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令和４年７月１１日更新 

 

件  名  消防本部・笹野消防署庁舎建設建築工事   

№ 質  問  事  項 回        答 

1 入札参加資格の中で，元請けで免震構造

実績を求めていますが，共同企業体の構

成員としての実績でもよろしいのでしょ

うか。又，出資比率の数値制限はあるの

でしょうか。 

 

共同企業体の場合は，代表構成員以外の構

成員として施工した実績も可とします。出

資比率の制限はありません。 

2 「国又は地方公共団体が発注した免震構

造を採用した延床面積 4,000 ㎡以上の建

築物の新築工事を元請として施工した実

績を有する者であること。」と記載があり

ますが，実績を満たす工事の受注形態が

「JV の構成員で出資比率 10％」でも参

加が可能でしょうか。 

 

参加は可能です。 

3 設計書の下記の詳細別内訳の１式の数量

をご提示ください。 

Ｐ27 庁舎棟 直接仮設 

 遣り方 1式 

 墨出し 1式 

 養生  1式 

 整理清掃後片付け 1式 

 外部足場 1式 

 内部躯体足場 1式 

 内部仕上足場 1式 

 災害防止 1式 

 仮設材運搬費 1式 

Ｐ28 庁舎棟 土工事 

 山留 1式 

 水替え 1式 

Ｐ30 庁舎棟 鉄筋 躯体 

 ガス圧接 1式 

 機械式継手 1式 

 梁貫通孔補強 1式 

質問のあった項目について，別紙のとおり

設計数量を提示します。なお，コンクリー

ト打設手間，ポンプ損料及び構造体強度補

正については，材料の数量より判断してく

ださい。 



 地中梁主筋受台 1式 

Ｐ33 庁舎棟 コンクリート 躯体 

 コンクリート打設手間 1式 

 ポンプ損料 1式 

 構造体強度補正 1式 

Ｐ36 庁舎棟 型枠 躯体 

 型枠目地棒 1式 

Ｐ44 庁舎棟 鉄骨 付帯鉄骨等 

 外装受け下地鉄骨 1式 

 機械基礎鉄骨 1式 

 屋内階段受け鉄骨 1式 

 外部階段受け鉄骨 1式 

 外部階段ルーバー受け鉄骨 1式 

 ＳＷ０５支持鉄骨 1式 

 オーバースライダー受け鉄骨 1式 

 階段１ 1式 

 階段２ 1式 

 屋外階段 1式 

 梁貫通補強 1式 

Ｐ46 庁舎棟 鉄骨 付帯鉄骨等 

 鉄骨足場 1式 

Ｐ55 庁舎棟 防水 外部 

 シーリング 1式 

Ｐ56 庁舎棟 防水 内部 

 シーリング 1式 

Ｐ131 付属棟１ 直接仮設 

 遣り方 1式 

 墨出し 1式 

 養生  1式 

 整理清掃後片付け 1式 

 外部足場 1式 

 内部躯体足場 1式 

 内部仕上足場 1式 

 災害防止 1式 

 仮設材運搬費 1式 

Ｐ132 付属棟１ 土工 

 山留 1式 

Ｐ135 付属棟１ 鉄筋 躯体 

 ガス圧接 1式 



 梁貫通孔補強 1式 

 地中梁主筋受台 1式 

Ｐ136 付属棟１ コンクリート 躯体 

 コンクリート打設手間 1式 

 ポンプ損料 1式 

 構造体強度補正 1式 

Ｐ137 付属棟１ 型枠 躯体 

 型枠目地棒 1式 

Ｐ141 付属棟１ 防水 外部 

 シーリング 1式 

Ｐ131 付属棟２ 直接仮設 

 遣り方 1式 

 墨出し 1式 

 養生 1式 

 整理清掃後片付け 1式 

 外部足場 1式 

 内部躯体足場 1式 

 内部仕上足場 1式 

 災害防止 1式 

 仮設材運搬費 1式 

Ｐ152 付属棟２ 土工 

 山留 1式 

Ｐ155 付属棟２ 鉄筋 躯体 

 ガス圧接 1式 

 梁貫通孔補強 1式 

 地中梁主筋受台 1式 

Ｐ156 付属棟２ コンクリート 躯体 

 コンクリート打設手間 1式 

 ポンプ損料 1式 

 構造体強度補正 1式 

Ｐ157 付属棟２ 型枠 躯体 

 型枠目地棒 1式 

Ｐ161 付属棟２ 防水 外部 

 シーリング 1式 

 

