平成30年9月3日

質疑回答書

国立研究開発法人理化学研究所
横浜事業所 契約担当役
研究支援部長 牧田 みどり
件名 南研究棟動物飼育室改修工事
番 号 図面番号

回

質問内容

答

[建築工事]
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共－01

概要書において、工事期間延べ１０か月とあ
りますが、実質工期は、２０１９年７月３１
日を完了引き渡し日として、逆算した必要工
期で着工日を設定することでよろしいでしょ
うか。

A1-01

建築工事特記仕様書 1章3節1.3.5 施工条件
の中で、近隣協定以外の作業日の制約、作業
今回工事を制約するような近隣協定（理研所
時間の制約と書かれていますが、近隣協定が
外）はない。
書かれている箇所が不明です。近隣協定での
制約が別にあればご指示願います。

A1-01

現時点では以下の物を想定している。
建築工事 シール、塗床、長尺等
電気設備工事 発電機、分電盤、照明器具等
機械設備工事 M2-01、M2-02の機器リストの
特記仕様書（１）１．８．３保全に関する資 ものを対象とする。
料欄で、◎長期修繕計画書とありますが、具 更新周期及び更新時の概算（ただし、物価等
体的な対象項目及び対象期間等をご指示願い の上昇は作成時点で見込まなくてよい。）
尚、保守点検が必要なものはメーカーヒアリ
ます。
ング等によりその概算費用を算出する。
詳細は作成時に打ち合わせとする。
帳票としては添付のようなもので想定してい
る。

A1-01

特記１．３．６施工条件 ｂ １）にて、近隣
協定以外の作業日の制約として「作業日は理
研の営業日」と記載されていますが、P2エリ
アにおける仮囲いの設営～撤去及びその付帯
設備工事等は、理研様動線への影響並び電 よろしい。
気・空調等設備の停止等の影響から営業日以
外工事となると考えられます。理研様と協議
の上、工事可能と考えてよろしいでしょう
か。。
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A1-01

6

A1-01

特記１．３．６施工条件 ｃ ５）にて区画形
成前のP2エリア内入室に当たり、専用の履物
及び白衣の準備のご指示が有ります。専用の
靴を「靴カバー」。白衣を「ビニールのレイ
ンコート（上下）」（共に使い捨て／1日
毎）と読み替えてよろしいでしょうか。
特記１．３．６施工条件 ｃ ７）にて、「撤
去したものはアルコール噴霧処理した後処分
する事」と有ります。使用するアルコール消
毒剤の規格（メーカー、濃度、噴霧量（ｍｌ
/ｍ２）等）に具体的な指示が有りましたら
ご指示願います。

工期開始後可能な限り早く現地工事着手する
こと。また、別途発注される実験機器等の搬
入もあるため前倒して完成することが望まし
い。

工事中損傷の無いものについては定期的に貸
与するアルコールで消毒すれば（共に使い捨
て／1日毎）使いまわし可能である。
ただし、あまりにも汚損の激しいものは不
可とする。

アルコール度数70％及び噴霧器を理研より貸
与する。尚、噴霧時は監督員立ち合いのもと
行うこととし、指示に従うものとする。
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A1-01

特記１．３．６施工条件 ｃ ７）にて「撤去 解体発生材はアルコール噴霧後処分都市、P2
したものはアルコール噴霧処理した後処分す エリアに持ち込んだものはアルコールで消毒
る事」と有ります。消毒の対象はあくまで 後持ち出すこととすること。
「解体発生材」とし、工事関係者が持ち込ん
だ「工具類」「仮設材」「余剰材」等は対象
外と考えてよろしいでしょうか。

A1-02

特記（２）１．９．１施工計画調査欄で、
Ｃ．既存躯体の現況調査を工事着手に先立ち
実施するとありますが、実際には既存内装仕 解体工事を先行とし、内装解体後に調査とす
上の解体工事が完了しないと調査不可能と思 るものとする。
いますが、どのように考えたらよろしいで
しょうか。

A1-02

特記（２）１．９．２施工数量調査欄で、◎
アスベスト含有建材◎フロンが調査項目に
なっておりますが、事前のサンプル採取検査
が必要という考え方でよろしいでしょうか。

A1-02

特記２．１．５既存設備の仮設への利用に
て、構内既存施設の利用可と有りますが、構 よろしい。仮設については受注者の施工計画
内敷地に余裕が有り、且つ既存施設への影響 により検討すること。
を考慮し、工事用電力を発電機で計画したい
と考えます。よろしいでしょうか。

