
件名：石川小学校仮設校舎建設工事

回答日：2022年　5月　6日

No 該当資料等 項 項目番号 項目名 質問内容 回答

1 仕様書 2/9 （1） 工事名・概要
　許可申請（法85条5項）の取得に関しては建築主事と協議済ですか。またこの
許可期間は原則1年以内ですが、今回は許可日から解体撤去迄の期間が1年を
超えるスケジュールです。これは建築主事の了解済ですか。

協議未実施です。

2 仕様書 2/9 （5） 契約期間

　建設期間が契約日～令和4年12/15と記載されています。入札日が5/12なの
で、設計、行政審査、施工を含めて約7ケ月間で業務遂行が求められています。
今回、延床面積3500㎡超（構造計算棟数：5棟）の規模を、この期間で設計・施
工を行うことは非常に困難です。また入札仕様書の添付図面が乏しく、細かい記
載がないため、落札後プレハブメーカー仕様で実施設計を進めて行く段階で、入
札仕様書の変更協議事項も発生すると思われます。この場合、建設期間の期日
の変更協議には応じて頂けますか。

設計図書に明示された条件と実際が大きく異なるなど、不測の事
態ややむを得ない場合を除き各工期は遵守してください。

3 仕様書 2/9 (5) 契約期間
　賃貸借期間が令和4年12月16日～令和5年8月31日と記載されておりますが、
工事内訳書の中ではリース期間9ヶ月と記載されています。どのように考えればよ
ろしいでしょうか。

仕様書に記載されている賃貸借期間(8.5ヶ月)で見積してください。

4 仕様書 3/9 （1） 外部仕上材
外壁の厚みｶﾗｰ鉄板t0.35となりますが、メーカー仕様でt0.30でよろしいでしょう
か。

可とします。

5 仕様書 3/9 （1） 外部仕上材 庇屋根に雪止めアングルは必要でしょうか。 必要です。

6 仕様書 3/9 （1） 構造材
床に押出ポリスチレンﾌｫｰﾑ板t=40mm以上充填とありますが、メーカー仕様でグ
ラスウール入りに変更してよろしいでしょうか。

断熱性能が同等以上であれば認めます。

7 仕様書 4/9 （1） 外部仕上材
引違戸の下部:アルミサンドイッチパネルとありますが、断熱仕様が必要でしょうか。
アルミ複合板でよろしいでしょうか。

断熱仕様は、必要です。
芯材に断熱材入りを考えています。

8 仕様書 4/9 （1） 内部仕上材 音楽室の床荷重はいくら見込めばよいでしょうか。
2,300N/㎡を基本と考えてください。
一部、グランドピアノを設置するため、その範囲についてはその荷重
に対応した補強を見込んでください。

9 仕様書 4/9 （1） その他
ダムウェーダーの仕様を指示願います。(かご寸法、積載量、速度、出し入れ方向
など)

既存校舎内に設置のものと同程度とします。
(かご内法：間口900×奥行900×高さ1,200、積載量：200kg、速
度20m/分)

10 仕様書 7/9 （4） 付帯工事
b.工事用車両乗入口は金網フェンス・タイヤは取外しのみで復旧なしで処分でよろ
しいでしょうか。

解体工事と合わせて復旧してください。

質疑回答書
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11 仕様書 7/9 （4） 付帯工事
a：職員車両乗入口、b：工事用車両乗入口、c：駐車場、d:職員用通路、e：児童
用通路の鉄板及び安全柵は仮設校舎賃貸借期間と同一の使用期間と考えてよ
いでしょうか。工事期間中の使用は無しと考えてよいでしょうか。

お見込みのとおりです。

12 仕様書 7/9 （4） 付帯工事
a：職員車両乗入口、b：工事用車両乗入口の安全柵の設置範囲を指示願いま
す。また、安全柵はどの程度の仕様でしょうか。

設置範囲は乗入れ敷き鉄板の両サイド、道路端部から敷地までの
長さ3ｍ程度とし、単管手すり固定式、敷き鉄板からの高さは1.0
ｍ、中桟二段程度と考えています。

13 仕様書 7/9 （4） 付帯工事
　工事用車両乗り入れ口には、工事後の撤去、復旧の記載がありません。金網
フェンス、扉、タイヤ取り外しは処分して、クロスゲートW6mは工事後も設置したま
ま残すという考えですか。

解体工事と合わせて復旧してください。

14
仕様書

記載なし項目
避難設備

　避難設備の記載が仕様書にありません。避難はしごの設置で宜しいでしょうか。
また避難器具の設置数量の算定で、仮設校舎の収容人員の情報が必要です。
生徒数、教職員数を御指示下さい。

お見込みのとおりです。
（児童数258人、教職員数25人、R3.5.1現在）

15
電気設備工事
特記仕様書

1/2 (D)(I) 電話設備、防犯設備 別途工事と記載がありますが、全て別途工事と考えてよろしいでしょうか。
お見込みのとおりです。
既設保守業者等と別途契約する予定です。

16
電気設備工事
特記仕様書

1/2 （H） 火災報知設備
　消防機関へ通報する火災報知設備は仮設校舎の教務室に設置する必要はあ
りませんか。必要な場合移設する電話回線は既存建物にありますか。（耐震改修
工事中に、既存校舎の教務室で職員が勤務するのですか）

