
令和3年4月2日

施設部整備課

※　設計図書の質疑回答については、質疑回答書（設計図書）を参照願います。

№ 図面番号 質問事項 回答

1 ﾌﾞﾄﾞｳ棚鉄
骨

7.鉄骨工事（14）ブドウ棚鉄骨とは屋上立体ト
ラス母屋の事でしょうか。その場合図面と部材
が違いますが図面が正と考えて宜しいでしょう
か。

S-51図に記載の地階二重天井範囲の天
井受材のことです。

2 数量書P-4
鉄筋工事に梁貫通補強 1式と有りますが､内訳数
量を提示願います｡

設備用の数量はS-42図　梁貫通孔リス
トによる。

3 (外部)

4 -

下記の項目は参考内訳書に書入れがありますが､
図面では書入れが見当たりません｡必要ですか｡
ご指示願います。

○(金属工事)
　床下点検口 ｽﾃﾝﾚｽ枠化粧600角
○(防水工事)
　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立下り 塗膜防水 X-2 H=130 打放面

○床下点検口　ステンレス枠化粧６０
０角
→A-015図　西玄関ポーチ　スロープ
頂部に記載有。
○パラペット立下り　塗膜防水　Ｘ－
２　Ｈ＝１３０　打放面
→不要です。

5 (内部)

6 -

雨水ﾋﾟｯﾄ･水槽 壁 塗膜防水の数量に開きがあり
ます｡参考内訳書の範囲をご指示願います｡

    ○ 参考内訳書 352㎡
     ○ 図面上 599㎡

参考数量内訳書（変更）による。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。

7 -

壁化粧ｹｲｶﾙ板～床材立上り取合ｼｰﾘﾝｸﾞですが図
面ではｼｰﾄ立上りには全てｼｰﾘﾝｸﾞの書入れがあり
ます｡参考内訳書の範囲をご指示願います｡

    ○ 参考内訳書 65.4m
      ○ 図面上 599m

参考数量内訳書（変更）による。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。

質　問　回　答　書 （ 数 量 書 ）

標記工事の数量書について下記のとおり回答いたします。

工事名　京都大学（南部）がん免疫総合研究センター新営その他工事



8 -

折版 壁際取合水切の数量に開きがあります｡参
考内訳書の範囲をご指示願います｡

    ○ 参考内訳書 68.2m
     ○ 図面上 33.3m

参考数量内訳書（変更）による。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。

9 -

壁 軽鉄下地 50形@450の数量に開きがあります｡
参考内訳書の範囲をご指示願います｡

    ○ 参考内訳書 2013㎡
     ○ 図面上 1454㎡

参考数量に変更はありません。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。

10 -

壁 軽鉄下地 65形@450の数量に開きがあります｡
参考内訳書の範囲をご指示願います｡

    ○ 参考内訳書 464㎡
     ○ 図面上 210㎡

参考数量に変更はありません。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。

11 -

壁 軽鉄下地 100形@450の数量に開きがありま
す｡参考内訳書の範囲をご指示願います｡

    ○ 参考内訳書 437㎡
     ○ 図面上 42.4㎡

参考数量に変更はありません。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。

12 -

軽鉄間仕切 65形@300の数量に開きがあります｡
参考内訳書の範囲をご指示願います｡

    ○ 参考内訳書 221㎡
     ○ 図面上 666㎡

参考数量に変更はありません。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。

13 -

軽鉄間仕切 65形@450の数量に開きがあります｡
参考内訳書の範囲をご指示願います｡

    ○ 参考内訳書 1515㎡
     ○ 図面上 1244㎡

参考数量に変更はありません。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。

14 -

軽鉄間仕切 100形@300の数量に開きがあります｡
参考内訳書の範囲をご指示願います｡

    ○ 参考内訳書 63.6㎡
     ○ 図面上 503㎡

参考数量に変更はありません。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。

15 -

軽鉄間仕切 100形@450の数量に開きがあります｡
参考内訳書の範囲をご指示願います｡

    ○ 参考内訳書 945㎡
     ○ 図面上 373㎡

参考数量に変更はありません。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。

16 -

鉄骨階段自立手摺ｽﾁｰﾙH=900斜部の数量に開きが
あります｡参考内訳書の範囲をご指示願います｡

   ○ 参考内訳書 123m
    ○ 図面上 56.4m

参考数量内訳書（変更）による。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。

17 -

RC･鉄骨階段壁付手摺ﾋﾞﾆﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙφ34の数量に開
きがあります｡参考内訳書の範囲をご指示願いま
す｡

   ○ 参考内訳書 合計317m
    ○ 図面上 198m

参考数量内訳書（変更）による。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。



18 -

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙの数量に開きがあります｡参考内訳書
の範囲をご指示願います｡

   ○ 参考内訳書 129m
    ○ 図面上 342m

参考数量内訳書（変更）による。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。

19 -

B1F二重天井間仕切上部下地鉄骨C-75*45*15*2.3
L330の数量に開きがあります｡参考内訳書の範囲
をご指示願います｡

 ○ 参考内訳書 19か所
    ○ 図面上 237か所

参考数量内訳書（変更）による。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。

20 -

壁EP-G塗 打放面の数量に開きがあります｡参考
内訳書の範囲をご指示願います｡

    ○ 参考内訳書 912㎡
     ○ 図面上 599㎡

参考数量に変更はありません。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。

21 -

床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ HSt2.8の数量に開きがあります｡参
考内訳書の範囲をご指示願います｡

    ○ 参考内訳書 242㎡
     ○ 図面上 109㎡

参考数量内訳書（変更）による。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。

22 -

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台W=250の数量に開きがあります｡参考
内訳書の範囲をご指示願います｡

   ○ 参考内訳書 74.6m
    ○ 図面上 38.8m

参考数量内訳書（変更）による。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。

23 -

注意喚起床材 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ300角の数量に開きがあ
ります｡参考内訳書の範囲をご指示願います｡

   ○ 参考内訳書 86か所
    ○ 図面上 110か所

参考数量内訳書（変更）による。
なお、参考数量内訳書の数量を採用す
るかは貴社の判断にてお願いします。

24 -

下記の項目は参考内訳書に書入れがありますが､
図面では書入れが見当たりません｡必要ですか｡

 ご指示願います｡
○ 折版天井 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
○ 点検ﾊｯﾁ取合水切
○ 2～5F STW2取付鉄骨
○ 2～5F STW3取付鉄骨
○ 1F記念講堂 床ﾓﾙﾀﾙ金鏝押え 塗床下
○ 壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5･塗装下･張物下･ｸﾛｽ下

○ 折版天井 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ
不要です。
○ 点検ﾊｯﾁ取合水切
必要です。
○ 2～5F STW2取付鉄骨
必要です。
○ 2～5F STW3取付鉄骨
必要です。
○ 1F記念講堂 床ﾓﾙﾀﾙ金鏝押え 塗床
下
必要です。
○ 壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5･塗装下･張物
下･ｸﾛｽ下
必要です。

25 (建具)



26 118ﾍﾟｰｼﾞ
下記項目が､図面上に見当たりません。
必要ですか｡ご指示願います
 ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ裏(AW) ｳﾚﾀﾝ吹付 t25 鉄面 27.0㎡

必要です。A-075図参照

27 (外構)

28 仮E-03

歩道切下げ工事:近衛通り側の撤去において､下
記の項目の範囲が不明です｡不要と考えて宜しい
ですか｡必要な場合は､詳細な範囲をご指示願い
ます｡
<仮設撤去>
･歩道(既存範囲) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 3.8m2
･敷地境界(既存範囲) L型側溝撤去 2.5m
･道路境界(既存範囲) 街渠撤去 2.5m

必要です。
「工事期間中に使用する歩道切下
W8200（仮設計画図記載）」と
「本設の歩道切下W6200（外構平面図
記載）」は少しずれた位置となりま
す。仮設切下を撤去しているのが｢仮
設範囲｣、仮設切下範囲からずれて、
既存歩道を切下げる範囲を｢既存範囲｣
としております。（仮設切下W8200よ
り東側範囲です。）

29 仮E-03

歩道切下げ工事:近衛通り側の本設復旧におい
て､下記の項目の範囲が不明です｡不要と考えて
宜しいですか｡必要な場合は､詳細な範囲をご指
示願います｡
<本設復旧>
･敷地境界(一般部) L型側溝 4.5m
･道路境界(一般部) 街渠 4.5m

必要です。
上記と同じ考え方とし、該当範囲は
「本設切下W6200より西側範囲」の仮
設切下の復旧範囲です。

30 -
外構屋外排水工事の､生活排水､実験排水におい
て､桝が1式計上されていますが､設備工事です
か｡ご指示願います｡

本工事内である。

31 (構造関係)

