
質問に対する回答書 

（見積に関する質問に対する回答） 

 
工事等番号  平成２９年度営文振補継第５４号 
工事等件名  （仮称）津市久居ホール機械設備工事  

 
上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 
設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＴＫ－２ 

 
特記仕様書２章１．（５）．ａの

ダクト材質に屋外露出部の記載が

ありません。ステンレス製と考え

てよろしいですか。 
 

 
貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 

設計図 
ＡＣ－１５ 

 
図面右下の注記欄に「６．建築

的に二重遮音構造となっている室

を貫通するダクトの貫通部分は、

全てサンダムシート二重巻きとす

る（ホール、スタジオ、練習室、

ピアノ庫等）」と記載があります

が、建築図がない為詳細が不明で

す。対象になる部屋は図面に記載

の４部屋だけと考えてよろしいで

すか。 
 

 
ホール、スタジオ、練習室１・２・

３、ピアノ庫２の６部屋です。 
 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＡＣ－２０ 
ＡＣ－２３ 

 
消音器の記載がありますがサイ

ズの寸法だけで減音性能について

記載がありません。必要性能につ

いて指示願います。また、汎用品

で良い場合でもメーカーによって

設定性能が違います。汎用品の場

合は参考メーカーについて教示下

さい。 
 

 
ＡＨＵ用の減音性能は、 
ＡＨＵ－１のＳＡは１８ｄＢ（Ａ）×

２個、 
ＡＨＵ－１のＲＡは１４ｄＢ（Ａ）×

１個と１２ｄＢ（Ａ）×２個、 
ＡＨＵ－２のＳＡは１０ｄＢ（Ａ）×

１個、 
ＡＨＵ－２のＲＡは１４ｄＢ（Ａ）×

１個、 
ＡＨＵ－３のＳＡは１７ｄＢ（Ａ）×

１個、 
ＡＨＵ－３のＲＡは１６ｄＢ（Ａ）×

１個、 
ＡＨＵ－４のＳＡは１５ｄＢ（Ａ）×

３個、 
ＡＨＵ－４のＲＡは２２ｄＢ（Ａ）×

１個 
ＰＡＣ用４０個の減音性能は、 
７ｄＢ／６３Ｈｚ，１１ｄＢ／１２５

Ｈｚ，１８ｄＢ／２５０Ｈｚ， 
２２ｄＢ／５００Ｈｚ，２１ｄＢ／１

ｋＨｚ，１８ｄＢ／２ｋＨｚ， 
１８ｄＢ／４ｋＨｚ，１５ｄＢ／８ｋ

Ｈｚとします。 
 

設計図 
ＰＬ－０１ 
ＡＣ－４８ 
ＡＣ－５０ 

 
ＴＷ－１受水槽の仕様に「水位

制御用圧力センサー×２（制御盤

共）と記載がありますが、自動制

御の図面では電極棒を設置すると

記載されています。自動制御図を

正と考え電極棒で検知すると考え

てよろしいですか。 
 

 
貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 

設計図 
ＰＬ－０１ 
ＰＬ－１３ 
ＡＣ－４８ 
 

  
上記質疑を踏まえての質疑です

が、ＡＣ－４８では電極棒は衛生

工事となっていますがＰＬ－１３

のバルブリストには電極棒の記載

がありません。ＡＣ－４８の計装

図に合わせて３Ｐ×２個、５Ｐ×

２個を衛生工事で計上すると考え

てよろしいですか。 
 

 
屋内給水設備として計上してありま

す。 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＡＣ－３４～３

６ 

 
配管架台図で配管架台上部に冷

媒管ラックを設置するように記載

されていますが、下記について教

示願います。 
① ＡＣ－３４でＡ～Ｈの架
台上部に冷媒管ラックを

設置すると記載がありま

すが、ＡＣ－３５の配管ラ

ック図と相違があります。

ＡＣ－３５の配管ラック

図を正と考えてよろしい

ですか。 
② 冷媒管ラック内の冷水管
及び温水管の保温仕様は

屋内露出と考えてよろし

いですか。また、冷媒管ラ

ックの無い部分は屋外露

出（ＳＵＳラッキング）と

考えてよろしいですか。 
③ 冷媒管ラックはＳＵＳ製
と考えてよろしいですか。

  ④ＡＣ－３６の配管架台図に

は配管ラックの記載があり

ません。不要という事でよ

ろしいですか。 
 

 
①貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 
②貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 
③貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 
④貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 

 
特記仕様書Ｎｏ．１に揮発性有

機化合物の測定は建築工事施工者

に協力し、測定結果を監理者に提

出することとあります。測定・報

告実施者は建築工事施工者と考え

て宜しいでしょうか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 

 
特記仕様書Ｎｏ．１の３３．共

通事項ｂ．その他に竣工後２年間

のエネルギー使用量他のデータ収

集・分析等がありますが、項目の・

には○印が付いておりません。本

事項は該当しないと考えて宜しい

でしょうか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＴＫ－０１ 
ＰＬ－０７ 

 
特記仕様書Ｎｏ．１の配管材料

でポンプ排水の１００Ａ以上はＳ

ＧＰ－ＶＡが該当しており、８０

Ａ以下はＨＩＶＰが表記されてお

りますが○印が付いておりませ

ん。８０Ａ以下はＨＩＶＰと考え

て宜しいでしょうか。 
 

 
貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 
ＡＣ－１６ 
ＡＣ－２８ 
ＰＬ－０７ 

 
地下１階平面図においてダク

ト・配管類の保温外装で機械室・

倉庫以外の範囲は隠蔽部仕様、ま

た塗装は全て不要と考えて宜しい

でしょうか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＡＣ－１３ 
ＡＣ－１５ 
ＡＣ－１７ 
ＡＣ－１９ 

