
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  令和元年度営財管補継第４０号 

工事等件名  津市本庁舎大規模改修その他工事  

 

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 

Ｔ-23  

 仮設計画図（第２駐車場）の工事

ヤード範囲（現場事務所、工事用駐

車場用地）が土地借地料要とありま

すが、１ヶ月の賃料はいくら計上す

ればよいですか。 

 

 

１ヶ月の賃料として２０万円程度の

納付をしていただくことになります。 

 

Ｅ-03 

Ｅ-04 

 

新設受変電設備単線結線図に、直

流電源装置を盤内に組み込むことと

ありますが、仕様の詳細がわかる図

面がございません。直流電源装置の

図面（詳細図）をご提示下さい。 

 

 

 

別紙のとおりとします。 

Ｅ-81  

Ｂ１階電気室に設置の既設直流電

源装置は、図面及び設計書に撤去の

記載がございません。残置と考えて

宜しいですか。 

 

 

 

Ｅ－８１図 直流電源装置設備詳細

図（撤去図）のとおり撤去とします。 

Ｅ-82 

Ｅ-83 

 

Ｂ１階発電機室に設置の既設発電

機は、空調機械室を、通って北側ド

ライエリアより搬出するものと考え

て宜しいですか。又、搬出経路（空

調機械室）において十分な搬出スペ

ースが確保出来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。 



Ｅ-02 

Ｅ-13 

Ｃ-08 

Ｃ-09 

 

幹線設備において、幹線設備系統

図でラック棟のケーブルラックがＷ

１０００Ｘ９段と記載されておりま

すが、ラック棟の幅（２５００）の

サイズから５段Ｘ１列，４段Ｘ１列

（２列）と想定されます。その場合、

敷設するケーブルラックの段数が多

くケーブルの結束やメンテナンス

上、制約がでると思われます。キュ

ービクル棟のＥＰＳと同程度の有効

スペースを頂け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。 

Ｃ-08 

Ｃ-09 

 

ラック棟内ケーブルラック支持用

アングルは、建築工事と考えて宜し

いですか。また、タラップも取付け

て頂けるものと考えて宜しいです

か。 

 

 

ケーブルラック支持用アングルは、

電気設備工事とします。 

また、タラップの設置はありません。 

  

新設キュービクル受電・幹線切り

替えまでの期間、既設幹線を生かし

ておく必要がありますが、既設ＥＰ

Ｓに既設幹線を残置の状態で、新設

幹線を敷設するスペースがあるもの

と考えて宜しいですか。３階以下は

ケーブルラック・４階以上はバスダ

クトを新設するスペースがあるもの

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。 

 

 

 

また、ＥＰＳ内で、既設分電盤を

移設（仮置き）する計画となってお

りますが、盤設置スペースが十分あ

り、尚且つ、幹線・二次側の切廻し

が行える余裕があるものと考えて宜

しいですか。 

 

 

貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 



Ｅ-13 

Ｅ-14 

Ｅ-25～ 

Ｅ-32 

 

既設ＥＰＳ内ケーブルラック及び

バスダクト敷設の為のＥＰＳ床のハ

コ抜きは、３階外壁貫通部のハコ抜

きと同様に建築工事にて開口して頂

けるものと考えて宜しいですか。 

 

 

電気設備工事とします。 

Ｅ-03 

Ｅ-12 

Ｅ-13 

Ｅ-25 

Ｅ-28 

Ｍ-108 

 

幹線リスト・幹線系統図及び幹

線・動力３階平面図に高圧監視盤の

記載がありますが、仕様が不明です。

また、設計書にも記載がございませ

ん。新設受変電設備単線結線図の特

記事項に中央監視ポイントを中央監

視へ移報との記載があり、機械設備

工事の中央監視点一覧表（６）に受

変電・発電機のポイントリストがあ

ることから、図中の高圧監視盤は中

央監視設備（機械設備工事）を示す

ものと考えて宜しいですか。本工事

の場合、詳細な仕様等をご指示下さ

い。 

 

 

貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 

Ｅ-33 

Ｅ-36 

Ｅ-37 

Ａ-36 

Ａ-37 

 

２階税務会議室及び３階防災セン

ターに新設する照明器具が、Ｈ４２

Ｌ（それぞれ４台，８台）となって

おりますが、意匠図によりますとシ

ステム天井となっております。２階

税務会議室及び３階防災センターに

姿図通りＨ４２Ｌ（ＬＲＳ６－４７

５０ＬＭ（在来天井用））が取付け可

能なものと考えて宜しいですか。 

システム天井用照明器具を取付け

の場合、既設Ｔバーの間隔等が不明

です。照明器具仕様・サイズ・メー

カー品番をご提示下さい。 

 