32

参考数量内
訳書

Excel 16行
目

既存躯体撤去後～山留施工地盤　埋戻が参考数
量内訳書では８４７１．０ｍ３となっておりま
すが、別紙より９２７９．０ｍ３です。別紙の
通りとしてよろしいですか、御指示ください。
（別紙１）

参考数量に変更はありません。なお、
参考数量内訳書は、公共建築工事積算
基準等に基づいた数量であり、貴社で
積算した数量・項目を適用することは
差し支えありません。

33

参考数量内
訳書

Excel 22行
目

参考数量内訳書に土間下整地が計上されていま
せんが、不要としてよろしいですか、御指示く
ださい。

必要です。
公共建築工事積算基準等に基づいた参
考数量内訳書であり、貴社で積算した
数量・項目を適用することは差支えあ
りません。

34

参考数量内
訳書

Excel 25行
目

参考数量内訳書に現場管理が計上されていませ
んが、不要としてよろしいですか、御指示くだ
さい。

必要です。
公共建築工事積算基準等に基づいた参
考数量内訳書であり、貴社で積算した
数量・項目を適用することは差支えあ
りません。



35

参考数量内
訳書

Excel 25行
目等

参考数量内訳書にコンクリート圧送用先行りモ
ルタルが計上されていませんが、不要としてよ
ろしいですか、御指示ください。

必要です。
公共建築工事積算基準等に基づいた参
考数量内訳書であり、貴社で積算した
数量・項目を適用することは差支えあ
りません。

36

参考数量内
訳書

Excel 25行
目等

参考数量内訳書にコンクリートポンプ車損料が
計上されていませんが、不要としてよろしいで
すか、御指示ください。

必要です。
公共建築工事積算基準等に基づいた参
考数量内訳書であり、貴社で積算した
数量・項目を適用することは差支えあ
りません。

37

参考数量内
訳書

Excel 25行
目等

参考数量内訳書にコンクリート圧送経費が計上
されていませんが、不要としてよろしいです
か、御指示ください。

必要です。
公共建築工事積算基準等に基づいた参
考数量内訳書であり、貴社で積算した
数量・項目を適用することは差支えあ
りません。

38

参考数量内
訳書

Excel 25行
目等

参考数量内訳書にコンクリート配管費が計上す
ることとしておりますが、計上されていません
ので、不要としてよろしいですか、御指示くだ
さい。

必要です。
公共建築工事積算基準等に基づいた参
考数量内訳書であり、貴社で積算した
数量・項目を適用することは差支えあ
りません。

39

参考数量内
訳書

Excel 25行
目等

参考数量内訳書に雑コン用ポンプ車損料が計上
されていませんが、不要としてよろしいです
か、御指示ください。

必要です。
公共建築工事積算基準等に基づいた参
考数量内訳書であり、貴社で積算した
数量・項目を適用することは差支えあ
りません。

40

参考数量内
訳書

Excel 36行
目

参考数量内訳書に耐震スリット 垂直 壁厚１８
０ ｔ２５（外壁）が計上されていません。設計
図書に記載ありますが、不要としてよろしいで
すか、御指示ください。
（別紙２）

参考数量内訳書（変更）による。

41

参考数量内
訳書

Excel 36行
目

参考数量内訳書に耐震スリット 垂直 壁厚１８
０ ｔ３０（外壁）が計上されていません。設計
図書に記載ありますが、不要としてよろしいで
すか、御指示ください。
（別紙３）

参考数量内訳書（変更）による。

42

参考数量内
訳書

Excel 36行
目

参考数量内訳書に耐震スリット 垂直 壁厚２０
０ ｔ２５（外壁）が計上されていません。設計
図書に記載ありますが、不要としてよろしいで
すか、御指示ください。
（別紙４）

参考数量内訳書（変更）による。

43

参考数量内
訳書

Excel 38行
目

参考数量内訳書に耐震スリット 垂直 壁厚１８
０ ｔ３５（内壁）が計上されていません。設計
図書に記載ありますが、不要としてよろしいで
すか、御指示ください。
（別紙５）

参考数量内訳書（変更）による。

44

参考数量内
訳書

Excel 39行
目

参考数量内訳書に耐震スリット 垂直 壁厚２０
０ ｔ３０（内壁）が計上されていません。設計
図書に記載ありますが、不要としてよろしいで
すか、御指示ください。
（別紙６）

参考数量内訳書（変更）による。



45 S-39

参考数量内訳書に連通管・通気管鉄筋補強が計
上されていません。設計図書に記載あります
が、不要としてよろしいですか、御指示くださ
い。

参考数量内訳書（変更）による。

46 S-05

参考数量内訳書に壁開口補強ワイヤーメッシュ
６φ－１００×１００ Ｗ１０００×Ｈ１０００
が計上されていません、設計図書に記載ありま
すが、不要としてよろしいですか、御指示くだ
さい。

必要です。なお、参考数量内訳書は、
公共建築工事積算基準等に基づいた数
量であり、貴社で積算した数量・項目
を適用することは差し支えありませ
ん。

47

参考数量内
訳書

Excel 43行
目

参考数量内訳書に耐震スリット 水平 壁厚１８
０ ｔ２５（外壁）が計上されていません。設計
図書に記載ありますが、不要としてよろしいで
すか、御指示ください。
（別紙７）

参考数量内訳書（変更）による。

48

参考数量内
訳書

Excel 45行
目

参考数量内訳書に耐震スリット 水平 壁厚２０
０ ｔ２５（外壁）が計上されていません。設計
図書に記載ありますが、不要としてよろしいで
すか、御指示ください。
（別紙８）

参考数量内訳書（変更）による。

49

参考数量内
訳書

Excel 52行
目等

参考数量内訳書にスペーサーが計上されていま
せんが、不要としてよろしいですか、御指示く
ださい。

必要です。
参考数量内訳書は、公共建築工事積算
基準等に基づいた数量であり、貴社で
積算した数量・項目を適用することは
差し支えありません。

50

参考数量内
訳書

Excel 59、
61行目

参考数量内訳書に柱圧接区分　階高５．０ｍ以
上が計上されていませんが、不要としてよろし
いですか、御指示ください。

必要です。
参考数量内訳書は、公共建築工事積算
基準等に基づいた数量であり、貴社で
積算した数量・項目を適用することは
差し支えありません。

51

参考数量内
訳書

Excel 62行
目

参考数量内訳書に鉄筋切断が計上されていませ
んが、不要としてよろしいですか、御指示くだ
さい。

必要です。参考数量内訳書は、公共建
築工事積算基準等に基づいた数量であ
り、貴社で積算した数量・項目を適用
することは差し支えありません。

52

参考数量内
訳書

Excel 62行
目

特-03

参考数量内訳書に継手試験が計上されていませ
んが、設計図書に記載ありますが、不要として
よろしいですか、御指示ください。

必要です。参考数量内訳書は、公共建
築工事積算基準等に基づいた数量であ
り、貴社で積算した数量・項目を適用
することは差し支えありません。

53

参考数量内
訳書

Excel 64行
目

参考数量内訳書に人通孔補強（Ｄ１３・Ｄ１
６・既製品共）が計上されていませんが、不要
としてよろしいですか、御指示ください。

必要です。

54

参考数量内
訳書

Excel 65行
目

参考数量内訳書に鉄筋架台　Ｗ１０００未満が
計上されていませんが、不要としてよろしいで
すか、御指示ください。

必要です。参考数量内訳書は、公共建
築工事積算基準等に基づいた数量であ
り、貴社で積算した数量・項目を適用
することは差し支えありません。



55

参考数量内
訳書

Excel 65行
目

参考数量内訳書に礎版用鉄筋架台が計上されて
いませんが、不要としてよろしいですか、御指
示ください。

必要です。参考数量内訳書は、公共建
築工事積算基準等に基づいた数量であ
り、貴社で積算した数量・項目を適用
することは差し支えありません。

56

参考数量内
訳書

Excel 106､
108､110行

目

参考数量内訳書に床段差部の型枠が計上されて
いませんが、ｍ２数量に含まれているとしてよ
ろしいですか、御指示ください。（別紙９）
上記質問で含まれている場合、段差型枠は手間
が掛かりますので別に計上としてよろしいです
か、御指示ください。

数量に含まれます。

57

参考数量内
訳書

Excel 107
行目

参考数量内訳書に普通型枠　基礎部曲面３３．
４ｍ２がありますが、平面上の範囲が不明で
す。御指示ください。

S-13図　参照

58

参考数量内
訳書

Excel 108､
110行目

参考数量内訳書に設備基礎の型枠が計上されて
いませんが、ｍ２数量に含まれているとしてよ
ろしいですか、御指示ください。
上記質問で含まれている場合、設備基礎型枠は
手間が掛かりますので別に計上としてよろしい
ですか、御指示ください。

