仕様書

南側渡り廊下の撤去時、基礎杭（PC パイル）は残置でよろ 存置を想定しています。
しいでしょうか。

２１

仕様書

面図（増築後）
）のとおりです。
撤去が必要な場合は、協議の対象とします。

仕様書記載以外の地中埋設物撤去は別途でよろしいでしょ 撤去が必要な場合は、協議の対象とします。
うか。

２２

仕様書

構造検討により、窓等開口部とブレスが干渉する可能性が よろしいです。
あり、その場合はブレスが露出となりますがよろしいでし
ょうか。

２３

仕様書

マスターキーは必要でしょうか。

外部の出入口の設置はないため、マスターキーは不要です。

２４

入 札 説 明 書 当物件は、設計施工一括のご発注ですが、入札参加資格と 必要ありません。
（入札参加資 して設計業務に関する実績の提出は必要ありませんでしょ

２５

格）

うか。

仕様書

構造が鉄骨造となっているが、軽量鉄骨造でも可能ですか。 可能です。
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２６

仕様書

ブレースと窓が干渉しブレースの見える箇所が出てきます よろしいです。
がよろしいですか。

２７

仕様書

窓枠は木枠でよろしいでしょうか。既製品の MDF 等化粧 窓枠の仕様の指定はありません。
シート貼のものでよろしいでしょうか。

２８

仕様書

屋根の水勾配を指示願います。

屋根の水勾配は、設計のなかで検討するものとします。

２９

仕様書

普通教室棟と北側渡り廊下間の 50A の給水配管を切り離 仮設給水配管を行うか、別の経路から分岐して接続するかなどの工法
すと給食施設棟への給水が無くなります。仮設の給水配管 については指定していません。設計施工仕様書のとおり、給食施設含
は必要でしょうか。

め、施設運営に支障をきたさないよう切り回しの計画をしてくださ
い。

３０

仕様書

エキスパンションジョイントは既存がステンレスになって エキスパンションジョイントの仕様の指定はありません。
います。増築部分はステンレスのエキスパンションジョイ
ントが必要でしょうか。アルミのエキスパンションジョイ
ントでも可能でしょうか。

３１

仕様書

渡り廊下、教室と渡り廊下の境目の壁にブレスが必要です。 よろしいです。
見える形になりますが宜しいでしょうか。

３２

仕様書

建築予定地内、南側渡り廊下箇所の図面に記載されてい 設計施工仕様書のとおりを想定しています。
ない樹木の処分は伐根で宜しいでしょうか。

３３

仕様書

契約後、変更が生じた場合、協議の対象とします。

建設予定地内の平板ブロック等の残存物の処分はどう 産業廃棄物として処分してください。
すれば宜しいでしょうか。

３４

仕様書

グラウンド内に設置する仮設敷き鉄板は雨の時に滑り 設計施工仕様書のとおりを想定しています。
ます。脇にバリケードを設けた方が宜しいでしょうか。 契約後、変更が生じた場合、協議の対象とします。
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３５

仕様書

教室棟外壁に付いてですが、ALC版50㎜との指定があり 設計施工仕様書の仕様を想定しています。
ますが、内部岩綿を吹き付けるようでしたら窯業系サイ
ディング、金属系サイディングに変更しても宜しいでし
ょうか。又、ALC版75㎜ですと吹付が不要になりますの
で、50㎜を75㎜に変更しても宜しいでしょうか。

３６

仕様書

地域開放玄関の外壁を防火構造にする件ですが、指定す 外壁の仕様の指定はありません。
る仕様は有りますでしょうか。対応する方法によってか 各社の仕様でよろしいです。
なりの金額の差が生じますので、仕様を決めていただけ
ますでしょうか。

３７

入札説明書

工事費内訳書の提出につきましては、実施設計後の提出を 入札時は、入札説明書のとおり、入札書（様式第 3 号）のみの提出で

（工事費内訳 考えておりますが、入札、契約時点では様式 3 号の入札書 よろしいです。
書）

工事費内訳書については、入札金額の内訳を知るため、契約日から 5

の提出でよろしいでしょうか。

日以内に科目別内訳まで記載したものを提出してください。（様式は
３８

入札説明書

工事費内訳書の提出につきましては、公告時に配布されて 公告時に配布しているホームページ掲載の「設計書」）

（工事費内訳 いる工事設計書にあるように、科目別内訳書までの提出で 細目項目がある内訳明細書については、実施設計後、設計施工仕様書
書）

8 ページ「5 内訳明細書作成」のとおり、提出してください。

よろしいでしょうか。
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