仮設校舎棟教務室の電話機設置での対応となります。
管轄消防署に確認済みで、現状と同様となります。

17
電気設備工事
特記仕様書

1/2 （H） 火災報知設備

　消火栓はパッケージ型消火設備で対応すると記載があります。通常この適用範
囲は、その他建築物で延べ床面積2000㎡以下の条件です。今回の床面積は、こ
の範囲を超えていますが、管轄消防署と協議した上で、パッケージ消火栓の使用
を了解済ですか。

管轄消防署と協議済みであり、了解済みです。

18
電気設備工事
特記仕様書

1/2 （H） 火災報知設備

　消防設備等については、消防機関と事前打合せを行うとともに、消防法令等で
定める技術上の基準に従って設置すること、と記載されています。これは今後管
轄消防署と協議した上で、仕様書記載以外の消防設備が必要になる可能性があ
るということですか。仮設校舎は延床3000㎡を超えるので、屋外消火栓設備も必
要になる可能性があるのでしょうか。

管轄消防署と協議済みであり、仕様書記載以外の消防設備は必
要ありません。屋外消火栓設備も不要です。

19
機械設備工事
特記仕様書

2/5 5 雨水設備
　雨水配管接続先に関して雨水浸透桝と記載があります。これは各竪樋取付部
のグラウンド地盤面を掘削して浸透桝を設置するということですか。竪樋からグラウ
ンド地盤面への垂れ流しは認められないということですか。

垂れ流しは認めません。

20

電気設備工事
特記仕様書・
機械設備工事

仕様書

照明器具・換気扇・衛生器具などの機器はリユース品で対応してよろしいでしょう
か。

可とします。

21 設計図 1/5 配置図・案内図 工事期間中のグラウンドの使用はあるでしょうか。仮囲いの範囲を指示願います。 工事期間中のグラウンドの使用はありません。

22 設計図 1/5 配置図・案内図
　配置図上、E棟の渡り廊下が体育館と接続されていますが、あくまでも既存建物
と隙間をあけて別棟扱いとして宜しいですか。（仮設校舎は耐火種別上：その他建
築物として、体育館と別棟扱いとして宜しいですか。）

可とします。
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23 設計図 1/5 配置図・案内図

　前記の場合、既存建物と新築部分を別棟扱いとした時、延焼の恐れのある部分
が発生します。これは許可申請（法85条5項）を取得することで既存建物には延
焼ラインが発生しない解釈で行政と協議済ですか。（既存建物の延焼ラインにか
かる部分に、防火設備の改修工事は発生しないですか）

協議未実施です。

24 設計図 2/5 １階平面図 EXP.Jの仕様を指示願います。 各社において、仕様を検討してください。

25 設計図 3/5 2階平面図
2階床荷重はどれくらいを見込めばよろしいでしょうか。特に理科室・配膳室・教材
室・倉庫・図工室の荷重を指示願います。

2,300N/㎡と考えてください。

26 設計図 4/5 配置図(電気設備) 既設火報複合盤に空きはあるでしょうか。増設が必要でしょうか。 既設火報複合盤はP-1-20L＋10L（予備2L）です。

27 設計図 4/5 配置図(電気設備)
既設屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙからの引込ﾙｰﾄ・引込方法を指示願います。今後の工事との
絡みがなければ転がし配管でもよろしいでしょうか。

既設屋外キュービクルより仮設校舎棟への幹線敷設は、通行等に
支障が無ければ転がし配管で構いません。

28 その他
前願の設計図書及び
CADデータ

　落札業者に対して計画通知の前願図書及び、既存校舎の配置図、建物面積
表、敷地求積図等のCADデータを御提供頂けますか。（仮設校舎の行政手続き
に必要な既存校舎CADデータは保管してありますか。CADデータが無く、落札業
者による現地調査等（測量・法務局調査）が必要ですか）

既設校舎のCADデータについて提供いたします。

29 その他 地中埋設物の処理
地中埋設物が出てきた場合の撤去・処分にかかる費用は、別途と考えてよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

30 その他 火災保険 火災保険は別途と考えてよろしいでしょうか。
火災保険契約は受注者の選定する保険会社と受注者の負担にお
いて締結するものとします。

31 その他 中途解約 中途解約は無しと考えてよろしいでしょうか。
受注者、発注者共に法令や契約に違反する行為があった場合は
契約を解除できるものとします。

32 その他 公租公課
不動産取得税、都市計画税、固定資産税などの公租公課は落札者の負担は無
しと考えてよろしいでしょうか。

受注者の負担となります。
ただし、市税の都市計画税及び固定資産税は不課税となります。
県税の不動産取得税については課税主体である新潟県に確認して
ください。

33 その他 公租公課 公租公課は別途と考えてよろしいでしょうか。

受注者の負担となります。
ただし、市税の都市計画税及び固定資産税は不課税となります。
県税の不動産取得税については課税主体である新潟県に確認して
ください。

34 その他 賃貸借続行不可
火災及び天変地異により建物が消失し、賃貸借契約が継続できなくなった場合、
どのように考えればよろしいでしょうか。

別途協議とします。