 
ダクト１階及び３階平面図のホ

ール客席部リターングリルは防火

区画部で制気口リストでは建築工

事となっておりますが、ボックス

は不明です。ボックス（内貼共）

も建築工事と考えて宜しいでしょ

うか。 
 

 
ボックス（内貼共）は本工事としま

す。 
１階はＷ１２００×Ｈ２１００×Ｄ

２５００×２箇所（グリルは前室に近

い側の面に設置）、３階はＷ７００×

Ｈ２１００×Ｄ１０００×２箇所とし

ます。 

設計図 
ＡＣ－１１ 
ＡＣ－１４ 
ＡＣ－１５ 
ＡＣ－１８ 

 
空調機器表（１１）にＦＳ－２

－３サーキュレーション用が２階

に１台となっており、ダクト２階

平面図階段５横にＦＳ－２－３の

機番が表記されておりますが、平

面図及び系統図とも本体設置位置

及びダクトが不明です。ご指示下

さい。 
 

 
ダクト２階平面図の「男子便所」の

文字の上部にあります。男子便所天井

（ＢＯＸ状）の上部に設置し、テラス

の窓面の結露防止に利用するため、ダ

クトは不要です。 

設計図 
ＡＣ－１３ 

 
制気口リストのホール客席床吹

出口１７５φはＲＳＵ型相当品と

あります。仕様及び参考メーカ等

をご指示下さい。 
 

 
低床型床吹出口（参考メーカー：丸

光産業） 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＡＣ－１３ 
ＡＣ－１８ 
ＡＣ－１９ 

 
空調ダクト２階平面図注記に座

席下吹出口のダクト接続はフレキ

シブルダクト１７５φを用いる。

また座席下吹出口風量調整用にＶ

Ｄ２００φ×３６３箇所を設置す

るとあります。床吹出口及びフレ

キシブルダクトは１７５φです

が、ＶＤは記載どおり１７５φで

はなく２００φと考えて宜しいで

しょうか。また各フレキシブルダ

クトの長さは１ｍと考えて宜しい

でしょうか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＡＣ－１９ 

 
空調ダクト３階平面図において

ＤＳから屋内機器置場に入るＯＡ

ダクト５００×３５０は防火区画

を貫通しております。ＦＤ５００

×３５０を１個取り付けると考え

て宜しいでしょうか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＡＣ－０５ 
ＡＣ－２０ 

 
空調ダクトＲ階平面図において

Ｙ１通り側投光デッキにＰＡＣ－

４－１－１×２台及びダクトが防

火区画を貫通して記載されており

ますが、機器表（５）ではＰＡＣ

－４－１－１は天吊型となってお

ります。ダクト等は不要と考えて

宜しいでしょうか。 
 

 
 ＰＡＣ－４－１－１は天井埋込型の

機器とします。 
 

設計図 
ＡＣ－２０ 

 
空調ダクトＲ階平面図において

ＰＡＣ－４－１－２，４－２－１，

４－３－１のチャンバー寸法、仕

様等が不明です。ご指示下さい。

 

 
１４００×４００×３００Ｈ（ＧＷ

２５ｔ）とします。 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＡＣ－２０ 
ＡＣ－２１ 

 
空調ダクトＲ，Ｒ２階平面図に

消音器が記載されておりますが、

各バンド別減衰量が不明です。消

音内貼りダクト（ＧＷ５０ｍｍ）

と考えて宜しいでしょうか。 
 

 
ＰＡＣ用４０個の消音器の減音性能

は、 
７ｄＢ／６３Ｈｚ，１１ｄＢ／１２５

Ｈｚ，１８ｄＢ／２５０Ｈｚ， 
２２ｄＢ／５００Ｈｚ，２１ｄＢ／１

ｋＨｚ，１８ｄＢ／２ｋＨｚ， 
１８ｄＢ／４ｋＨｚ，１５ｄＢ／８ｋ

Ｈｚとします。 
 

設計図 
ＡＣ－２３ 
ＡＣ－２４ 

 
空調ダクト詳細図（２），（３）

においてダクトの消音器が記載さ

れておりますが、各バンド別減衰

量が不明です。消音内貼りダクト

（ＧＷ２５ｍｍ）と考えて宜しい

でしょうか。 
 

 
ＡＨＵ用の減音性能は、 
ＡＨＵ－１のＳＡは１８ｄＢ（Ａ）×

２個、 
ＡＨＵ－１のＲＡは１４ｄＢ（Ａ）×

１個と１２ｄＢ（Ａ）×２個、 
ＡＨＵ－２のＳＡは１０ｄＢ（Ａ）×

１個、 
ＡＨＵ－２のＲＡは１４ｄＢ（Ａ）×

１個、 
ＡＨＵ－３のＳＡは１７ｄＢ（Ａ）×

１個、 
ＡＨＵ－３のＲＡは１６ｄＢ（Ａ）×

１個、 
ＡＨＵ－４のＳＡは１５ｄＢ（Ａ）×

３個、 
ＡＨＵ－４のＲＡは２２ｄＢ（Ａ）×

１個 
とします。 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 
ＴＫ－０２ 
ＡＣ－３０ 
ＡＣ－３１ 
ＡＣ－３３ 
ＡＣ－３４ 
ＡＣ－３６ 
ＰＬ－０７ 
ＰＬ－１３ 

 
空調・衛生設備機器用コンクリ

ート基礎工事及びエアコン室外機

コンクリート基礎上鉄骨一次鋼材

は別途建築工事と考えて宜しいで

しょうか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＡＣ－０３ 
ＡＣ－２１ 
ＡＣ－２３ 
ＡＣ－３３ 
ＡＣ－３６ 

 
空調機器表（３）において空調

機ＡＨＵ－３は屋内型となってお

りますが、ダクト及び配管平面図

ではＡＨＵ－１～３は屋外設置と

なっております。平面図どおりＡ

ＨＵ－３は屋外型と考えて宜しい

でしょうか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 
ＡＣ－３１ 
ＡＣ－３４ 

 
特記仕様書Ｎｏ．１の冷媒管保

温で屋外露出はステンレスラッキ

ング及び保温化粧ケース（ステン

レス）とあります。３階屋外機置

場の冷媒管は空調配管詳細図（１）

の冷媒管ラック（ＬＣタイプ、ノ

ンスリップタイプ）を使用すると

思われますが、メーカ標準仕様は

高耐食性めっき鋼板で、ステンレ

ス製は受注製作品となっておりま

す。空調主配管ラック及び冷媒管

化粧ラックは特記仕様書どおりス

テンレス鋼板製と考えて宜しいで

しょうか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 
ＡＣ－３７～４

１ 

 
床暖房設備で配管のシンボルは

給湯往・還管表記となっておりま

すが、配管材は温水管と同じＳＧ

Ｐ（白）と考えて宜しいでしょう

か。 
 

 
配管材料はＨＴＬＰとします。 

 

