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工 事 番 号  第 20-70011-0002 号 

工 事 名  伊達地区特別支援学校新築（建築）工事 

工 事 箇 所  福島県伊達市保原町大泉字大舘 地内 

質   問   事   項 

１ 工期につきまして、入札公告では『議会の議決を得た日から３日を経過した日か

ら令和 4 年 2月 28 日まで』と記載がされておりますが、建築工事の着工可能時期に

ついては、いつ頃と考えれば宜しいでしょうか。御教示願います。 

 

２ 建築・設備特記仕様書（共 A-03）の 3 土工事－建設発生土の処理について、構外

指示の場所で搬出距離５㎞の記載がございますが、５㎞以内に残土受入地がある考

えで宜しいでしょうか。また、その場合は処分費は発生せず運搬費のみ計上の考え

で宜しいでしょうか。御教示願います。 

 

３ 仮設計画図・附近見取図（共 A-13）において、浄化槽設置位置に『浄化槽工事時、

道路側に山留設置』と記載がございますが、設計書には山留の項目がございません。

山留は別途協議対象と考えて宜しいでしょうか。また山留を施工する際の上部の電

線防護も別途と考えて宜しいでしょうか。合わせて御教示願います。 

 

４ 浄化槽について設計書には土工事関連の記載がございません。別途と考えて宜し

いでしょうか。御教示願います。 

 

５ 工事車両が通行する経路（建物東側）を確保する為、山留等が必要となる場合は、

別途協議対象と考えて宜しいでしょうか。御教示願います。 

 

６ 処理槽配筋図（A-170）について本体槽と原水ポンプ槽の記載がございますが、本

体槽は敷地北東角の浄化槽と考えて宜しいでしょうか。また、原水ポンプ槽の設置

場所について不明です。設置場所の御指示を御願い致します。 



 

７ 敷地内に大型車両（ポ―ルトレーラー・コンクリートミキサー車）等の進入の際、 

地盤状況を考慮しますと敷き鉄板が必要と思われますが敷き鉄板については東側の

99 ㎡分しか記載がございません。必要な敷き鉄板については別途協議と考えて宜し

いでしょうか。御指示願います。 

 

８ 浄化槽、原水ポンプ槽の地耐力の確認方法は、キャスポル試験で宜しいでしょう

か。御指示願います。 

 

９ ボーリング図における水位より深く掘削をする基礎や水治訓練室ピットについ

て、水替えが発生することが想定されます。水替え費につきましては別途協議対象

を考えて宜しいでしょうか。御指示願います。 

 

10 屋外整備・平面図（G-01）について凡例に（別途工事）の記載がございますが、

これらの工事はいつ頃の予定でしょうか。また、敷地周囲の道路拡幅や河川改修等

の周辺の整備工事はいつ頃の予定でしょうか。合わせて御指示願います。 

 

11 矩計詳細図（A-28）において、地中梁の断熱材立下げ範囲は外壁廻り及びピット

外壁廻りのみと考えて宜しいでしょうか。御指示願います。 

 

12 今回の工事につきまして開発行為の扱いとなるのでしょうか。なる場合は 37 条申

請（建築制限解除）扱いの工事となるのでしょうか。御教示願います。 

 

13 水治訓練室のプールサイドの床仕様について、防滑性ビニール床シートとなって

おりますが防水用の塩ビ樹脂系防水シートではなく一般内装用の防滑性ビニール床

シートと考えて宜しいでしょうか。御指示願います。 

 

14 グランド側に作業員駐車場整備で砂利敷きにした場合、別途グランド整備工事前

に砂利を撤去しなければならないでしょうか。御指示願います。 

 

15 旧保原小学校の解体跡地ではあるが杭打機の接地圧に耐えられる現状地盤と考え

て宜しいでしょうか。また、改良等が必要となる場合は別途協議対象と考えて宜し

いでしょうか。御指示願います。 

 

16 天井下地について設計書では一般天井の記載となっておりますが、文部科学省に

よる特定天井には該当しない考えで宜しいでしょうか。また、特定天井となる場合

は別途協議対象と考えて宜しいでしょうか。御指示願います。 

 

17 A-118・119 図において、 SD-26～35 は、仕上 SUS 1.5ｔと記載がありますが、金

抜き設計書では、鋼製建具（スチール）として計上されております。ステンレス製



と判断して宜しいでしょうか。ご教授願います。 

 

18 入札公告および入札説明書において、工期に「議会の議決を得た日から３日を経

過した日から」とありますが、議会決議予定日をご教授願います。 

 

19 建築確認済証受領予定日をご教授願います。 

 

20 金抜き設計書において、共通仮設費（積上）仮囲い H=2.0ｍ 15 ヶ月  557ｍ とあ

りますが、実数精算して頂けるものと考えて宜しいでしょうか。ご教授願います。 

 

21 金抜き設計書において、共通仮設費（積上）シートゲート W5.4～6.0×H4.5 15

ヶ月３か所とありますが、実数精算して頂けるものと考えて宜しいでしょうか。ご

教授願います。 

 

22 金抜き設計書において、共通仮設費（積上）交通誘導警備 B 526 人とありますが、

実数精算して頂けるものと考えて宜しいでしょうか。ご教授願います。 

 

23 金抜き設計書において、共通仮設費（積上）仮設鉄板敷 15 ヶ月 99 ㎡とあります

が、実数精算して頂けるものと考えて宜しいでしょうか。ご教授願います。 

 