A1-02

特記２．３．２仮設間仕切り ｂ 種別にて、
「A種」とご指示が有ります。その横に、
「改修□仕【表２．３．１】との記載も有り
ますが、【表２．３．１】の内容が不明で
す。具体的な仕様指示が有りましたらご指示
願います。

A1-02

特記２．３．２仮設間仕切り ｃ 表面材に
て、「A種」表面材として「ケイ酸カルシウ
ム板」のご指示が有りますが、その厚さに関
６．０ｍｍである。
して数字が不明瞭な為「８．０ｍｍ」か
「６．０ｍｍ」かが読み取れません。「８．
０ｍｍ」と見てよろしいでしょうか。

A1-02

特記２．３．２仮設間仕切り ｄ 仮設扉 2）
種別にて、「ｱﾙﾐﾆｳﾑ製既成扉」と有ります
が、今回P2エリアとの区画にする事を考えま
すと、気圧差による外部への空気の流出を防 後報とする。
ぐ為、扉はエアタイト仕様のＳＤ又はＬＳＤ
と見て、尚且つ前室を設ける為２か所見込む
考えと見てよろしいでしょうか。

A1-02
A７-01

特記２．４．１監理者事務所、受注者事務所
等 監理者事務所の設置にて、「新設する
（敷地内）」とあります。これは、受領仮設 よろしい。
図に指示の有る外部駐車場に仮設ハウスを設
営する考えでよろしいでしょうか。

A1-02
A７-01

特記２．４．１監理者事務所、受注者事務所
等 内装仕上げにて仕上げ表のご指示が有り
ます。壁、天井に関しては、仮設ハウスに 特記の仕上げは程度を示しており、既設ユ
LGS＋PB等で下地を設けた上にご指示の仕上 ニットハウスの仕上げがこの程度を満たして
げを施すと考えて良いでしょうか。（一般的 いれば、そのままでよい。
な既製ユニットハウスでは内装仕上は不要と
思いますが）

アスベスト使用建材はないと想定している。
もしあった場合は、サンプル採取検査が必要
となる。
フロンは既存エアコンの冷媒が該当する。

Ａ種とは、「軽量鉄骨材等により支柱を組
み、両面に合板張りまたは石膏ボード張りを
行い、内部にグラスウールなどの充填を行
う。」を指す。
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A1-02
A７-01

特記２．４．１監理者事務所、受注者事務所
等 にて、LAN回線、電話回線、複合機等オ 監理者事務所、受注者事務所等は打ち合わせ
フィス機器の設置の是非が記載されていませ スペースとし、LAN回線、電話回線、複合機
ん。具体的な仕様が有りましたらご指示願い 等オフィス機器は不要とする。
ます。

A1-02
A７-01

特記２．４．１監理者事務所、受注者事務所
等 にて、ﾄｲﾚ・手洗い等衛生設備に関して
よろしい。
は、本工事用の仮設をご使用になるものと考
えてよろしいでしょうか。

A4-01
A4-04

仕上表から飼育室天井仕上は、化粧ｹｲｶﾙ板と
なっていますが、D-D断面詳細図では石膏ﾎﾞｰ
ﾄﾞ+化粧ｹｲｶﾙ板となっています。どちらを正 D-D断面詳細図部も、化粧ケイカル版とする。
と考えればよいでしょうか。ご指示願いま
す。
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A4-01

1階平面図内 ｵｰﾄｸﾚｲﾌﾞ機械室 間仕切の一部
が、別途工事(Ｈ2000)とありますが、1階天 間仕切り（H2000)は別途工事、垂れ壁（Ｈ７
井伏図には垂壁 Ｈ700とあり、別途工事の範 ００）は本工事。
囲が不明です。ご指示願います。
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A4-04

ｱﾙﾐ庇新設に伴い、竪樋も新設と思います
が、詳細が不明です。ご指示願います。

庇メーカー標準品とする。
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A4-05

既存PC版開口補修か所として凡例があげられ
ていますが、90～165φに関しては、無筋と
しｸﾞﾗｳﾄにて穴埋め補修と考えてよろしいで
しょうか。

トッピングコンクリート部(t=100）に鉄筋Ｄ
１０を十字状に入れる。鉄筋の定着は周辺の
トッピングコンクリートを斫り、200㎜確保
する。
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机やﾛｯｶｰ等別途と記載があるものもあります
が、別途と書かれていないものでも点線で書
A4-05等 かれているものは凡例に従い、すべて別途と よろしい。
考えてよろしいでしょうか。また見込む際
は、詳細不明の為合わせてご指示願います。
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A4-05
E11-04