設計図 
ＡＣ－３７ 
ＡＣ－３８ 
ＡＣ－４８ 

 
床暖房設備の自動制御工事範囲

は計装図（５）に記載されている

とおり、配線工事だけとなってお

ります。床暖房ヘッダー廻り図設

備工事側の電動三方弁は床暖房設

備より支給されると考えて宜しい

でしょうか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＡＣ－３７ 

 
床暖房設備の工事区分において

床暖房熱源機、循環ポンプ及び膨

張タンクの搬入・据付工事は全て

床暖房設備工事と考えて宜しいで

しょうか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 
ＴＫ－０２ 
ＰＬ－０８ 

 
衛生１階平面図の給水引込工事

において量水器ボックス取替、メ

ータは既設利用とあります。量水

器までの給水引込管及び量水器は

既設をそのまま利用し、量水器ボ

ックス取替及び以降受水槽までの

配管工事を埋設部ＳＧＰ－ＶＤ、

屋内部ＳＧＰ－ＶＢにて行うと考

えて宜しいでしょうか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０２ 
ＰＬ－０４ 
ＡＣ－４３ 
ＡＣ－４８ 

 
給水設備工事において量水器の

子メータは雑用水槽補給水管、雑

用水ポンプ吐出側給水管及びカフ

ェ厨房給水管の３箇所に付いてお

り、特記仕様書Ｎｏ．２の給水設

備に子メータはパルス式とありま

す。中央監視ポイント表及び自動

制御計装図（５）の計測・計量系

統には記載されておりませんが特

記仕様書どおりパルス発信式と

し、計装工事は別途工事と考えて

宜しいでしょうか。 
 

 
パルス発信式とし、計装工事は本工

事とします。 

設計図 
ＴＫ－０１ 
ＰＬ－０５ 
ＰＬ－０７ 
ＰＬ－１３ 
ＰＬ－２５ 
ＰＬ－２６ 

 
衛生外構図の井水ポンプから雑

用水槽までの井水配管は、さく井

設備工事ではなく給水設備工事

（雑用水）の範囲で、配管材は雑

用水と同じ管材（屋内：ＳＧＰ－

ＶＡ、埋設：ＳＧＰ－ＶＤ）と考

えて宜しいでしょうか。 
 

 
貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＰＬ－０３ 
ＰＬ－１５ 

 
衛生詳細図（３）１階創作工房

の流しに混合水栓が１個あります

が、衛生器具表では数量が不明で

す。シングルレバー混合水栓×１

個と考えて宜しいでしょうか。 
 

 
シングルレバー混合水栓は流し台の

付属品のため別途建築工事です。 

設計図 
ＴＫ－０１ 
ＰＬ－０３ 
ＰＬ－１５ 
ＰＬ－２７ 

 
衛生詳細図（３）１階カフェ厨

房に水栓類が記載されております

が、衛生器具表では不明です。厨

房器具と同様に別途工事と考えて

宜しいでしょうか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＰＬ－０３ 
ＰＬ－１６ 

 
衛生詳細図（４）体験交流室の

流し２台に混合水栓が各１個あり

ますが、衛生器具表では数量が不

明です。シングルレバー混合水栓

×２個と考えて宜しいでしょう

か。 
 

 
シングルレバー混合水栓は流し台の

付属品のため別途建築工事です。 

設計図 
ＴＫ－０２ 
ＰＬ－１８ 

 
消火設備工事において消火器

（置台・ボックス共）は別途工事

と考えて宜しいでしょうか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＡＣ－９～１１ 

 
送風機の仕様で材質の欄があり

ますが、材質は羽根の材質でしょ

うか、ボックスを含む全体の材質

でしょうか。仕様に合致するメー

カーが見つけられません。参考メ

ーカーまたは想定したメーカーが

あれば御教授願います。 
 

 
材質は羽根の材質を示します。 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＡＣ－９～１１ 

 
 上記質疑を踏まえての話です

が、ストレートシロッコファンで

材質が樹脂製となっているものが

特殊仕様で耐湿仕様に○があるも

のと無いものがあります。耐湿仕

様になっていない樹脂製のストレ

ートシロッコファンは通常品（羽

根が鋼板製）と考えてよろしいで

すか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＡＣ－１１ 

 
ＣＦ－１ケミカルフィルター

（カビ臭除去用）のフィルターの

濾材（活性炭）の詳細な仕様をご

教示願います。 
 

 
ユニティソーブＯ２相当品としま

す。仕様はプレフィルター・吊架台付、

材質は本体・トレー共にＳＵＳ３０４

とします。 

設計図 
ＰＬ－０３ 

 
記号Ｌ－１、Ｌ－２洗面器の電

気温水器ＷＨＥ－１（３Ｌ）の組

合せと図面番号ＰＬ－０１記載の

電気温水器ＷＨＥ－１（１階１９

台、２階１７台）が異なっており、

図面番号ＰＬ－１３～－１７詳細

図のＷＨＥ－１の個数が異なって

います。 
詳細図記載ＷＨＥ－１を正とし

て、洗面器との組合せを照合しＬ

－１洗面器２７組を２９組、Ｌ－

２洗面器７組は、電気温水器ＷＨ

Ｅ－１組込み（ＷＨＥ－１は２９

＋７＝３６台）として見積してよ

ろしいでしょうか。 
 

 
 衛生器具表及び衛生機器表のとおり

とし、詳細は協議とします。 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．１にて２２建

物導入部の変位吸収方法が標準図

（建物導入部の変位吸収配管要領

（一））によると御座いますが、ト

レンチ及びコンクリート蓋は別途

建築工事と考えて宜しいですか。

また、フレキシブルジョイントは

設計書細目別内訳に御座いません

が、計上するものと考えるのでし

ょうか。 
 

 
変位を吸収できるようにスリークッ

ションとします。 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 

 
上記質疑にて、本工事の場合、

トレンチ及びコンクリート蓋の寸

法をご提示願います。 
 

 
本工事外です。 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．１にて３０配

管工事・保温工事の防振支持範囲

（冷却水、冷温水管、蒸気管）（給

水管、給湯管）が天井内主配管経

路と御座いますが、天井内主配管

経路とは具体的にどの範囲でしょ

うか。具体的な範囲を図面にてご

提示願います。 
 

 
防振支持範囲は機械室内、シャフト

内及びＮＣ３５以下の居室天井内で

す。 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．１にて３０配

管工事・保温工事の防振支持範囲

（冷却水、冷温水管、蒸気管）（給

水管、給湯管）がＮＣ３５以下の

居室天井内と御座いますが、ＴＫ

－０２特記仕様書Ｎｏ．２－４消

音、遮音目標値の室名と特Ａ－０

０６特記仕様書５（音響）－１．

２性能目標値（１）室内低減目標

値の室名で異なります。（１）室内

騒音低減目標値のＮＣ３５以下の

室名と考えれば宜しいですか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 

 
上記質疑にてピアノ室２に該当

する室名が御座いません。ピアノ

庫１、２と読替えて宜しいですか。

 