数量に含まれます。

59

参考数量内
訳書

Excel 112
行目

参考数量内訳書に普通型枠 地上軸部 円形が計
上されていませんが、不要としてよろしいです
か、御指示ください。

数量に含まれます。

60

参考数量内
訳書

Excel 121
行目

参考数量内訳書に打放型枠 地上軸部Ａ種 曲面
が計上されていませんが、不要としてよろしい
ですか、御指示ください。

数量に含まれます。

61

参考数量内
訳書

Excel 123
行目

参考数量内訳書に普通片面型枠 基礎部が計上さ
れていませんが、不要としてよろしいですか、
御指示ください。

数量に含まれます。

62

参考数量内
訳書

Excel 126
行目

参考数量内訳書に打放片面型枠 地下軸部Ｂ種が
計上されていませんが、不要としてよろしいで
すか、御指示ください。

数量に含まれます。

63

参考数量内
訳書

Excel 128
行目

参考数量内訳書に止水板　垂直部（工区分部）
が計上されていませんが、不要としてよろしい
ですか、御指示ください。

必要です。参考数量内訳書は、公共建
築工事積算基準等に基づいた数量であ
り、貴社で積算した数量・項目を適用
することは差し支えありません。



64

参考数量内
訳書

Excel 135
行目

参考数量内訳書にデッキプレート張手間が計上
されていませんが、不要としてよろしいです
か、御指示ください。

数量に含まれます。

65

参考数量内
訳書

Excel 135
行目

参考数量内訳書にデッキプレート荷揚が計上さ
れていませんが、不要としてよろしいですか、
御指示ください。

数量に含まれます。

66

参考数量内
訳書

Excel 136
～138行目､
143～145行

目
S-06

参考数量書に防水性能のない完全スリットがあ
りますが、防水性能が要、不要となるスリット
の範囲が不明です、御指示ください。

外壁、内壁の区分による。

67

参考数量内
訳書

Excel 141
行目

参考数量書に記載のある下記の耐震スリットが
伏図上・軸組図上でありません。不要としてよ
ろしいですか、御指示ください。

完全スリット 垂直
耐火型 防水性能有 壁厚１６０ ｔ４０ 内壁
２２．２ｍ

内壁としては不要です。
内壁→外壁の表記間違いです。

68 A-034､037

参考数量内訳書にスタイロフォームｔ９００・
ｔ７５０が計上されていませんが、Ａ－０３
４、３７図より設計図書に記載ありますが、不
要としてよろしいですか、御指示ください。
（別紙１０）

必要です。
公共建築工事積算基準等に基づいた参
考数量内訳書であり、貴社で積算した
数量・項目を適用することは差支えあ
りません。

69

参考数量内
訳書

Excel 147
行目

参考数量内訳書に１Ｆ壁～柱型嵩上げ材敷込
（ポリスチレンフォーム　ｔ２８５）３５．２
ｍ２がありますが、平面上の範囲が不明です。
御指示ください。

A-015図　Ｘ１･Ｙ５・Ｙ９通りで、Ｒ
Ｃ壁と柱型の間とします。

70

参考数量内
訳書

Excel 149
行目

参考数量内訳書に捨てコン型枠が計上されてい
ませんが、不要としてよろしいですか、御指示
ください。

公共建築工事積算基準等に基づいた参
考数量内訳書であり、貴社で積算した
数量・項目を適用することは差支えあ
りません。

71

参考数量内
訳書

Excel 149
行目

参考数量内訳書に打継型枠が計上されていませ
んが、不要としてよろしいですか、御指示くだ
さい。

公共建築工事積算基準等に基づいた参
考数量内訳書であり、貴社で積算した
数量・項目を適用することは差支えあ
りません。

72

参考数量内
訳書

Excel 150
行目

参考数量内訳書に水切目地棒が計上されていま
せんが、不要としてよろしいですか、御指示く
ださい。

参考数量内訳書（変更）による。



73

参考数量内
訳書

Excel 150
行目

参考数量内訳書に建具靴摺部 盗み型枠が計上さ
れていませんが、不要としてよろしいですか、
御指示ください。

公共建築工事積算基準等に基づいた参
考数量内訳書であり、貴社で積算した
数量・項目を適用することは差支えあ
りません。

74

参考数量内
訳書

Excel 150
行目

A-014､021

参考数量内訳書に排水溝用 欠込型枠が計上され
ていません。設計図書に記載ありますが、不要
としてよろしいですか、御指示ください。

数量に含まれます。

75

参考数量内
訳書

Excel 157
行目

参考数量内訳書に（外部）防水押コン他用 普通
型枠（ｍ）が計上されていませんが、不要とし
てよろしいですか、御指示ください。

数量に含まれます。

76

参考数量内
訳書

Excel 165
行目

参考数量内訳書に（内部）防水押コン他用 普通
型枠（ｍ）が計上されていませんが、不要とし
てよろしいですか、御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

77

参考数量内
訳書

Excel 219
行目
S-51

二重天井鉄骨　アンカーボルト埋込　Ｍ１６
Ｌ４００　横向の数量が参考数量内訳書では１
１９本となっておりますが、２重天井　構造図
より１２２本です。２重天井　構造図の範囲通
りとしてよろしいですか、御指示ください。
（別紙１１）

よろしい。

78
上記質疑で、参考数量内訳書の数量を採用する
場合は算出根拠を御指示ください。

算出根拠は提示しません。

参考数量内訳書の数量を採用するかは
貴社の判断にてお願いします。

79

参考数量内
訳書

Excel 221
行目
S-51

二重天井鉄骨　柱底均しモルタル　無収縮　ｔ
３０　１０００×２５０の数量が参考数量内訳
書では５か所となっておりますが、２重天井
構造図より９か所です。２重天井　構造図の範
囲通りとしてよろしいですか、御指示くださ
い。（別紙１２）

よろしい。

80
上記質疑で、参考数量内訳書の数量を採用する
場合は適用場所を御指示ください。

算出根拠は提示しません。

参考数量内訳書の数量を採用するかは
貴社の判断にてお願いします。

81

参考数量内
訳書

Excel 228
行目
S-51

二重天井鉄骨　柱底均しモルタル　無収縮　ｔ
３０　９００×２５０の数量が参考数量内訳書
では７か所となっておりますが、２重天井　構
造図より１３か所です。２重天井　構造図の範
囲通りとしてよろしいですか、御指示くださ
い。（別紙１３）

よろしい。



82
上記質疑で、参考数量内訳書の数量を採用する
場合は適用場所を御指示ください。

算出根拠は提示しません。

参考数量内訳書の数量を採用するかは
貴社の判断にてお願いします。

83

参考数量内
訳書

Excel 436
行目
S-51

玄関庇鉄骨　柱底均しモルタル　無収縮　ｔ３
０　Ｈ１５０の数量が参考数量内訳書では１８
ｍとなっておりますが、玄関庇　構造図（１）
よりｔ３０　１５０×９５０　１９か所です。
玄関庇　構造図（１）の範囲通りとしてよろし
いですか、御指示ください。（別紙１４）

よろしい。

84

参考数量内
訳書

Excel 477
行目
S-52

風除室鉄骨　柱底均しモルタル　無収縮　ｔ３
０　Ｈ１５０の数量が参考数量内訳書では２．
８ｍとなっておりますが、風除室　構造図より
ｔ３０　１５０×７００　４か所です。風除室
構造図の範囲通りとしてよろしいですか、御指
示ください。（別紙１５）

よろしい。

85

参考数量内
訳書

Excel 506
～510行目
A-128、129

階段（２）鉄骨　モルタル厚の詳細が不明で
す。参考数量内訳書Ｐ４４よりｔ３０としてよ
ろしいですか、御指示ください。

よろしい。

86

参考数量内
訳書

Excel 537
行目
A-130

らせん階段鉄骨　２階平面図に記載のあるササ
ラに取付くベースプレート寸法の詳細が不明で
す。参考数量内訳書Ｐ４６より１５０×３００
２か所としてよろしいですか、御指示くださ
い。

よろしい。

87

参考数量内
訳書

Excel 537
～539行目
A-130

らせん階段鉄骨　モルタル厚の詳細が不明で
す。参考数量内訳書Ｐ４６よりｔ３０としてよ
ろしいですか、御指示ください。

よろしい。

88

参考数量内
訳書

Excel 542
行目

S-14､15

参考数量内訳書Ｅｘｃｅｌ００行目でらせん階
段部にフラットデッキ（ｔ０．８・Ｈ７５・Ｚ
１２）の記載がありますが、伏図ではスラブ符
号Ｓ１（在来型枠）となっている為、設計図書
に記載がありますが、不要としてよろしいです
か、御指示ください。
（別紙１６）

