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質 疑 応 答 書  

件  名 平成２９年度 
     浜松医療センター新病院整備事業施工予定者選定プロポーザル 

事業者名  

メールアドレス  

提 出 日 平成 29 年 11 月 27 日     回 答 日 平成 29 年 12 月 20 日 

項 目 質  疑  事  項 回  答  事  項 

 (新棟 外部仕上)  

A-28 
1F免震跳出ｽﾗﾌﾞの床仕上について､塗膜

防水と考えてよろしいですか｡ 
 

貴見のとおり。 

A-46 
免震跳出ｽﾗﾌﾞ上部門扉(J-14～15通り)に
ついて､仕様･高さ寸法をご指示下さい｡ 
 

ＳＵＳ製、Ｈ1200 程度とします。 

A-05 

建築工事特記仕様書 4 その他特記事項

欄について､新病院南西側の擁壁と GL
間に屋外鉄骨階段(溶融亜鉛ﾒｯｷ処理)を 1
か所見込むことと記載有ります｡寸法･

詳細をご指示下さい｡ 
 

実施設計にて確定しますので、一般的

な屋外階段にて想定してください。 

 (新棟 内部仕上)  

A-17 
A-18 
A-19 
 

下記部屋の仕上について､内部仕上表 1･
2 に記載ありません｡下記の仕上と考え

てよろしいですか｡ 
床－長尺ｼｰﾄ(B) 
巾木－ｿﾌﾄﾋﾞﾆ-ﾙ 
壁－V ｸﾛｽ(A) 
天井－岩綿吸音板(A) 
天井高さ－H2600 
(1 階) 
ﾌﾞﾛｯｸ 2＜眼科＞ 
 相談室､準備室､重心動揺室､検査室､ 

暗室検査室､検査室､吸入室 

貴見のとおり。 



項 目 質  疑  事  項 回  答  事  項 

 

ﾌﾞﾛｯｸ 3＜耳鼻咽喉＞ 
膀胱鏡室 

ﾌﾞﾛｯｸ 4＜歯科･口腔＞ 
 技工室 
ﾌﾞﾛｯｸ 5＜小児科＞ 
 計測室､授乳室､多目的室､ 

助産師外来診察室 
ﾌﾞﾛｯｸ 6＜産婦人科＞ 

助産指導室 
ﾌﾞﾛｯｸ 7＜精神＞ 
 臨床心理室 
＜検体＞ 
 検体検査室､輸血管理室､細菌検査室､ 
 PCR 室､採尿受付 
(2 階) 
ﾌﾞﾛｯｸ 8＜整形＞ 
 ｷﾞﾌﾞｽ室 
＜放射線＞ 
 骨密度､ﾘｶﾊﾞﾘｰ室､結石破砕室 
＜救急＞ 
 問診室､感染待合､感染診察室 
(3 階) 
＜手術＞ 
 心肺準備室､麻酔室 
 
 

 

A-17 
A-18 

下記部屋の仕上について､内部仕上表 1･
2 に記載ありません｡下記の仕上と考え

てよろしいですか｡ 
床－ｶｰﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ(B) 
巾木－ｿﾌﾄﾋﾞﾆ-ﾙ 
壁－V ｸﾛｽ(A) 
天井－化粧 PB(B) 
天井高さ－H2600 
 

貴見のとおり。 



項 目 質  疑  事  項 回  答  事  項 

 

(1 階) 
＜検体＞ 
 当直室 1･2､科長室､ｽﾀｯﾌ室 
＜厨房＞ 
 栄養管理室､委託業者事務室､ 
 管理事務室 
(2 階) 
＜薬剤＞ 
 薬局長室､DI 室 
＜放射線＞ 
 読影室､医局､科長室 
 

 

A-17 

下記部屋の仕上について､内部仕上表 1･
2 に記載ありません｡下記の仕上と考え

てよろしいですか｡ 
床－長尺ｼｰﾄ(C) 
巾木－長尺ｼｰﾄ(C) 
壁－化粧ｹｲｶﾙ板(A) 
天井－NAD 塗装 
天井高さ－H2600 
(1 階) 
＜医事課＞ 
 金庫､ATM 
＜厨房＞ 
 検収室､準備室 1 
 

貴見のとおり。 

A-17 
A-18 
A-19 

下記部屋の仕上について､内部仕上表 1･
2 に記載ありません｡下記の仕上と考え

てよろしいですか｡ 
床－長尺ｼｰﾄ(F) 
巾木－木製(OP) 
壁－AEP 塗装 
天井－岩綿吸音板(B) 
天井高さ－H2600 
 

貴見のとおり。 



項 目 質  疑  事  項 回  答  事  項 

 