 
ピアノ庫２とします、ピアノ庫１は

対象外です。 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．１にて３３共

通事項－ａ配管工事に管の躯体貫

通部は振動遮断処理を行うものと

すると御座いますが、ＴＫ－０１

特記仕様書Ｎｏ．２の８章その他

－躯体および遮音構造の貫通処理

に遮音上重要な躯体、防振遮音層、

乾式遮音間仕切壁へのダクト・配

管等の貫通部は、振動伝達の防止

をはかるため、ダクト・配管の貫

通部は防振貫通処理を行うこと。

と御座います。振動遮断処理と防

振貫通処理は異なるものと考える

のでしょうか。各々の処理方法を

ご提示願います。 
 

 
 振動遮断処理と防振貫通処理は同様

のものです。処理方法は、図面番号Ｔ

Ｋ－０２特記仕様書Ｎｏ．２の８章そ

の他－躯体および遮音構造の貫通処理

に記載のとおりです。（詳細図は別紙１

参照） 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 

 
上記質疑にて、遮音上重要な躯

体、防振遮音層、乾式遮音間仕切

壁が図面で読取れません。具体的

な部位を図面にてご提示に願いま

す。 
 

 
ホール、スタジオ、練習室１・２・

３、ピアノ庫２の６部屋が対象です。 

設計図 
ＡＣ－１５ 
 

 
空調設備ダクト系統図（２）に

て注記６．建築的に二重遮音構造

となっている室を貫通するダクト

の貫通部分は、全てサンダムシー

ト二重巻きとする。（ホール・スタ

ジオ・練習室・ピアノ庫等）と御

座いますが、上記質疑の防振貫通

処理を示すものと考えて宜しいで

すか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．１にて３３共

通事項－ｂその他－機械室（機械

置き場）など、保守点検用スペー

スを確保すべき箇所には、必要に

応じて点検用歩廊，手摺りなどを

設けること。と御座いますが、図

面及び設計書細目別内訳に御座い

ません。計上する場合、設置箇所

及び図面をご提示願います。 
 

 
図面番号ＡＣ－３４、３５の冷媒管

ラック（カバー：ノンスリップタイプ）

を指します。 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．１にて３３共

通事項－ｂその他－ホテル、劇

場・映画館、病院、住宅などは、

原則として、ＶＬ値４５以下を目

標に防振支持を行う。ＮＣ－２５

以下の施設はＶＬ－４０以下を目

標に施工を行う。他の施設は監理

者との協議による。（ＶＬ－５０

を上限とする。）と御座いますが、

本物件では、ＮＣ３５以下の居室

内天井の冷温水管、給水管、給湯

管、ダクトにゴム防振支持を施す

ものと考えて宜しいですか。異な

る場合は、具体的にご指示願いま

す。 
 

 
貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．１にて市水引

込管がステンレス鋼鋼管と御座い

ますが、ＰＬ－０８衛生設備１階

平面図には、量水器ボックス取替、

メーターは既設利用とあり、市水

引込み管は既設利用と読取れま

す。市水引込み管は既設利用と考

えて宜しいですか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 

 
上記質疑にて、量水器ボックス

取替えとは量水器桝蓋（ＭＢ－２）

を示すものと考えて宜しいですか

（止水栓蓋は既設のまま）。量水器

桝取替えの場合、既設止水栓を閉

止の上、取替えと考えるのでしょ

うか。 
 

 

貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 

 
上記質疑１１にて、メーターか

ら建物迄の埋設管はＳＧＰ－ＶＤ

と考えて宜しいですか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．１にて散水栓

系統の埋設管がＨＩＶＰと御座い

ますが、ＰＬ－０５衛生設備外構

図の上水－水栓柱系統もＨＩＶＰ

と考えて宜しいですか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．１にてポンプ

排水の８０Ａ以下の管材指定が御

座いませんが、ＨＩＶＰと考えて

宜しいですか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．１にてポンプ

排水の１００Ａ以上はＳＧＰ－Ｖ

Ａと御座いますが埋設部はＳＧＰ

－ＶＤと考えて宜しいですか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．１にて高温排

水管がＳＧＰ（黒）と御座います

が使用箇所はＰＬ－１５衛生設備

詳細図（３）１階カフェ厨房詳細

図のエスプレッソコーヒーマシン

５０Ａ枝管排水管のみと考えて宜

しいですか。他使用箇所が御座い

ましたら、ご提示願います。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．１にて屋外露

出の冷媒管保温がステンレスと保

温化粧ケース（材質：ステンレス

製）と御座いますが、ＡＣ－３１

空調設備配管３階平面図に図示が

御座いません。ハト小屋（外壁）

からゲタ基礎に沿うメイン部分は

保温化粧ケースと考え、保温化粧

ケースから室外機接続迄はステン

レスラッキング仕上げと考えて宜

しいですか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０１ 
 

 
上記質疑にて、保温化粧ケース

は歩廊用と考えて宜しいですか。

 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＴＫ－０２ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．２にて２章空

気調和設備－１空気調和設備、換

気設備－（２）熱源機器、空調機

屋外機に熱源機器（特に屋外機）

の設置に当たっては、所定の騒音

規制値を満足（する？）防音対策

を施すこと。と御座いますが、機

器表等には、消音装置等の記載は

御座いません。消音装置等は不要

と考えて宜しいですか。必要な場

合、図面をご提示願います。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０２ 
 

 
上記質疑にて、防音壁が必要な

場合は、別途建築工事と考えて宜

しいですか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０２ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．２にて２章空