配筋及びスラブ厚はＳ１の通りとし、
型枠はフラットデッキとしておりま
す。

89

参考数量内
訳書

Excel 542
行目

A-130～133

上記質疑でフラットデッキが必要な場合、使用
される範囲を伏図にて御指示ください。 No.88の通りです。

90

参考数量内
訳書

Excel 543
行目

上記質疑でフラットデッキが必要な場合、コン
クリート流れ止めの仕様は参考数量内訳書Ｅｘ
ｃｅｌ５４３行目よりＰＬ－１．６としてよろ
しいですか、御指示ください。

よろしい。



91

参考数量内
訳書

Excel 633
行目

参考数量内訳書にアンカーボルト埋込Ｍ１２
Ｌ２４０　下向　１６本の記載がありますが、
設計図書に見受けられません。必要な場合は設
置範囲などの詳細を御指示ください。

必要です。
A-104図17メンテナンスデッキ用ス
テップ参照

92

参考数量内
訳書

Excel 635
行目

参考数量内訳書Ｐ５１に柱底均しモルタル　無
収縮　ｔ３０　６５×２５０　８か所の記載が
ありますが、設計図書に見受けられません。必
要な場合は設置範囲などの詳細を御指示くださ
い。

必要です。
A-104図17メンテナンスデッキ用ス
テップ参照

93 （意匠関係）

94

参考数量内
訳書Excel
683､684行

目
A-008

屋根アスファルト防水ＢＩ－１立上りの仕様が
参考数量内訳書ではＤ－１となっていますが、
図示通りＢＩ－１で、砂付ルーフィングカラー
仕上としてよろしいですか、御指示ください。

立上り部は保護コンクリート不要です
ので、Ｄ－１とします。

95

A-008､028
参考数量内
訳書Excel
732行目

地中外壁塗膜防水でＳＭＷ面以外のＴ防（Ｃ－
ＵＩ）が参考数量内訳書に計上されていません
が、設計図書に記載があります。不要としてよ
ろしいですか、御指示ください。

必要です。

96

A-008
参考数量内
訳書Excel
992行目

１Ｆ東設備置場の排水溝スチールグレーチング
蓋のが参考数量内訳書に計上されていません
が、必要とし、耐荷重はＴ－４としてよろしい
ですか、御指示ください。

よろしい。

97

A-030
参考数量内
訳書Excel
1059行目

参考数量内訳書に床等の石材の裏面処理が計上
されていませんが、設計図書に記載がありま
す。不要としてよろしいですか、御指示くださ
い。

必要です。

98

特-04
参考数量内
訳書Excel
827行目

参考数量内訳書に金属板の結露防止対策：グラ
イト吹付ｔ５が計上されていませんが、設計図
書に記載があります。不要としてよろしいです
か、御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

99

A-015
参考数量内
訳書Excel
827行目

参考数量内訳書に玄関廻りの化粧蓋の仕上材が
計上されていませんが、設計図書に記載があり
ます。不要としてよろしいですか、御指示くだ
さい。

参考数量内訳書（変更）による。

100

A-022
参考数量内
訳書Excel
862行目

参考数量内訳書に勾配屋根ＰＣ小口のＤＰ塗が
計上されていませんが、設計図書に記載があり
ます。不要としてよろしいですか、御指示くだ
さい。

参考数量内訳書（変更）による。



101

A-028
参考数量内
訳書Excel
1009行目

参考数量内訳書に軒天井アルミスパンドレルの
円柱廻り廻縁が計上されていませんが、設計図
書に記載があります。不要としてよろしいです
か、御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

102

A-028
参考数量内
訳書Excel
828行目

参考数量内訳書に南玄関廻り玉石敷き下のコン
クリート金鏝が計上されていませんが、設計図
書に記載があります。不要としてよろしいです
か、御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

103

A-029
参考数量内
訳書Excel
2166行目

参考数量内訳書に西玄関廻りスタイロフォーム
下のコンクリート金鏝が計上されていません
が、設計図書に記載があります。不要としてよ
ろしいですか、御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

104

A-105
参考数量内
訳書Excel
992行目

参考数量内訳書にパラペット笠木の捨笠木＋
シート防水が計上されていませんが、設計図書
に記載があります。不要としてよろしいです
か、御指示ください。

必要です。

105

A-105他
参考数量内
訳書Excel
1337行目

参考数量内訳書に屋上パラペットアゴ天端のコ
ンクリート金鏝が計上されていませんが、設計
図書に記載があります。不要としてよろしいで
すか、御指示ください。

必要です。
アゴは天端・立下り共に打放面補修を
計上しております。

106

A-120
参考数量内
訳書Excel
1865行目

参考数量内訳書に屋上立体トラスのワッパー部
廻りのフッ素樹脂系現場塗装が計上されていま
せんが、設計図書に記載があります。不要とし
てよろしいですか、御指示ください。

必要です。

107

参考数量内
訳書

Excel 1348
行目
A-26

参考数量内訳書にピット釜場の仕様がコンク
リート鏝押え素地となっておりますが、図示通
りＴ防水（Ｃ－ＵＩ）としてよろしいですか、
御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

108

参考数量内
訳書

Excel 783
行目
A-8,21

雨水ピット水槽 壁 塗膜防水の数量が参考数量
書内訳書では３５２．０ｍ２となっております
が、平面図（８）より６４０．０ｍ２です。平
面図（８）の範囲通りとしてよろしいですか、
御指示ください。（別紙１７）

参考数量内訳書（変更）による。

109

参考数量内
訳書

Excel 2223
行目

A-39～41

ライニング面台 Ｗ２５０の数量が参考数量内訳
書では７４．６ｍとなっておりますが、便所詳
細図より４２．０ｍです。便所詳細図の範囲通
りとしてよろしいですか、御指示ください。
（別紙１８）

参考数量内訳書（変更）による。

110

参考数量内
訳書

Excel 1233
行目
A-42

Ｂ１階二重天井間仕切上部下地鉄骨 Ｃ－７５×
４５×１５×２．３ Ｌ３３０の数量が参考数量
内訳書では１９か所となっておりますが、地階
二重天井伏図より軒樋下二重壁上部が６６．０
ｍ　＠３０３の為、２２０か所程度です。地階
二重天井伏図の範囲通りとしてよろしいです
か、御指示ください。（別紙１９）

参考数量内訳書（変更）による。



111

参考数量内
訳書

Excel 1236
行目
A-14

５ｍ超え間仕切上部補強下地鉄骨 Ｈ８２５の数
量が参考数量内訳書では３０３．０ｍとなって
おりますが、平面図（１）の間仕切凡例より１
５７．０ｍです。平面図（１）の範囲通りとし
てよろしいですか、御指示ください。
（別紙２０）

参考数量内訳書（変更）による。

112

A-021
参考数量内
訳書Excel
788行目

参考数量内訳書に雨水ピット（Ｘ９、Ｙ９通
り）の釜場が計上されていませんが、設計図書
に記載があります。不要としてよろしいです
か、御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

113

A-021
参考数量内
訳書Excel
788,1348行

目

参考数量内訳書に湧水排水槽・雨水ピットの排
水溝が計上されていませんが、設計図書に記載
があります。不要としてよろしいですか、御指
示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

114

A-030
参考数量内
訳書Excel
789行目

参考数量内訳書に洗浄室廻りの二重壁排水溝Ｗ
１５０×Ｈ３５０が計上されていませんが、設
計図書に記載があります。不要としてよろしい
ですか、御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

115
参考数量内
訳書Excel
806行目

参考数量内訳書にタイル他材取合・入隅シーリ
ングが計上されていませんが、設計図書に記載
があります。不要としてよろしいですか、御指
示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

116

A-103D11
参考数量内
訳書Excel
803,2068行

目

参考数量内訳書にメラミン化粧板の下記の項目
が計上されていませんが、設計図書に記載があ
ります。不要としてよろしいですか、御指示く
ださい。
・化粧出隅材、シリコン系シーリング
・巾木Ｈ１００

参考数量内訳書（変更）による。

117

A-104D4
参考数量内
訳書Excel
883行目

参考数量内訳書に天然木シート板、天然木化粧
合板の出隅役物が計上されていませんが、設計
図書に記載があります。不要としてよろしいで
すか、御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

118

A-016,099
参考数量内
訳書Excel
1078行目

参考数量内訳書に２階実験・研究ゾーン他壁軽
鉄下地５０形の曲面（凡例Ｗ９）が計上されて
いませんが、設計図書に記載があります。不要
としてよろしいですか、御指示ください。