A3-01

A3-01

A3-03
A4－04

既存外灯の現状位置が、A4-05及びE11-04等
平面図に記載されている位置と異なっている
ように伺えます。現状の位置ですと、新設
撤去移設を見込むこととし、見積に計上する
フェンスに干渉する可能性が有ります。外灯
こととする。
の撤去移設（基礎共）を行うものとし、本見
積りにコスト計上する考えでよろしいでしょ
うか。
撤去範囲図で、平面図、天井伏図において斜
線ハッチが細かい為、既存表現文字が読み取
別添図１参照のこと。
れません。ハッチ抜きの図面も併せていただ
くことは可能でしょうか。
既存屋外消火栓移設のご指示が有りますが、
移設先が不明です。ご指示願います。又、移
移転先はA4-01(1階平面図）に図示あり。
設先への基礎構築は現状のサイズを踏襲かと
基礎の根入れ寸法は200mmとする。
思われますが、基礎の根入れ寸法が不明で
す。併せてご指示願います。
8月2日の現調にて、既存天井内を覗いたとこ
ろ、上部鉄骨梁の耐火被覆が無いと見受けま
したが、耐火被覆は現設計で不要なのか？ま
たは、たまたま覗いた箇所の被覆が無くて、
本改修工事で耐火被覆の補修が発生するの
か？（この場合数量不明）ご指示願います。

建設省告示１３９９号第４条３項ニにより耐
火地覆はなくても１時間耐火と見做されるた
め、耐火被覆は不要。（最上階で、床面から
梁の下端までの高さが４以上の小屋組み）
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A７-01

仮設壁【P2エリア隔壁 スラブまで】のご指
示が有りますが、8月2日の現調にて、設置予
定位置の天井内に多数の設備配管、ケーブル
ラック等の支障物が有り、区画形成が困難な
状況です。先行工事として、配管・配線の迂
回を行った上で隔壁を構築するものと見て、
本見積りにコスト計上する考えでよろしいで
しょうか。
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A７-01

同上、配管・配線等の迂回工事も、設備改修
工事の本見積に計上する考えでよろしいで 迂回は行わない。
しょうか。
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A3-01
A７-01

8月2日の現調にて、通り芯S4-SDからSF寄り
のL6150の範囲の壁が区画壁になっていない
（LGS下地は有りますが、ボードが貼られて
いない。）事を確認しました。仮設壁【P2エ 天井内は、Ａ６－０１ LW-5 に示す通り、
リア隔壁 スラブまで】の延長として、既存 ＧＢＲ１２．５＋９．５にＦＫ６ｍｍとす
の天井内壁LGS下地に特記２．３．２仮設間 る。
仕切り ｃ 表面材に記述の有る仕様で区画す
るものとし、本見積りにコスト計上する考え
でよろしいでしょうか。
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A4-03
A4-05

排気管ｻﾎﾟｰﾄにて設置する鉄骨の仕上げは、
よろしい。
ZPと考えて宜しいですか。
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質疑回答
書
竣工図
意4-1
A4-05

質疑回答書17にて、型枠は床下からｻﾎﾟｰﾄと
ありますが、基礎伏図を見ると、人通口が無
い為ﾋﾟｯﾄ内に入ることができません。
よろしい。
床PC版開口補修詳細図のように、捨て型枠
(PC版小口にｱﾝｸﾞﾙ固定)と考えて宜しいで
しょうか。
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A4-01

機械基礎断面表内に、ﾀﾞｸﾄ鉄骨架台基礎詳細
屋外機器上部のダクト用架台で、位置はＡ４
図がありますが、場所が不明です。ご指示く
－０５ に示す。（添付図2参照）
ださい。
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Ａ4-01

34

A4-01

適切な方法（例えば、金網で下地を作り、
ロックウールを吹き付けて区画を形成するな
ど）で区画することとし、配管・配線の迂回
は行わない。

ﾌﾞﾛｯｸ状改良形式とありますが、ｾﾒﾝﾄ系固化
剤を用いた、ﾌﾞﾛｯｸ状混合処理工法と考えて よろしい。
宜しいでしょうか。
地盤改良注記に改良範囲下端がＴＰ-0.69ｍ
とあり、改良深度が3.5ｍ程度になります
山留不要工法とする。
が、山留は必要でしょうか。山留が必要な場
合仕様をご指示ください。
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