気調和設備－１空気調和設備、換

気設備－（５）ダクト－Ｃ防振支

持範囲にて主ダクト経路部分と御

座いますが、具体的な範囲が読み

取れません。具体的な範囲を図面

にてご提示願います。 
 

 
防振支持範囲は機械室内、シャフト

内、ＮＣ３５以下の居室天井内及び屋

上です。 

設計図 
ＴＫ－０２ 
 

 
上記質疑にて、ボックス、チャ

ンバー類は含まれるのでしょう

か。ご提示下さい。 
 

 
貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 

設計図 
ＴＫ－０２ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．２にて２章空

気調和設備－１空気調和設備、換

気設備－（７）保温－ａ保温対象

にて多湿箇所のダクトと御座いま

すが、施工場所の記載が御座いま

せん。施工場所をご指示願います。

 

 
カフェの厨房外気ダクト、厨房排気

ダクト及びカフェの全熱交換器用ダク

トです。 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＴＫ－０２ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．２にて２章空

気調和設備－１空気調和設備、換

気設備－（７）保温－ａ保温対象

にて湯沸室の排気ダクト（ＲＷ５

０㎜）と御座いますが、本物件で

はガス使用の湯沸室は御座いませ

ん。電気温水器設置の給湯室排気

ダクトをＲＷ５０㎜保温と読替え

て宜しいでしょうか。 
 

 
ＩＨヒーターを設置する所の排気ダ

クト（３箇所）をＲＷ５０㎜保温とし

ます。 

設計図 
ＴＫ－０２ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．２にて３章給

排水設備－１給水設備－（１）量

水器が親メーター、子メーター共

パルス式と御座いますが、計測工

事が自動制御フロー図に御座いま

せん。別途電気工事と考えて宜し

いですか。本工事の場合、計装図

をご提示願います。 
 

 
本工事とします。（計装図は別紙２参

照） 
 

設計図 
ＴＫ－０２ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．２にて３章給

排水設備－７ガス設備－（３）ガ

ス漏れ警報器は設置する。に○印

は御座いませんので、別途電気工

事と考えて宜しいですか。 
 

 
別途工事（テナント工事）です。 

設計図 
ＴＫ－０２ 
 

 
上記質疑にてＡＣ－５０自動制

御工事区分図の防災関係にてガス

漏れ検知器配線が電気工事（破線）

と御座います。ガス漏れ検知器本

体も別途電気工事と考えて宜しい

ですか。本工事の場合、工事区分

（電気工事、ガス工事、自動制御

工事）及び図面をご提示願います。

 

 
別途工事（テナント工事）です。 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＴＫ－０２ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．２にて６章特

記補足事項－３見積区分およびそ

の他に冷却塔の鉄骨架台は、本工

事とする。と御座いますが、本物

件は冷却塔一体型吸収冷温水機で

す。コンクリート基礎はベタ基礎

を別途建築工事と考え鉄骨架台は

不要と考えて宜しいですか。必要

な場合、部材、寸法、数量等ご提

示願います。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＴＫ－０２ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．２にて６章特

記補足事項－３見積区分およびそ

の他に屋上や機械室内の点検歩廊

は、本工事とする。と御座います

が、図面及び設計書細目別内訳に

も御座いません。該当無しと考え

て宜しいですか。必要な場合、積

算出来る図面（設置場所、仕様、

寸法、数量等）をご提示願います。

 