数量に含まれます。

119

A-014,099
参考数量内
訳書Excel
1087行目

参考数量内訳書にＰＳ廻り等の軽鉄間仕切５０
形（凡例５Ａ・６Ａ・７Ａ）が計上されていま
せん。設計図書に記載があります。不要として
よろしいですか、御指示ください。

数量に含まれます。

120

A-100D12
参考数量内
訳書Excel
1128行目

参考数量内訳書にアスファルト防水立上り部の
平ラス２号が計上されていませんが、設計図書
に記載があります。不要としてよろしいです
か、御指示ください。

必要です。
参考数量内訳書は、公共建築工事積算
基準等に基づいた数量であり、貴社で
積算した数量・項目を適用することは
差し支えありません。



121
参考数量内
訳書Excel
1145行目

参考数量内訳書に耐震天井壁際クリアランス部
見切金物の曲面が計上されていませんが、設計
図書に記載があります。不要としてよろしいで
すか、御指示ください。

必要です。
参考数量内訳書は、公共建築工事積算
基準等に基づいた数量であり、貴社で
積算した数量・項目を適用することは
差し支えありません。

122

A-061,063
A-1010D8
参考数量内
訳書Excel
1153行目

参考数量内訳書に天井間接照明持出部見切縁の
曲面が計上されていませんが、設計図書に記載
があります。不要としてよろしいですか、御指
示ください。

必要です。
参考数量内訳書は、公共建築工事積算
基準等に基づいた数量であり、貴社で
積算した数量・項目を適用することは
差し支えありません。

123
参考数量内
訳書Excel
1301行目

参考数量内訳書に天井インサートのデッキ面・
ＡＬＣ面が計上されていませんが、設計図書に
記載があります。不要としてよろしいですか、
御指示ください。

数量に含まれます。

124

A-033,037
参考数量内
訳書Excel
1359,1886

行目

参考数量内訳書にＲＣ階段の手摺壁笠木が計上
されていませんが、設計図書に記載がありま
す。不要としてよろしいですか、御指示くださ
い。

参考数量内訳書（変更）による。

125

A-016～
019,027

参考数量内
訳書Excel
1915,1916,
1945行目

参考数量内訳書にミーティング室等のＯＡフロ
ア以外（梁上部）の床仕上が計上されていませ
んが、設計図書に記載があります。不要として
よろしいですか、御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

126

A-061
参考数量内
訳書Excel
2079行目

参考数量内訳書に１階廊下（Ｘ７・Ｙ７通り）
の折上げ天井が計上されていませんが、設計図
書に記載があります。不要としてよろしいです
か、御指示ください。

数量に含まれます。

127

A-015
参考数量内
訳書Excel
1368,1964

行目

参考数量内訳書に１階電気室入口部小階段の仕
上が計上されてませんが、設計図書に記載があ
ります。不要としてよろしいですか、御指示く
ださい。

参考数量内訳書（変更）による。

128

A-101D16
参考数量内
訳書Excel
1872行目

参考数量内訳書に天井木リブのＯＳＣＬ塗が計
上されていませんが、設計図書に記載がありま
す。不要としてよろしいですか、御指示くださ
い。

参考数量内訳書（変更）による。

129

A-015,
135,137

参考数量内
訳書Excel
1957行目

参考数量内訳書に下記の鋼製床段差部の仕上が
計上されていませんが、設計図書に記載があり
ます。不要としてよろしいですか、御指示くだ
さい。
・記念講堂スロープ側面
・通訳ブース踏段部

参考数量内訳書（変更）による。

130

A-043
参考数量内
訳書Excel
2117行目

参考数量内訳書に記念講堂の壁木リブ張り（吸
音壁部）のグラスウールｔ５０ガラスクロス巻
き（黒）充填が計上されていませんが、設計図
書に記載があります。不要としてよろしいです
か、御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。



131

A-015
参考数量内
訳書Excel
2097,2102,
2109行目

参考数量内訳書に各種耐火間仕切のＬＧＳ９０
形計上されていません。１階は階高４２００の
為、特記無き限りＬＧＳ９０形としてよろしい
ですか、御指示ください。

数量に含まれます。

132
参考数量内
訳書Excel
2125行目

参考数量内訳書に天井グラスウールボードの
デッキ面が計上されていませんが、設計図書に
記載があります。不要としてよろしいですか、
御指示ください。

数量に含まれます。

133

A-103D17
参考数量内
訳書Excel
2256行目

参考数量内訳書にストレッチャーガードのコー
ナーキャップ・エンドキャップが計上されてい
ませんが、必要としてよろしいですか、御指示
ください。

必要です。参考数量内訳書は、公共建
築工事積算基準等に基づいた数量であ
り、貴社で積算した数量・項目を適用
することは差し支えありません。

134

A-032,033
参考数量内
訳書Excel
1158～

1165､1177､
1178行目

階段（１）(ＲＣ階段)の踊場（Ｘ５通り）の手
摺は参考数量内訳表では壁付手摺（自立手摺
１．７ｍの為）となっておりますが、階段
（１）・ＥＶ（１）詳細図（１・２）より自立
手摺となっております。階段（１）・ＥＶ
（１）詳細図（１・２）の自立手摺としてよろ
しいですか、御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

135

A-016
参考数量内
訳書Excel
213､1214行

目

平面図（３）Ｘ７－Ｙ２通りサッシ取合い方立
の仕様が不明です。参考数量内訳書より下記と
してよろしいですか、御指示ください。
・スチール　ｔ１．６　ＳＯＰ
・内部グラスウール充填　３２ｋｇ／ｍ３
・サッシ取付部　Ｃ－４０×２０×２．３

数量に含まれます。

136

A-103D9
参考数量内
訳書Excel
225行目

多目的便所　ベビーキープの取付下地金物（Ｆ
Ｂ－３×２５）の詳細、寸法が不明です。参考
数量内訳書よりＬ４５０　２段としてよろしい
ですか、御指示ください。

数量に含まれます。

137

A-103D10
参考数量内
訳書Excel
226行目

多目的便所　おむつ交換台の取付下地金物（Ｆ
Ｂ－３×２５）の詳細、寸法が不明です。参考
数量内訳書よりＬ９００　３段としてよろしい
ですか、御指示ください。

数量に含まれます。

138

A-103D2
参考数量内
訳書Excel
2188～2203

行目

便所　洗面化粧台の腰壁パネルの仕様が不明で
す。参考数量内訳書よりメラミン化粧板ｔ３と
してよろしいですか、御指示ください。

数量に含まれます。

139

A-021

参考数量内
訳書Excel
2268～2271

行目

地下ピット　通気管・連通管の数量が参考数量
内訳書ではＬ６５０　８８か所、Ｌ８５０　３
０か所となっておりますが、平面図（８）より
Ｌ６５０　４４か所、Ｌ８５０　１５か所で
す。平面図（８）の数量としてよろしいです
か、御指示ください。
（別紙２１）

参考数量内訳書（変更）による。



140

A-101D10
参考数量内
訳書Excel
970行目

タイトフレームが参考数量内訳書にあります
が、共通詳細図（３）（折板二重天井）より、
受け金物Ｃ－６０×３０×１０×２．３　＠６
００の事としてよろしいですか、御指示くださ
い。

参考数量内訳書（変更）による。

141

A-028,029
参考数量内
訳書Excel
1042～1045

行目

南・西玄関廻りスロープ手摺壁天端手摺が参考
数量内訳書では（平部１９．１ｍ、斜部１２．
５ｍ）となっておりますが、南・西玄関廻り詳
細図より斜部の手摺壁はありません。平部のみ
としてよろしいですか、御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

142

A-035,036
参考数量内
訳書Excel
1166～

1173､1182､
1183行目

下記の鉄骨階段（階段（２））の手摺の数量が
参考数量内訳書と階段（２）・ＥＶ（２）詳細
図（１）（２）で相違しています。階段
（２）・ＥＶ（２）詳細図（１）（２）の範囲
通りとしてよろしいですか、御指示ください。
（別紙２２）
＜参考数量内訳書＞
・自立手摺　平部　　　８．８ｍ
・自立手摺　斜部　１２３．０ｍ
・壁付手摺　平部　　２３．７ｍ
・壁付手摺　斜部　１２３．０ｍ

＜階段（２）詳細図＞
・自立手摺　平部　　２０．８ｍ
・自立手摺　斜部　　４３．６ｍ
・壁付手摺　平部　　　５．６ｍ
・壁付手摺　斜部　　１４．８ｍ

参考数量内訳書（変更）による。

143

A-061～063
参考数量内
訳書Excel
1190､1221

行目

ピクチャーレール（取付下地金物共）の数量が
参考数量内訳書では１２９．０ｍとなっており
ますが、天井伏図（１）～（３）より３２７ｍ
程度です。天井伏図（１）～（３）の範囲通り
としてよろしいですか、御指示ください。（別
紙２３）