24 金抜き設計書において、共通仮設費（積上）現場建て方機械損料の項目がありま

すが、実数精算して頂けるものと考えて宜しいでしょうか。ご教授願います。 

 

25 様式 11-3の工事実績証明願の捺印は契約者印ではなくて担当部署・担当者印でも、

宜しいでしょうか。 

 

26 別紙１の（閲覧参考）見積関係記載の単価は予定価格算定に使用された金額と理

解してよろしいですか。 

 

27 入札説明書３（５）共同企業体構成表の施工実績について、ＣＯＲＩＮＳ登録し

ている工事を実績として提出する場合は、ＣＯＲＩＮＳ登録内容確認書のみの添付

でよろしいでしょうか。 

 

28 技術提案書作成様式２（その１）には文字サイズの注意点がないのですが、文字

サイズ等は任意でよいでしょうか。 

 

29 金抜き設計書には代価表が添付されておりますが、提出内訳に代価表まではつけ

る必要はあるのでしょうか。 

 

30 配付図面に見づらいところがあるので、鮮明な図面 ＰＤＦ データを頂けないで



しょうか。 

 

31 入札説明書９（１）イ（イ）の「～その種類及び規模をほぼ同じくする契約を数

回以上に～」とありますが数回とは２回以上でよいでしょうか。 

 

32 水治訓練室は掘削深さが GL-3600 ありますが、金抜き内訳書には山止めがありま

せん。計上して宜しいでしょうか。御指示ください。 

 

33 監督員事務所は必要でしょうか。必要の場合は大きさをご提示願います。 

 

34 外構工事の別途工事の範囲が不明です。御指示ください。 

 

35 共 A-13 図、構造図全般が不明瞭です。再度いただくことはできるでしょうか。 

 

36 金抜き内訳 P68 のエキスパンジョイントの数量の内訳が不明です。ご提示願いま

す。 

 

37 金抜き内訳で外部と内部の範囲が不明です。御指示ください。 

 

回   答   事   項 

１ 令和２年９月定例会に当該契約の内容を議案として提出予定ですが、現時点では

回答いたしかねます。過去の定例会日程を参考に着工可能時期を想定くださるよう

お願いします。 

 

２ お見込みのとおりです。 

 

３ 浄化槽設置に伴う土工事は、機械設備工事になります。 

 

４ お見込みのとおりです。 

 

５ お見込みのとおりです。 

 

６ 本体槽は、お見込みのとおりです。原水ﾎﾟﾝﾌﾟ槽は、機械設備工事の図面 M-49 を

参考としてください。 

 

７ お見込みのとおりです。 

 

８ 確認方法は監督員と協議してください。なお、地質調査柱状図（１）（図面共 S-02）

を参考に地耐力を判断しています。 

 



９ お見込みのとおりです。 

 

10  校舎及び屋内運動場の完成時期に合わせて、グラウンド等整備工事に着手する予

定です。また、敷地周辺の整備工事について、着手時期は未定です。 

 

11 お見込みのとおりです。なお、熱橋部は図面 A-26 の「熱橋部分床詳細図」を参照

してください。 

 

12 開発行為ではありません。 

 

13 お見込みのとおりです。 

 

14 お見込みのとおりです。 

 

15 お見込みのとおりです。 

 

16 お見込みのとおりです。 

 

17 図面を正とします。なお、内訳書もステンレス製で積算しています。 

 

18  上記１と同様であり、過去の定例会日程を参考に、議会決議日を想定くださるよ

うお願いします。 

 

19 ７月初旬を予定しています。 

 

20 必要な数量の変更は協議ください。 

 

21 必要な数量の変更は協議ください。 

 

22 必要な数量の変更は協議ください。 

 

23 必要な数量の変更は協議ください。 

 

24 必要な数量の変更は協議ください。 

 

25  契約者の記名、押印としてください。 

 

26  お見込みのとおりです。 

 

27  CORINS の登録内容確認書により、入札公告２(1)カの条件を満たすことが確認で



きる場合は、その他の書類を提出する必要はありません。 

 

28  お見込みのとおりです。 

   なお、判読できない場合は、評価の対象となりません。 

 

29  必要ありません。 

 

30  紙媒体の図面閲覧もしくは貸出をします。 

 

31  お見込みのとおりです。 

 

32 オープンカット工法で設計しています。なお、山留めが必要となる場合は、協議

ください。 

 

33 特記仕様書（共 A-03）のとおりとし、設けません。 

 

34 図面 G-01～08 のとおりとし、別途工事は凡例に記載しております。 

 

35  紙媒体の図面閲覧もしくは貸出をします。 

 

36 数量の内訳は以下のとおりです。 

・東側渡り廊下（100 型 屋根：3.2m、外壁：8.5m、内壁：5.2m、天井：2.7m、床

：2.7m） 

・中央渡り廊下(北)（100 型 屋根：8.2m、外壁：16.0m、内壁：13.2m、天井：11.0m、

床：15.2m） 

・中央渡り廊下(南)（100 型 屋根：8.2m、外壁：8.0m、内壁：13.2m、天井：11.0m、

床：15.5m）（200 型 屋根：7.0m、外壁：4.4m） 

・西渡り廊下（100 型 屋根：14.8m、外壁：16.9m、内壁：10.4m、天井：6.4m、

床：10.4m）  

    

37 内訳書上、外部と内部に分けて計上しておりません。仕上表（図面 A-10～14）等

の図面で確認してください。 

 

 