 
図面番号ＡＣ－３４、３５の冷媒管

ラック（カバー：ノンスリップタイプ）

を指します。 

設計図 
ＴＫ－０２ 
 

 
特記仕様書Ｎｏ．２にて７章建

築基準法施工令１２９条の２の５

の事項に腐食防止のために講じた

措置（第１２９条の２の５第１項

１号）は特記仕様書Ｎｏ．２ ３

５共通事項ａ．配管工事による。

と御座いますが、特記仕様書Ｎｏ．

２ ３５共通事項ａ．配管工事が

見当たりません。特記仕様書Ｎｏ．

１ ３３共通事項ａ．配管工事と

読替えて宜しいですか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
特Ａ－００１ 
 

 
共通特記仕様書にて７工事区分

－２躯体以外の開口－２現場製作

間仕切壁の開口、補強、枠付け、

穴埋め（防火、防煙区画及び遮音

壁の穴埋めを含む各関連工事）が

各工事に○印が御座いますが、補

強、枠付けは各工事では施工が困

難です。天井同様に、別途建築工

事と考えて宜しいですか。 
 

 
各工事（建築・電気設備・機械設備）

とします。 

設計図 
特Ａ－００１ 
 

 
共通特記仕様書にて７工事区分

－２躯体以外の開口－３床、壁の

直付各種器具の開口、補強、枠付

け、穴埋め（補強は建築、各関連

工事）が各工事に○印が御座いま

すが、補強、枠付けは各工事では

施工が困難です。天井同様に、別

途建築工事と考えて宜しいです

か。 
 

 
各工事（建築・電気設備・機械設備）

とします。 

設計図 
特Ａ－００１ 
 

 
上記質疑にて、特殊壁、特殊床

（ボード以外）の開口は別途建築

工事と考えて宜しいですか。 
 

 
各工事（建築・電気設備・機械設備）

とします。 

設計図 
特Ａ－００１ 
 

 
共通特記仕様書にて７工事区分

－５設備関連工事－２７設備機器

架台、屋外屋内設備機器点検用架

台（各関連工事）に空調、衛生に

○印が御座いますが、図面、設計

書細目別内訳共記載が御座いませ

ん。室外機の架台工事も含め別途

工事と考えて宜しいですか。本工

事の場合、図面（１次側鋼材、２

次側鋼材、仕様、寸法、数量等）

をご提示願います。 
 

 
本工事とします。点検用架台は図面

番号ＡＣ－２３及び３４～３６等の架

台や冷媒管ラック（カバー：ノンスリ

ップタイプ）を示し、屋外機の架台は

機器表にあるスプリング防振架台を示

します。 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
特Ａ－００１ 
 

 
共通特記仕様書にて７工事区分

－９使用料金等の負担－上下水道

１０本設上水道引込み接続工事

（引込接続負担給水加入金別途）

に○印が御座いますが、ＰＬ－０

８衛生設備１階平面図に、メータ

ーは既設利用とありますので、上

水道引込み接続工事は該当無しと

考えて宜しいですか。また、○印

が空調に御座います。誤記と考え

て宜しいですか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
特Ａ－００１ 
 

 
共通特記仕様書にて７工事区分

－９使用料金等の負担－上下水道

９本設下水道接続工事（負担金、

加入金別途）に○印が御座います

が、ＰＬ－０８衛生設備１階平面

図に、２５、５３既設公設桝に接

続とありますので、下水道接続工

事は該当無しと考えて宜しいです

か。また、○印が空調に御座いま

す。誤記と考えて宜しいですか。

 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
特Ａ－００６ 
 

 
特記仕様書５（音響）にて３節

設備関係工事－３．３防振工事－

（１）ホールに対し騒音・振動減

となり得るホール周辺の機器、ダ

クト、配管、変圧器、昇降設備は

防振を行うこと。と御座いますが、

機器表の防振装置はこれを加味し

たものと考えて宜しいですか。異

なる場合、各機器の防振方法をご

提示願います。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＡＣ－０３ 
 

 
空調設備機器表（３）（空調機）

にてＡＨＵ－３ユニット型空調機

が屋内型と御座いますが、平面図

は屋外設置です。屋外型と読替え

れば宜しいですか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＡＣ－０３ 
 

 
空調設備機器表（３）（空調機）

にて注記２８．空調機に設置する

ダンパは、気密型とする。と御座

いますが、ダンパとはＭＤを示す

のでしょうか。また、ダンパは各

空調機のどの流体に取付けるもの

と考えれば宜しいですか。 
 

 
貴見のとおり解して差し支えありま

せん。取付位置は図面番号ＡＣ－４５、

４６の計装図を参照とします。 

設計図 
ＡＣ－０５ 
 

 
空調設備機器表（５）（パッケー

ジ２）にてＰＡＣ－１－１０ビル

用マルチ室外機冷房能力が８．０

ｋｗと御座いますが、メーカーに

よっては該当品が御座いません。

能力を上げて計上するものと考え

て宜しいですか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＡＣ－０５ 
 

 
空調設備機器表（５）（パッケー

ジ２）にてＰＡＣ－２－６～９－

１、－２－６～９－１（ホワイエ

系統）天井隠蔽型室内機の備考欄

に防振吊り架台共と御座います

が、防振吊り金具と読替えて宜し

いですか。吊り架台の場合、架台

寸法、参考メーカー、参考型番等

ご教授願います。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＡＣ－０５ 
 
 

 
空調設備機器表（５）（パッケー

ジ２）にてＰＡＣ－２－１０－１

（調光盤室）が天井埋込型室内機

と御座いますが、ダクト図に御座

いません。天吊り露出型と読替え

て宜しいですか。天井埋込型の場

合、ダクト図、制気口リストをご

提示願います。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＡＣ－０５ 
 

 
空調設備機器表（５）（パッケー

ジ２）にてＰＡＣ－４－１－１（投

光室）が天井吊型室内機と御座い

ますが、ダクト図が御座います。

天井埋込型と読替えて宜しいです

か。 
 

 

貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 

設計図 
ＡＣ－０９～１

１ 
 

 
空調設備機器表（９～１１）（送

風機１～３）にて消音ボックス付

ストレートシロッコファンが樹脂

製と御座いますが、樹脂製とはシ

ロッコ羽根部分を示すもの（外装

は鋼板製）と読替えて宜しいです

か。本体樹脂製の場合、参考メー

カー、参考型番をご教授下さい。

 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＡＣ－１１ 
 
 

 
空調設備機器表（１１）（送風機

３）にてＣＦ－１ケミカルフィル

ター（カビ臭除去用）が御座いま

すが、風量（１，０００ＣＭＨ）

以外の仕様が読取れません。仕様

及び参考メーカー、参考型番をご

提示願います。 
 

 
ユニティソーブＯ２相当品とし、プ

レフィルター・吊架台付、材質は本体・

トレー共にＳＵＳ３０４（メーカー標

準品）とします。（参考メーカー：ミド

リ安全エア・クオリティ） 

設計図 
ＡＣ－１１ 
 

 
空調設備機器表（１１）（送風機

３）にてＰＷ－１加湿用カートリ

ッジ式純水器が御座いますが、平

面図で確認出来ません。給排水管

接続不要、バルブ不要と考えて宜

しいですか。設置場所をご提示願

います。 
 

 
 設置場所は受水槽ポンプ室とし、配

管及びバルブ等の設置も本工事としま

す。 
 

設計図 
ＡＣ－１１ 
 

 
上記質疑にて、参考メーカー及

び参考型番をご教授下さい。 
 

 
参考メーカー及び参考型番は 
栗田工業（デミエースＤＸ－２５型）

とします。 
 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＡＣ－１５ 
 

 
空調設備ダクト系統図（２）に

て注記５．ＦＥ－１－２２（－１

－２３誤記）、ＦＥ－１－２３の本

体及びＥＡダクトは全てサンダム

シート巻きとする。と御座います

が、①ＡＣ－１５注記、②ＡＣ－

１５系統図、③ＡＣ－２０・２１・

２３・２４平面図・詳細図で範囲

が異なります。③平面図・詳細図

を正としサイレンサーからハト小

屋（ハト小屋内を除く）迄を範囲

と考えて宜しいですか。 
 

 
貴見のとおり解して差し支えありま

せん。但し、施工範囲はサイレンサー

からハト小屋（ハト小屋内を除く）迄

ではなく、ＡＣ－２３の注記のとおり

とします。 
 

設計図 
ＡＣ－１５ 
 

 
空調設備ダクト系統図（２）に

て舞台下部スペースとダクトスペ

ースに渡る床吹出口系統ダクト

（６５０×２００）に波線が御座

いますが、何を意味するのでしょ

うか。キャンパス継手３００Ｌ程

度を見込むものと考えて宜しいで

すか。異なる場合、参考メーカー、

参考型番、仕様等ご教授下さい。

 