参考数量内訳書（変更）による。

144

特-01
参考数量内
訳書Excel
2308行目

参考数量内訳書に化学物質の濃度測定が計上さ
れていませんが、設計図書に記載があります。
不要としてよろしいですか、御指示ください。

必要です。
公共建築工事積算基準等に基づいた参
考数量内訳書であり、貴社で積算した
数量・項目を適用することは差支えあ
りません。

145

特-04
参考数量内
訳書Excel
767行目

参考数量内訳書にシーリングの簡易接着性試験
が計上されていませんが、設計図書に記載があ
ります。不要としてよろしいですか、御指示く
ださい。

必要です。参考数量内訳書は、公共建
築工事積算基準等に基づいた数量であ
り、貴社で積算した数量・項目を適用
することは差し支えありません。

146

特-04
参考数量内
訳書Excel
846行目

参考数量内訳書にタイルの試験張及び見本焼き
が計上されていませんが、設計図書に記載があ
ります。不要としてよろしいですか、御指示く
ださい。

必要です。参考数量内訳書は、公共建
築工事積算基準等に基づいた数量であ
り、貴社で積算した数量・項目を適用
することは差し支えありません。



147

特-05
参考数量内
訳書Excel
965行目

参考数量内訳書に竪樋防露巻が計上されていま
せん。設計図書に記載があります。不要として
よろしいですか、御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

148

特-06
参考数量内
訳書Excel
1303行目

参考数量内訳書に鍵箱が計上されていません
が、設計図書に記載があります。不要としてよ
ろしいですか、御指示ください。

必要です。
公共建築工事積算基準等に基づいた参
考数量内訳書であり、貴社で積算した
数量・項目を適用することは差支えあ
りません。

149

A-061参考
数量内訳書
Excel 1122

行目

参考数量内訳書に天井開口補強が計上されてい
ませんが、設計図書に記載があります。不要と
してよろしいですか、御指示ください。

A-061図　参照

150
参考数量内
訳書Excel
1122行目

参考数量内訳書に壁付手摺用取付下地補強（Ｌ
ＧＳ面）が計上されていませんが、設計図書に
記載があります。不要としてよろしいですか、
御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

151
参考数量内
訳書Excel
1122行目

参考数量内訳書にカーテンレール用用取付下地
補強（天井付）が計上されていませんが、設計
図書に記載があります。不要としてよろしいで
すか、御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

152

A-101D10
参考数量内
訳書Excel
1901行目

参考数量内訳書に１Ｆ電気室折板天井点検ハッ
チのＳＯＰ塗装が計上されていませんが、設計
図書に記載があります。不要としてよろしいで
すか、御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

153

A-103D1
参考数量内
訳書Excel
1887行目

参考数量内訳書にＳＫ掃除掛けフック取付下地
（杉）のＥＰ－Ｇ塗装が計上されていません
が、設計図書に記載があります。不要としてよ
ろしいですか、御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

154

A-103D18参
考数量内訳
書Excel
1897行目

参考数量内訳書に足洗い流しの巾木のＳＯＰ塗
装が計上されていませんが、設計図書に記載が
あります。不要としてよろしいですか、御指示
ください。

参考数量内訳書（変更）による。

155 （建具関係）

156

A-067
参考数量内
訳書Excel
1823行目

ＡＣＷ－１の寸法が参考数量内訳書ではＷ９３
１５×Ｈ６６６０となっておりますが、建具表
（１）よりＷ９２８８×Ｈ６３３０です。建具
表（１）の寸法通りとしてよろしいですか、御
指示ください。

よろしい



157

A-043
参考数量内
訳書Excel
1870行目

参考数量内訳書に記念講堂詳細図の通訳ブース
のぞき窓（ＳＷ－１）廻り詳細図の木製見切縁
（杉）２５×１２７（四方）ＯＳＣＬが計上さ
れていませんが、設計図書に記載があります。
不要としてよろしいですか、御指示ください。

参考数量内訳書（変更）による。

158

A-075
参考数量内
訳書Excel
768行目

参考数量内訳書に建具詳細図（２）（参考図）
のアルミ製縦辷り窓（軒天グリル付）詳細図
（参考図）のフサギパネル廻りのシーリング
（２０×１０と３５×１５）が計上されていま
せんが、設計図書に記載があります。不要とし
てよろしいですか、御指示ください。

必要です。
公共建築工事積算基準等に基づいた参
考数量内訳書であり、貴社で積算した
数量・項目を適用することは差支えあ
りません。

159

A-067
参考数量内
訳書Excel
1747行目

ＡＣＷ－１の自動開閉装置の数量が参考数量内
訳書では１か所となっておりますが、建具表
（１）の姿図より２か所です。建具表（１）の
２か所としてよろしいですか、御指示くださ
い。

よろしい

160 　　　　　　　　（屋外関係）

161
参考数量内
訳書Excel
2476行目

参考数量内訳書で排水管に保護砂巻（Ｗ４１６
／６６５×Ｈ４００）の記載がありますが、設
計図書に見受けられません。全ての排水管に保
護砂巻が必要としてよろしいですか、御指示く
ださい。

図示の通り。

162

E-02
参考数量内
訳書Excel
2494､2504

行目

参考数量内訳書に生活排水管ＶＰφ１００
２．２ｍと実験排水管ＶＰφ１００　４．８ｍ
がありますが､各々の平面範囲が不明です。御指
示ください。

不要です。

163

E-01
参考数量内
訳書Excel
2402行目

参考数量内訳書にアスファルト舗装部のスロー
プが計上されていませんが、設計図書に記載が
あります。不要としてよろしいですか、御指示
ください。

数量に含まれます。

164
参考数量内
訳書Excel
2439行目

参考数量内訳書に舗装の残土処分が計上されて
いませんが、設計図書に記載があります。不要
としてよろしいですか、御指示ください。

数量に含まれます。

165
参考数量内
訳書Excel
2463行目

参考数量内訳書に囲障の残土処分が計上されて
いませんが、設計図書に記載があります。不要
としてよろしいですか、御指示ください。

数量に含まれます。



166
参考数量内
訳書Excel
2488行目

参考数量内訳書に雨水排水の残土処分が計上さ
れていませんが、設計図書に記載があります。
不要としてよろしいですか、御指示ください。

数量に含まれます。

167
参考数量内
訳書Excel
2498行目

参考数量内訳書に生活排水の残土処分が計上さ
れていませんが、設計図書に記載があります。
不要としてよろしいですか、御指示ください。

数量に含まれます。

168
参考数量内
訳書Excel
2508行目

参考数量内訳書に実験排水の残土処分が計上さ
れていませんが、設計図書に記載があります。
不要としてよろしいですか、御指示ください。

数量に含まれます。

169
参考数量内
訳書Excel
2555行目

参考数量内訳書に外構工作物の残土処分の残土
処分が計上されていませんが、必要としてよろ
しいですか、御指示ください。

数量に含まれます。

170

仮-03
参考数量内
訳書Excel
2562～2610

行目

参考数量内訳書に歩道切下仮設撤去及び本設復
旧がありますが、明確な平面範囲が不明です。
Ｗ８２００としてよろしいですか、御指示くだ
さい。

質疑No.28回答による。

171

E-12
参考数量内
訳書Excel
2441行目

外構撤去配置図の医学部図書館南側にアスファ
ルト舗装撤去・復旧と記載ありますが、参考数
量書に記載ありません。医学部図書館南側のア
スファルト舗装撤去・復旧はアスファルト路盤
材撤去１０４２ｍ２とは別に必要としてよろし
いですか、御指示ください。

よろしい。

172 　　　　　　　　（見積関係）

173

参考数量内
訳書

Excel 2923
～2927行目

参考数量内訳書には幹線・電灯・電話・情報・
機械設備撤去とありますが、全てのｲﾝﾌﾗは縁切
りが完了しているとしてよろしいでしょうか。

よろしい。

174 E-18

屋外配管切廻し・新設工事は参考数量内訳書に
は計上されていませんが、設計図書には記載さ
れております。別途工事としてよろしいでしょ
うか。

本工事範囲内です。
公共建築工事積算基準等に基づいた参
考数量内訳書であり、貴社で積算した
数量・項目を適用することは差支えあ
りません。



175

参考数量内
訳書

Excel 766
行
P-01

埋蔵文化財調査において参考数量内訳書には根
切766ｍ3が計上されていますが、設計図書のB-
2-⑤、B-2-⑧、B-3-③、C-2-④、C-2-⑤、C-2-
⑥、C-3-⑧、C-2-⑦、D-3-①の範囲としてよろ
しいでしょうか。