 

システム天井用照明器具を取付けと

します。 

直管形ＬＥＤランプ２本搭載 

（ＪＩＳ Ｃ ８１５９－１規格適

合品） 

６９００ＬＭ相当、出力固定型、昼

白色 

本体：鋼板（高反射白色粉体塗装） 

反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装） 

天井開口：Ｗ３０５×Ｌ１３００ 



Ｅ-33 

Ｅ-36 

Ｅ-37 

Ａ-36 

Ａ-37 

 

 

税務会議室及び防災センターにシ

ステム天井用照明器具を取付けの場

合、照明器具間の設備プレートが図

面及び設計書に記載がございませ

ん。建築工事にて天井材をはめ込ん

で頂けるものと考えて宜しいです

か。本工事の場合サイズ・数量等を

ご指示下さい。 
 

 

 

既設プレートを再利用とします。 

Ｅ-51 

Ｅ-65 

 

３階議場内コンセント設備におい

て、コンセント配線が議場の壁にて

立ち上がって議員ロビーへ出ていま

すが、意匠図にて議場壁面の改修が

見当たりません。また、コンセント

設備で注記に”議場内の特記なき配

管配線は、・・・モール保護とする。”

とあることから、議場壁面をメタル

モールにて立ち上がるものと考えて

宜しいですか。 

議場内情報用配管についても同様

と考えて宜しいですか。壁面内を立

ち上がる場合、建築工事にて既設壁

撤去及び復旧をして頂けるものと考

えて宜しいですか。 

 

 

 

議場内内壁とロビー側壁面の間にス

ペースがあるため、そのスペースに配

線します。 

Ｅ-61 

Ｅ-63 

 

視覚障害者設備において、姿図に

送受信アンテナの記載があります

が、音声ガイド装置（屋外用）は、

送受信アンテナ一体型のものです。

システム概要の図及びシステム系統

図からＶＭＧ－ＲＰ（一体型）を取

付けるものと考えて宜しいですか。

（姿図に記載の送受信アンテナは不

要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。 



Ｅ-62 

Ｅ-65 

 

弱電設備３階平面図の議場に情報

配管設備がございますが、積算内訳

書及び設計書に見積項目がございま

せん。情報表示設備に含むものと考

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。 

  

弱電設備４階平面図の議場傍聴席

に難聴者用ループコイルの盛替えが

ございますが、積算内訳書及び設計

書に見積項目がございません。誘導

支援設備に含む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。 

Ｅ-61 

Ｅ-65 

 

 機器姿図に管理室総合盤形状参考

図がございますが、破線で記載され

ています。また、設計書にも記載が

ありません。建築工事にて造作して

頂けるものと考えて宜しいですか。 

 

 

自火報設備受信機、非常業務放送Ａ

ＭＰは自立型、その他設備は壁掛型と

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｅ-61  

管理室総合盤形状参考図の機器名

称に自火報設備受信機・非常業務放

送ＡＭＰ・ＩＴＶ機器・電気時計設

備・ハロン消火・ＥＬＶ制御盤・中

央監視配線スペースとありますが、

ＩＴＶ機器・電気時計設備・ハロン

消火・ＥＬＶ制御盤・中央監視につ

いては電気設備図及び設計書に記載

がございません。 

各機器の新設・移設は、下記の通

りと考えて宜しいですか。 

・自火報設備受信機・・・電気設

備工事 

・非常業務放送ＡＭＰ・・・電気

設備工事 

・ＩＴＶ機器・・・別途 

・電気時計設備・・・別途 

・ハロン消火・・・別途 

・ＥＬＶ制御盤・・・建築工事 

・中央監視・・・機械設備工事 

ＩＴＶ機器及び電気時計設備につ

いて、本工事にて移設の場合、機器

仕様及び工事内容がわかる図面をご

提示下さい。 

 

 

・自火報設備受信機・・・電気設備

工事（新設） 

・非常業務放送ＡＭＰ・・・電気設

備工事（新設） 

・ＩＴＶ機器・・・電気設備工事（移

設） 

・電気時計設備・・・電気設備工事

（移設） 

・ハロン消火・・・機械設備工事（移

設） 

・ＥＬＶ制御盤・・・機械設備工事

（移設） 

・中央監視・・・機械設備工事（新

設） 

 

 移設機器の仕様は以下の通りです。 

・ＩＴＶ機器 

  メーカー：Ｐａｎａｓｏｎｉｃ 

  型式番号：ＴＨ－１４Ｒ２ 

 

・電気時計設備 

別紙のとおり 

  