 
波線は客席上昇時に、ダクトの位置

を合わせる為の継手を示します。ご提

示の継手を両端に設置（計２個）とし

ます。 
 

設計図 
ＡＣ－１７ 
 

 
空調設備ダクト１階平面図にて

注記３．※は反射板内空調用フレ

キシブルダクト３５０φ接続口

（床点検口内に設置）計４か所を

示す。フレキシブルダクト２００

φ×４ｍ×４本を付属品とする。

と御座いますが、①フレキシブル

ダクト３５０φに対しダクトサイ

ズは２００φとなりどのように接

続するのでしょうか。接続要領図

をご提示願います。②フレキシブ

ルダクト２００φ×４ｍ×４本を

付属品とすると御座いますが本体

を何としての付属品なのでしょう

か。本体を示すもの、本体と付属

品の接続要領図をご提示願いま

す。 
 

 
①接続口は２００φ×４ヶ所としま

す。 
②接続口（床点検口内に設置）と反射

板の壁（人の手が届くレベル）に設置

する接続口（２００φ×４箇所、共に

建築工事）をつなぐためのフレキシブ

ルダクト２００φ×４ｍ×４本を付属

品とします（反射板利用時も、舞台部

に空調送風できるようにするため）。 
 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＡＣ－２９ 
 

 
空調設備配管１階平面図にて空

調ドレン管放流先がトラップ桝と

御座いますがサイズ、深さ、蓋仕

様が不明です。各トラップの仕様

をご提示願います。 
 

 
すべて７５×５０－１２５、６００

Ｈ、鋳鉄製防護蓋（Ｔ－０８）としま

す。 
 

設計図 
ＡＣ－２９ 
 
 

 
上記質疑にて、トラップ桝以降

の行き先が不明です。最寄りの雨

水桝に接続の場合、最寄りの接続

可能（深さ）な雨水桝又は側溝の

位置が読取れません。最寄りの接

続可能な雨水桝及び側溝の位置を

ご提示願います。また、コンクリ

ート根巻きの有無もご提示願いま

す。 
 

 
最寄りの側溝は図面番号ＰＬ－０５

参照とします。またコンクリート根巻

きは不要です。 
 

設計図 
ＡＣ－３４ 
ＡＣ－３５ 
 

 
空調設備配管詳細図（１）（２）

にて冷温水配管用冷媒管ラック図

が御座いますが、６００Ｗのラッ

クを並列に設置しますと、配管ル

ートを塞ぐ事となり、開口が必要

です（１２００Ｗは御座いませ

ん）。開口する事により強度（歩行

用等）が保てなくなります。強度

は無視し図面通りの寸法にて計上

するものと考えて宜しいですか。

異なる場合、変更図面、参考メー

カー、参考型番等ご提示願います。

 

 
配管ラックは並列設置ですが、間隔

を空け配管ルートを塞がない程度に離

すことで開口無しで対応します。 
 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＡＣ－３７ 
 

 
床暖房設備仕様書（１）にて４

部材選定リストの機器は、床暖房

設備工事範囲外です。機器表及び

設計書細目別内訳にも記載は御座

いません。別途工事と考えて宜し

いですか。本工事の場合、機器見

積り徴収にあたり、①床暖房熱源

機の付属品、仕様（潜熱回収型？）

②循環ポンプの流量及び仕様（ラ

インポンプＳＵＳ製？）付属品無

し？③密閉式膨張タンクの仕様

（ＳＵＳ製？）付属品無し？等、

本物件の機器表相当の内容をご提

示願います。 
 

 
 本工事とし、 
①ＧＤ－４３３Ｎ相当品（付属品：プ

ラグユニオン（燃料配管接続用） 
②４０ＬＰＤ６１．５相当品（２５Ｌ

／ｍｉｎ、ラインポンプＳＵＳ製） 
③ＳＴ－２８相当品（鋼板製、付属品

無し）とします。 
 

設計図 
ＡＣ－３７ 
 

 
床暖房設備仕様書（１）にて１

概要－１０熱源機～ヘッダー間配

管工事は、床暖房設備工事範囲外

で空調配管工事と記載が御座いま

すが、設計書細目別内訳に記載は

御座いません。別途工事と考えて

宜しいですか。本工事の場合、配

管材は冷温水配管同様のＳＧＰ

（白）と考えて宜しいですか。 
 

 
本工事とし、配管材料はＨＴＬＰと

します。 

設計図 
ＡＣ－３７ 
 

 
上記質疑にて、バルブ類、保温

工事等付随工事も冷温水配管に倣

うものと考えて宜しいですか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＡＣ－３７ 
 

 
床暖房設備仕様書（１）にて１

概要－１１三方弁配管工事は、床

暖房設備工事範囲外で空調配管工

事と記載が御座いますが、設計書

細目別内訳に記載は御座いませ

ん。別途電気工事と考えて宜しい

ですか。本工事の場合、電動三方

弁の仕様をご提示願います。 
 

 
本工事とし、仕様は電動式１０Ｋボ

ール弁、ねじ込み形、三方二面シート、

Ｌポート、レデューストボア型（ＥＡ

１００－ＴＮＥ相当品）とします。 
 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＡＣ－３７ 
 

 
床暖房設備仕様書（２）の８床

暖房系統図にて三方弁制御配線工

事が、ＡＣ－４８自動制御設備計

装図（５）の－９床暖房廻り配線

工事図に御座いません。三方弁制

御配線工事は別途電気工事と考え

て宜しいですか。本工事の場合、

計装図をご提示願います。 
 

 
本工事とし、センサーの感知温度に

より開閉（バイパス）制御とします。

配線はＶＣＴＦ１．２５ｓｑ－４Ｃと

します。 
 

設計図 
ＡＣ－３７ 
 
 