埋蔵文化財調査範囲のうち、GL-1.0ｍ
まで土壌汚染がない範囲の数量であ
る。

176
参考数量内

訳書
Excel 15行

「2.土工」においてPH処理装置が計上されてい
ませんが、必要な項目になりますので計上して
よろしいでしょうか。

よろしい。

177
参考数量内

訳書
Excel 15行

山留の残土処分費は参考数量内訳書には計上さ
れていませんが、必要な項目ですので計上して
よろしいでしょうか。

参考数量内訳書は、発生材処分に含み
ます。公共建築工事積算基準等に基づ
いた参考数量内訳書であり、貴社で積
算した数量・項目を適用することは差
支えありません。

178
参考数量内

訳書
Excel 15行

上記より、計上する場合は、SMW残土は産廃処
分、親杭・構台杭残土は一般残土としてよろし
いでしょうか。

関係法令に従い、適切に処分するこ
と。

179

参考数量内
訳書

Excel 15行
特(2)

「2.土工」において残土処分が、計上されてい
ませんが、設計図書には「適切に残土処分を行
う」と記載があります。必要な項目として計上
してよろしいでしょうか。

必要です。参考数量内訳書は、発生材
処分に含みます。公共建築工事積算基
準等に基づいた参考数量内訳書であ
り、貴社で積算した数量・項目を適用
することは差支えありません。

180

参考数量内
訳書

Excel 41行
目

参考数量内訳書には、「鉄筋架台」が計上され
ておりませんが、4.鉄筋のいずれに含まれてい
おりますでしょうか。

含みます。公共建築工事積算基準等に
基づいた参考数量内訳書であり、貴社
で積算した数量・項目を適用すること
は差支えありません。

181

参考数量内
訳書

Excel 104
行目

参考数量内訳書には、「段差型枠」が計上され
ておりませんが、6.型枠のいずれに含まれてお
りますでしょうか。

数量に含まれます。

182

参考数量内
訳書

Excel 104
行目

上記において、参考数量内訳書に含まれていな
い場合、段差型枠は他の型枠と異なり、労務費
率が高いため別計上とさせていただきますがよ
ろしいでしょうか。

数量に含まれます。

183

参考数量内
訳書
Excel

1835、1838
行目

タイル打込手間が参考数量内訳書では「一般
部：1,138m2、曲面部：1,267m2」となっており
ますが、弊社積算基準により「一般部：
1,252m2、曲面部:1,446m2」としてよろしいで
しょうか。

公共建築工事積算基準等に基づいた参
考数量内訳書であり、貴社で積算した
数量・項目を適用することは差支えあ
りません。

184

参考数量内
訳書

Excel 1068
行目

一次ﾌｧｽﾅｰ（PC版中間階）が参考数量内訳書では
「328か所」となっておりますが、弊社積算基準
により「376か所」としてよろしいでしょうか。

公共建築工事積算基準等に基づいた参
考数量内訳書であり、貴社で積算した
数量・項目を適用することは差支えあ
りません。



185 （施工計画関係）

186 ―
予定価を推定された際の工事のマスタースケ
ジュールをお示しください。

貴社で検討願います。

187 (構造)

188 P.18

土工 既存躯体撤去後～山留施工地盤 埋戻(汚染
土壌除去・とりこわし・埋文調査範囲)の8471m3
の埋戻ﾚﾍﾞﾙは設計GL=TP+51.4迄埋戻と考えて宜
しいでしょうか｡御指示下さい｡

よろしい。

189 P.25
型枠 1F壁～柱型嵩上げ材敷込 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ
t285の範囲が不明です｡御指示下さい｡

A-015図　Ｘ１･Ｙ５・Ｙ９通りで、Ｒ
Ｃ壁と柱型の間とします。

190 (外部)

191 A-025～027

防水工事 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立下り 塗膜防水 X-2 H=130が
312mですが､矩計図ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ部の立下りは､H=80で
す｡H=130はどこでしょうか｡場所を御指示下さ
い｡

図面を正とします。

192 A-020

防水工事 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立下り 塗膜防水 X-2 H=80が
184mですが､屋根伏図のﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄの直部分は89.9m
になります｡屋根伏図を正と考えて宜しいでしょ
うか｡御指示下さい｡

よろしい。

参考数量内訳書の数量を採用するかは
貴社の判断にてお願いします。

193 A-015

金属工事 西玄関ﾎﾟｰﾁ 床下点検口 ｽﾃﾝﾚｽ枠化粧
600角が1か所ですが､1階平面図では鋼製ｽﾘｯﾄ化
粧蓋です｡床下点検口の1か所は無しと考えて宜
しいでしょうか｡必要な場合は位置を御指示下さ
い｡

○床下点検口　ステンレス枠化粧６０
０角
→A-015図　西玄関ポーチ　スロープ
頂部に記載有。

194 A-015

塗装工事 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ手摺壁天端 撥水剤塗布 W=250
が227mですが､1階平面図より148mになります｡1
階平面図を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示
下さい｡

よろしい。

参考数量内訳書の数量を採用するかは
貴社の判断にてお願いします。



195 (内部)

196
参考数量内
訳書P134
A-039

面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W=250が参考数量内訳書では
74.6m､便所詳細図等では38.5mあります｡意匠図
を正と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

よろしい。

参考数量内訳書の数量を採用するかは
貴社の判断にてお願いします。

197
参考数量内
訳書P80
A-061

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙの数量が参考数量内訳書では129m､天
井伏図では339mあります｡意匠図を正と考えて宜
しいでしょうか｡御指示下さい｡

よろしい。

参考数量内訳書の数量を採用するかは
貴社の判断にてお願いします。

198
参考数量内
訳書P132
A-014

ﾐﾆｷｯﾁﾝの数量が参考数量内訳書では13か所､平面
詳細図では15か所あります｡意匠図を正と考えて
宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

よろしい。

199
参考数量内
訳書P136
A-014

ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞの数量が参考数量内訳書では
72.2m､平面詳細図では128mあります｡意匠図を正
と考えて宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

よろしい。

参考数量内訳書の数量を採用するかは
貴社の判断にてお願いします。

200
参考数量内
訳書P136
A-015

注意喚起床材 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 300角 警告型の数量が
参考数量内訳書では86か所､平面詳細図では110
か所あります｡意匠図を正と考えて宜しいでしょ
うか｡御指示下さい｡

よろしい。

201
参考数量内
訳書P134
A-039

便所ﾌｯｸの数量が参考数量内訳書では24か所､便
所詳細図は20か所あります｡意匠図を正と考えて
宜しいでしょうか｡御指示下さい｡

よろしい。

202

参考数量内
訳書P135･

136
A-070

B1F建具のねずみ返しの数量が､参考数量内訳書
では､W1300 13か所､W850 13か所､建具表では､
W850 13か所､W1200 1か所､W1300 16か所､W1700
1か所あります｡意匠図を正と考えて宜しいで
しょうか｡御指示下さい｡

よろしい。

203 (建具)

204
参考数量
内訳書P118

内外装工事の下記項目が､図面上に見当たりま
せん｡不要と考えて宜しいでしょうか｡
御指示下さい｡
 ｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ裏(AW) ｳﾚﾀﾝ吹付 t25 鉄面 27.0㎡

A-075図　建具詳細図（２）参照。



205 (埋蔵文化財調査及び汚染土壌除去)

206
参考数量
内訳書

P165、166

埋蔵文化財調査と汚染土壌除去は、施工時の詳
細検討により施工計画及び施工数量が変更にな
る可能性がありますが、変更が生じた場合、参
考数量内訳書・設計図書を基に精算協議して頂
けると考えて宜しいでしょうか。

変更が生じた場合、監督職員と協議し
決定するものである。

207
A124

数量書P35､
P66

（外装）
R階勾配ルーバーについて、A124図においてルー
バー金属屋根平滑葺下地の角パイプ(□-50×50
×2.3 溶融亜鉛めっき仕上)の図示があります
が、数量書の鉄骨工事及び屋根工事に含まれて
いません。屋根工事の勾配ルーバーの摘要に追
記と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

よろしい。

参考数量内訳書の数量を採用するかは
貴社の判断にてお願いします。

208
A123

数量書P50､
66

A123図において、立体トラス部に母屋(□-50×
50×2.3)がありますが、数量書の鉄骨工事は一
式のため、含まれているか不明です。前質疑に
倣い、屋根工事の勾配ルーバーの摘要に追記と
考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

よろしい。

参考数量内訳書の数量を採用するかは
貴社の判断にてお願いします。

209
A025､030
数量書
P73、88

1階東側ドライエリアの排水溝について、A025図
A-A'断面図及びA030図Q-Q'･R-R'･X-X'断面図に
スチールグレーチング蓋が図示がありますが、
数量書の金属工事に見当たりません。左官工事
に排水溝防水モルタル鏝押えが49.1m計上されて
いますので、金属工事にスチールグレーチング
蓋49.1m追加と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。