4 予定価格の基準とした年月をご指示願い

ます。 

予定価格は，令和４年５月の単価にて積算

しています。 



5 現場代理人と監理技術者は兼務として宜

しいでしょうか。 

兼務は可能です。 

6 コンクリートの水セメント比，単位重量

の指定がございましたらご指示願いま

す。 

原則として「公共建築工事標準仕様書」に

よります。ただし，設計基準強度が

36N/mm2を超えるものについては，JASS5

の高強度コンクリート又は国土交通大臣認

定の仕様とします。 

7 A-54 図にて湿式不燃断熱材で菊水化学

工業：クールフォーム同等と明記がござ

いますが，同商品は販売終了となってお

ります。別参考品などございましたらご

指示願います。 

エスケー化研：セラミライトエコ G同等以

上としてください。 

8 A-08図の配置図とG-01図で本工事範囲

が異なりますが，G-01図を正として宜し

いでしょうか。 

G-01 図を正とします。A-08 図は仮囲いの

範囲を示しています。 

9 設計図書ｐ.４６に記載のＳＷ０５支持

鉄骨テンションロッドで，追加指示Ｎо．

１構造スケッチ図と記載がありますが，

該当資料が見つかりません。資料がござ

いましたらご提示願います。 

資料は A-16図の「B詳細図」となります。 

10 建設発生土処分費について，設計図書 付

記事項３（４）より利用料金は（一財）

茨城県建設技術管理センターが指定する

料金とすると記載がございます。指定単

価をご指示願います。 

茨城県建設技術管理センターのホームペー

ジを確認してください。 

http://www.ibakengi.or.jp/stockyard/contr

actor/guide/ 

11 各種内訳書にて，数量の抜け・一式計上

のみの項目が有ります。指定数量をご提

示いただけませんでしょうか。 

鉄筋工事：ガス圧接，機械式接手，梁貫

通補強，地中主筋受架台 

型枠工事：型枠目地棒 

鉄骨工事 附帯鉄骨：外装受け下地鉄骨，

機械基礎鉄骨，屋内階段受け鉄骨，屋外

階段受け鉄骨，屋外階段ルーパー受け鉄

骨，エレベーター関連鉄骨，ＳＷ０５支

持鉄骨，オーバースライダー受け鉄骨，

階段１，階段２，屋外階段，屋内階段，

梁貫通補強（寸法共鉄骨足場） 

防水工事：シーリング（屋外・屋内共） 

No.3の質問で回答しています。 



12 コンクリート舗装に関して歩道部及び車

道部の構造についてご指示頂けませんで

しょうか。 

 主材（強度） 

 鉄筋の有無 

 鉄筋の種別・構造 

歩道部： 

コンクリート（Fc24N/mm2）厚 70mm，

砕石（RC-40）厚 100mm 

車道部： 

コンクリート（Fc24N/mm2）厚 200mm，

溶接金網 D10×150×150， 

砕石（RC-40）厚 200mm 

その他の構成等については，建築工事標準

詳細図 9-21及び 9-22によります。 

13 砕石敷に関して割栗石とありますが，サ

イズと施工厚さをご教示願います。 

施工厚さは 200mm です。図示仕様は参考

とし，詳細については協議の上，決定しま

す。 

14 鉄骨 付帯鉄骨等内訳書（46）に屋外階

段受鉄骨すべり板，PL‐3.2×100×225， 

8か所とあります。構造図 S31，32で確

認したのですが，使用位置とピラーフロ

ロゴールド仕様・タイプ詳細（カタログ

添付）が不明の為ご教授ください。 

S-31図「鉄骨階段リスト」の継手欄に表記

のとおり，GPL-22（ルーズホール）部で使

用します。（別紙①） 

仕様はカタログの「標準品①」相当です。

（別紙②） 

 

上記のとおり回答します。 