 
上記質疑にて、循環ポンプ制御

配線工事の記載も御座いません。

別途電気工事と考えて宜しいです

か。本工事の場合、計装図をご提

示願います。 
 

 
本工事とし、床暖房熱源機の運転と

連動とします。配線はＶＶＦ２．０ｍ

ｍ－３Ｃ（制御）、ＩＶ２．０ｍｍ（ア

ース）とします。 
 

設計図 
ＡＣ－４５ 
ＡＣ－４６ 
 

 
自動制御設備計装図（２）（３）

空調機（ＡＨＵ－１～４）の外気

及び排気系統にＭＤが御座います

が、ダクト図に御座いません。計

装図を正としＭＤ本体を見込むも

のと考えて宜しいですか。（駆動

部は自動制御工事） 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＡＣ－４５ 
ＡＣ－４６ 
 

 
上記質疑にて、ＭＤを見込む場

合、仕様は気密型と考えて宜しい

ですか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＡＣ－４７ 
 

 
自動制御設備計装図（４）－５

ＰＡＣ渡り配線工事（１）にて表

ではＲＳ個数５１個、フロー図で

は４３ｓｅｔｓです。５１個を正

と考えて宜しいですか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＡＣ－４７ 
 

 
自動制御設備計装図（４）－５

ＰＡＣ渡り配線工事（１）にて表

ではＨ１個数４５個、フロー図で

は４３ｓｅｔｓです。４５個を正

と考えて宜しいですか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＰＬ－０１ 
 

 
衛生設備機器表（１）にてＴＷ

－１受水槽の機器仕様に水位制御

用圧力センサー×２（制御盤共）

と御座いますが、ＦＲＰ製タンク

メーカーの付属品に御座いませ

ん。見積り徴収にあたり、仕様、

参考メーカー、参考型番等ご教授

願います。 
 

 
計装図（電極棒による制御）を正と

し、水位制御用圧力センサーは不要と

します。 
 

設計図 
ＰＬ－０１ 
 

 
上記質疑にて、ＡＣ－４８自動

制御設備計装図（５）－１１水槽

監視（１）に水位制御用圧力セン

サー×２（制御盤共）の取付、配

線工事は含まれていますでしょう

か。含まれてなく、本工事の場合、

計装図をご提示願います。 
 

 
計装図（電極棒による制御）を正と

し、水位制御用圧力センサーは不要と

します。 
 

設計図 
ＰＬ－０１ 
 

 
衛生設備機器表（１）とＰＬ－

１３衛生設備詳細図（１）にてＴ

Ｗ－１受水槽の緊急遮断弁サイズ

が異なります。詳細図を正とし６

５Ａ×２個と考えて宜しいです

か。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＰＬ－０１ 
 

 
衛生設備機器表（１）注記１１．

受水槽の液相部・気相部の材質は

ＳＵＳ３２９またはＳＵＳ３０４

＋ナイロンコーティングとする。

と御座いますが、本物件の受水槽

はＦＲＰ製です。誤記と考えて宜

しいですか。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＰＬ－０３ 
 

 
衛生設備器具表Ｌ－１洗面器は

付属品に電気温水器と御座います

ので、ＰＬ－０１衛生設備機器表

（１）のＷＨＥ－１電気温水器の

設置箇所と重複する場合は、ＷＨ

Ｅ－１電気温水器数量を３６→９

台と読替えて宜しいですか。 
 
 

 
衛生器具表及び衛生機器表のとおり

とし、詳細は協議とします。 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＰＬ－０３ 
 

 
混合水栓（１階創作工房×１個、

２階体験交流×２個、２階楽屋兼

会議室×１個）がＰＬ－０３衛生

設備器具表及び設計書細目別内訳

に御座いません。別途工事と考え

て宜しいですか。本工事の場合、

参考型番はＦ－２シングルレバー

混合水栓と同様と考えて宜しいで

すか。異なる場合、参考型番をご

提示願います。 
 

 
別途建築工事です。 

 

設計図 
ＰＬ－０４ 
 

 
衛生設備系統図の低圧ガス２０

０ＡにＧＭが御座いますが、平面

図に御座いません。取付場所をご

提示願います。 
 

 
取付場所は図面番号ＰＬ－１５カフ

ェ内に１箇所、図面番号ＰＬ－１７屋

上に２箇所です。 

設計図 
ＰＬ－０５ 
 
 

 
衛生設備外構図及びＰＬ－０８

衛生設備１階平面図にて給排水配

管のコンクリート根巻き工事の記

載は御座いませんが、不要と考え

て宜しいですか。必要な場合、範

囲をご提示願います。 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＰＬ－０５ 
 

 
衛生設備外構図ＳＵＳ製水栓柱

×１個が御座いますがＰＬ－０３

衛生設備器具表及び設計書細目別

内訳に記載が御座いません。別途

工事と考えて宜しいですか。本工

事の場合、内部給水管ＨＩ管６０

×９００Ｈと考えて宜しいですか

 

 
衛生器具設備として計上してありま

す。 

設計図 
ＰＬ－１５ 
 
 

 
衛生設備詳細図（３）１階カフ

ェ厨房詳細図に記載の手洗器（混

合水栓共）×１組、単水栓（水用）

×３個、単水栓（湯用）×３個が

ＰＬ－０３衛生設備器具表及び設

計書細目別内訳に記載が御座いま

せん。別途工事と考えて宜しいで

すか。本工事の場合、参考型番、

付属品等ご提示願います。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 



設計図書等のペー

ジ箇所 質 問 内 容 回  答 

設計図 
ＰＬ－２５ 
 

 
さく井設備図（１）にてマンホ

ール蓋と御座いますがＰＬ－０５

衛生設備外構図の井水ポンプグレ

ーチング蓋を示すのでしょうか。

設計書細目別内訳に御座いませ

ん。別途工事と考えて宜しいです

か。本工事の場合、井水ポンプグ

レーチング蓋の仕様、寸法をご提

示願います。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＰＬ－２５ 
 

 
上記質疑にて、井水ポンプ用桝

の寸法、仕様が不明です。別途建

築工事と考えて宜しいですか。本

工事の場合、桝の寸法、仕様をご

提示願います。 
 

 
 貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 
 

設計図 
ＰＬ－２６ 
 
 

 
さく井設備図（２）にて制御盤

が御座いますが、取付箇所が読取

れません。（屋内仕様、屋外仕様、

配線尺数も不明です。）配線工事は

別途電気工事と考えて宜しいです

か。取付箇所をご提示願います。

 

 
本工事とし、Ｂ１階雨水利用室に設

置とします。制御盤の仕様は、屋内仕

様、井戸～制御盤間はＶＶＲ－５．５

ｓｑ×３Ｃ（ＰＦ２８）、ＣＶＶＳ－２

ｓｑ×２Ｃ×２本（ＰＦ２８）、制御盤

～雑用水槽間はＣＶＶＳ－３．５ｓｑ

×５Ｃ（ＰＦ２８）とします。 
 

設計図 
ＰＬ－２７ 
 

 
厨房器具図（参考図）厨房設備

器具明細表１５ガス瞬間湯沸器が

別途衛生設備工事（１６号、排気

フード対応型、屋内壁掛式）と御

座いますがＰＬ－０１衛生設備機

器表（１）及び設計書細目別内訳

に記載が御座いません。別途工事

と考えて宜しいですか。本工事の

場合、１６号、排気フード対応型、

屋内壁掛式とし、付属品は不要と

考えて宜しいですか。本物件の機

器表相当の内容をご提示願いま

す。 
 

 
 別途工事（テナント工事）です。 
 

 