よろしい。

参考数量内訳書の数量を採用するかは
貴社の判断にてお願いします。

210
A025､030
数量書
P73、88

A015図より、1階ドライエリアの排水桝600角の
数量について、南側1か所と東側1か所で計2か所
になっています。数量書の金属工事(P98)の蓋は
2か所計上されていますが、左官工事(P115)の桝
底防水モルタル鏝押えは1か所になっています。
2か所が正と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

X5通(南)付近格子蓋の直下は雨水ピッ
トが無く、ｺﾝｸﾘｰﾄ桝形状として屋外排
水系統により排水。
X9通(北)付近格子蓋は蓋のみで直下の
雨水ピットへ流下としております。

211
A015､020
数量書P68

数量書の｢ルーフドレイン 竪型150A アスファル
ト防水用｣が11か所ですが、平面図では1F 2か所
+RF 11か所で計13か所になります。13か所が正
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

よろしい。

212
A015､020
数量書P68

数量書の｢ルーフドレイン 竪型150A 塗膜防水
用｣が8か所ですが、平面図ではB1F 6か所+1F 1
か所で計7か所になります。7か所が正と考えて
宜しいでしょうか。御指示下さい。

よろしい。



213
A015､105
数量書P71

数量書の｢アルミ庇｣の寸法が、W2000×D2000に
なっていますが、A015図及びA105図-10では
W2200×D2000になっています。W2200×D2000が
正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

よろしい。

214
A015､144
数量書P131

数量書の｢西玄関ポーチ 起伏式止水板｣の寸法で
すが、有効W8270になっていますが、A015図及び
A144図では有効W6160になっています。有効
W6160が正と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

よろしい。

215
数量書
P56～58

石張の目地シーリングについて、防水工事にあ
りませんが、石工事でシーリング共と考えて宜
しいでしょうか。御指示下さい。

よろしい。

216
A014～019
数量書
P132

（内装）
数量書の｢ミニキッチン｣が13か所ですが、平面
図ではB1F-1か所、1F-2か所、2～5F-各階3か所
で計15か所になります。15か所が正と考えて宜
しいでしょうか。御指示下さい。

よろしい。

217  特-06､A-064

（建具）
数量書にて、アルミ製建具・メタルカーテン
ウォールの遮音性がT-1と記載されております
が、特記仕様書・建具仕様書では遮音性につい
て記載がございません。遮音性は数量書の通り
T-1と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

よろしい。

218 A-065､067

数量書にて、FSD-6の員数が2か所となっており
ますが、建具表・建具配置図では1階に1か所と
相違しております。建具表・建具配置図を正と
し、1か所と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

よろしい。

219 A-068

数量書にて、FSW-1のH寸法がH=2455と記載され
ておりますが、建具表ではH=2475と相違してお
ります。建具表を正とし、H=2475と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。

よろしい。

220 A-069

数量書にて、LSD-9BのアンダーカットがH=15と
記載されておりますが、建具表ではH=25と相違
しております。建具表を正とし、アンダーカッ
トはH=25と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

よろしい。

221 A-070

数量書にて、LSD-11のキックプレートが片面と
記載されておりますが、建具表では両面と相違
しております。建具表を正とし、キックプレー
トは両面張と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。

よろしい。



222 A-070､077

数量書にて、LSD-15の枠見込が135と記載されて
おりますが、建具表・建具詳細図では枠見込130
と相違しております。建具表・建具詳細図を正
とし、枠見込130と考えて宜しいでしょうか。御
指示下さい。

よろしい。

223 A-070

数量書にて、LSD-25のキックプレートが片面と
記載されておりますが、建具表では両面と相違
しております。建具表を正とし、キックプレー
トは両面張と考えて宜しいでしょうか。御指示
下さい。

よろしい。

224 A-072､089

数量書にて、PT-8のW寸法がW=4662.5と記載され
ておりますが、建具表・詳細図ではW=4612.5と
相違しております。建具表・詳細図を正とし、
W=4612.5と考えて宜しいでしょうか。御指示下
さい。

よろしい。

225 A-067､078

数量書にて、自動閉鎖装置でACW-1の形式が2枚
片引き 1か所と記載されておりますが、建具
表・詳細図では引分け 2か所と相違しておりま
す。建具表・詳細図を正とし、ACW-1の自動閉鎖
装置は引分け 2か所と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。

よろしい。

226 A-067､078

数量書にて、ACW-1の寸法がW9315×H6660と記載
されておりますが、建具表・詳細図ではW9288×
H6330と相違しております。建具表・詳細図を正
とし、W9288×H6330と考えて宜しいでしょう
か。御指示下さい。

よろしい。

227  A-067､078､07

数量書にて、複層ガラスLow-E10+A6+FL10のm2ラ
ンクが4.00m2以下と記載されておりますが、建
具詳細図(6)に記載の断面詳細図より1階のガラ
スはH=4200となりますので、6.00m2以下になる
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

よろしい。

228 K-04

（建具　医学部Ｅ棟改修）
数量書にて、ガラス廻りシーリングの数量が396
ｍとなっておりますが、AW-5の無目部分のガラ
スシーリングが含まれていないと思われます。
無目部(11.19ｍ×上下2×両面2＝44.8ｍ)を含め
まして、440.8ｍと考えて宜しいでしょうか。御
指示下さい。

よろしい。

229 K-05､06

（建具　医学部E棟改修・医学部図書館改修）
数量書にて、建具廻り取合シーリングで、内部
側の『9.5×10』・『17.5×10』が計上されてお
りませんが、建具詳細図より必要と考えて宜し
いでしょうか。御指示下さい。

数量に含まれます。

230 K-04

（建具　医学図書館改修）
数量書にて、複層ガラスの構成がは『Low-
E5+A6+PW6.8』となっておりますが、建具仕様書
では『FW6.8+A6+Low-E5』と相違しております。
建具仕様書に記載の構成と考えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。

よろしい。



231
E-02、数量
書ｐ149

（外構）
(2)生活排水、(3)実験排水の細目別内訳ポンプ
アップ・ｐｈモニター槽にて、下記項目を御指
示下さい。
・摘要RC1200角H1300と明記ありますが、E-02外
構排水計画図生活排水ポンプ槽要領図ではH3670
となっています。この場合、H3670と読み替えて
宜しいでしょうか
・1式の中に、マンホール蓋と足掛け金物入って
いると考えて宜しいでしょうか

よろしい。
蓋と足掛け金物は含んでおります。

232
E-02、数量
書ｐ149

(2)生活排水の細目別内訳生活排水管VPと明記あ
りますが、E-02外構排水計画図凡例(RS-VU)と
なっていますが、VPと読み替えて宜しいでしょ
うか。御指示下さい。

VUが正です。

233
E-02、数量
書ｐ149

(2)生活排水の細目別内訳生活排水桝1式と明記
ありますが、この中には、外構排水計画桝リス
トS1～S32のSC-3､4､5桝及び蓋が入っていると考
えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

よろしい。

234
E-02、数量
書ｐ149

(3)実験排水の細目別内訳実験排水人孔桝1式と
明記ありますが、この中には、外構排水計画桝
リストE1～E15、E31のSC-4､5桝及び蓋が入って
いると考えて宜しいでしょうか。御指示下さ
い。

よろしい。

235
E-12、数量
書ｐ155

（とりこわし）
外構撤去配置図医学部図書館南側AS撤去・復旧
(D-01)と指示がありますが、表層撤去及び路盤
撤去及びアスファルト復旧は、どこに数量入っ
てるのでしょうか。御指示下さい。

表層撤去及び路盤撤去及びアスファル
ト復旧数量は以下の通りです。

25.0㎡

236
E-12、数量
書ｐ170

(4)-1GL下埋設部とりこわし細目別内訳植樹伐
根・雨水桝撤去・桝蓋撤去各1式と明記あります
が、この中には、雨水桝撤去リストA～X、樹木
撤去リストA～G、a～c、①～⑦全て入っている
と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。

よろしい。

237 P49
参考数量内訳書P49のﾌﾞﾄﾞｳ棚鉄骨は、S-51図
二重天井鉄骨のうち天井受け材のことでしょう
か。異なる場合、部位を御指示ください。

天井受け材のことです。

以下、余白



No. 名　称

変更1 －

標記工事の数量書について下記のとおり変更いたします。

指　示　事　項

質疑回答書(設計図書)、質問回答書(数量書)及び、記載誤りの訂正に伴い、参考数量
内訳書の一部が変更になったので、変更箇所を反映した参考数量内訳書(変更)のデー
タを本日（令和3年4月2日）中に競争参加者に対し電子メールにて送付します。

以下、余白