天井内の不要な配管配線は基本撤

去とするも、撤去困難な場合、協議

の上、残置しても良いと考えて宜し

いですか。（幹線設備等） 

 

 

貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 

  

Ｂ１階の既設発電機及び直流電源

装置の解体撤去は、周囲が機械室・

書庫・倉庫の為、平日昼間可能なも

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。 

T-01  

既設発電機，直流電源措置以外の

分電盤・照明器具・その他機器，配

管の撤去・切断・搬出等は平日昼間

作業可能なものと考えて宜しいです

か。 

 

 

Ｔ－０１図 工事特記仕様書（改修）

－１のとおりとします。 



MT-01  

 機械設備特記仕様書－１の５，

（１４）にトイレ改修工事が平成３

３年１月３１日（令和３年）完了に

なっていますが、Ｔ－０７ 全体工

事参考工程表は令和３年５月末にな

っています。Ｔ－０７図を正と考え

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。 

MT-02  

 給排水衛生設備配管の保温仕様で

はピット内排水管は防食テープ巻き

になりますが、配管材がＶＰの場合

は防食テープ巻き不要と考えて宜し

いですか。 

 

 

貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 

MT-04  

 冷温水の仕切弁の仕様が不明で

す。５０Ａ以下は青銅製５Ｋ、６５

Ａ以上は鋳鉄製５Ｋ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。 

MT-05  

 アスベスト処理について、ダクト

のフランジパッキン部、給水管の配

管接続フランジパッキン部がレベル

２、特別管理産業廃棄物仕様になっ

ていますが、ダクトのフランジパッ

キン部はレベル３、石綿含有産業廃

棄物仕様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。 

M-31  

 加圧給水ポンプユニット、排水ポ

ンプ用制御盤の耐塩害仕様または重

耐塩害仕様は不要と考えて宜しいで

すか。（Ｅ－０３ キュービクルは

重耐塩仕様です。） 

 

 

貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 

M-80 

M-81 

 

 ビル用マルチエアコンの塩害仕様

または重耐塩害仕様は不要と考えて

宜しいですか。（Ｅ－０３ キュー

ビクルは重耐塩仕様です。） 

 

 

貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 



M-122  

 キュービクル棟２階制御盤の耐塩

害仕様または重耐塩害仕様は不要と

考えて宜しいですか。（Ｅ－０３ 

キュービクルは重耐塩仕様です。） 

 

 

貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 

  

更新工事が発生するＢ１階の床下

は全てピット又は水槽類で土間は無

い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。 

M-03 

M-06～ 

M-11 

 

更新後不要となる高層棟１通り、

１２通り系統の既設竪管は残置と考

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。 

M-29 

M-30 

M-62 

M-63 

 

 

 消火設備改修工事中の代替消火設

備は不要と考えて宜しいですか。 

 

 

工事中の安全対策として消火器等の

適所配置が必要です。詳細については

協議とします。 

  

冷温水配管更新に伴い全館空調停

止となります。中間期の３月～５月

初旬（ゴールデンウィーク期間ま

で）、１０，１１月は空調停止可能と

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。 

  

中間期空調停止期間の仮設空調設

備は不要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。 

  

中間期以外の平日、昼間で空調停

止工事が発生する場合、仮設空調が

必要と考えて宜しいですか。 

 

 

原則、中間期空調停止期間の施工と

します。 



T-01  

 平日作業は騒音・振動の無い作業

となっていますが、騒音・振動発生

作業は、コンクリート壁・床のコア

抜き、アンカー打設作業とし、機器

撤去更新、衛生器具撤去・取付、配

管・ダクト撤去更新（加工・切断含

む）、天井吹吸口取外し・再取付へ、

機器材料搬出入は平日昼間作業可能

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。 

  

便所内配管（床下配管含む）およ

び衛生器具取付工事は品質確保のた

めアンカー打設しながらの施工が必

要を考えます。上記作業については

平日昼間のアンカー打設作業可能と

考えて宜しいですか。 

 

 

原則として平日昼間のアンカー打設

作業は不可とします。 

A-32 

A-39 

 

 ４階倉庫４（１－２通り）の天井

が既設のままになっていますが、５

階湯沸室床下配管工事のため天井仕

上げ・下地とも撤去更新と考えて宜

しいですか。 

 

 

貴見のとおり解して差し支えありま

せん。 

  

４階倉庫４天井撤去更新の場合に

必要となる電気・空調換気設備の天

井器具の取外し再取付け器具を教え

て下さい。 

 

 

取り外し再取付け器具は以下のとお

りです。 

制気口（２５０×２５０）×１、照

明器具×１、熱感知器×１、天井点検

口×１。 

 

 