(1 階) 
＜核医学＞ 
 面談室､ﾘｶﾊﾞﾘｰ室､説明室 
(2 階) 
＜中央処置＞ 
 栄養相談室 1･2 
＜放射線＞ 
 ﾘｶﾊﾞﾘｰ室 
＜内視鏡＞ 
 相談室 
(3 階) 
＜手術室＞ 
 説明室､面談室 
 

 

A-13 
A-34 

天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ B の厚みについて 
A-13 図 t9.5 
A-34 図 t12.5 
と相違しています｡A-13 図を正と考えて

よろしいですか｡ 
 

貴見のとおり。 

A-34 

【参考図】標準詳細図 4(内部 2)D4-17 巾

木床材巻上げについて､ﾘﾉﾘｳﾑは面木

R25 付とありますが､長尺ｼｰﾄ巻上げ部

分も面木 R25 付と考えてよろしいです

か｡ 

貴見のとおり。 

A-49 
1F調理室について､ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟが必要の

場合､仕様･詳細をご指示下さい｡ 
 

実施設計にて確定しますので、同規模

程度と事例から一般的な仕様として想

定してください。 

 (排水処理･RI 排水処理 内部仕上)  

A-89 

排水処理室 下部感染系原水槽･放流槽･

検査透析系原水槽について､下記と考え

てよろしいですか｡ 
･仕上:自閉樹脂塗膜防水  

大関化学ﾊﾟﾗﾃｯｸｽ B-2 
･深さ:H1500 

貴見のとおり。 



項 目 質  疑  事  項 回  答  事  項 

 (新棟 建具)  

A-80 

SW-B04～07 について､化粧鋼板と記載

ありますが､他のSWと同様にSOP塗装

と考えてよろしいですか｡ 
 

化粧鋼板、またはＤＮシート貼程度と

します。 

A-77 
A-79 
A-80 

P-101～B01 について､姿図が不明です､

ご指示下さい｡ 
 

実施設計にて確定しますので、一般的

な仕様として想定してください。 

A-77 
A-79 
A-80 

P-101～B01 合わせｶﾞﾗｽ t8 について､仕

様が不明です｡ﾌﾛｰﾄ t4+ﾌﾛｰﾄ t4 と考えて

よろしいですか｡ 
 

貴見のとおり。 

A-79 

P-302～305 について､SOP 塗装と記載

ありますが､既製品の為､現場塗装では

なく､他のﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝと同様に化粧鋼板と

考えてよろしいですか｡ 
 

貴見のとおり。 

A-71 
A-81 

ACW-101 の L 寸法について 
A-71 図 L80000 
A-81 図 L160000 
と相違しています｡A-71 図を正と考えて

よろしいですか｡ 
 

貴見のとおり。 

A-72 
A-81 

ACW-201 の L 寸法について 
A-72 図 L223000 
A-81 図 L200000 
と相違しています｡A-72 図を正と考えて

よろしいですか｡ 
 

貴見のとおり。 

A-46 
A-71 

平面詳細図 1 1F 22～23-E～F 通り 吸
入室 Pa(ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)について､建具ｷｰ

ﾌﾟﾗﾝに建具符号がありません｡S(軽鉄間

仕切)と考えてよろしいですか｡ 
 

貴見のとおり。 



項 目 質  疑  事  項 回  答  事  項 

－ 
上記質疑について､ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝの場合､建

具表をご指示下さい｡ 
 

－ 

A-68 

手術室詳細図 1 XW(操作窓)について､下

記と考えてよろしいですか｡ 
 ｽﾁｰﾙ 嵌殺し窓 W1500×H800 
 SOP 塗装 鉛ｶﾞﾗｽ t14 
 

貴見のとおり。 

A-68 

手術室詳細図 1 AD1～SDX 覗き窓の寸

法について､姿図が無く､寸法が不明で

す､ご指示下さい｡ 
 

200□程度（蓋付き）とします。 

 (上空連絡通路 建具)  

A-25 

立面図 2 渡り廊下 西･東立面図 ｶｰﾃﾝｳｫ
ｰﾙ 2 か所について､仕様が不明です｡下

記と考えてよろしいですか｡ 
 ｱﾙﾐ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ W35000×H3000 
 B-2 種 LOW-E 複層ｶﾞﾗｽ 
 

貴見のとおり。 
また、東西面のＨ900 に無目設置し、

換気用に 5Ｍ毎の開き扉（開放制限付、

東西面に計 10 か所）付とします。 

機-1 

既設 3 号館の詳細が不明な為、見積が出

来ません。別途工事としてよろしいです

か。本工事であれば既存図の配布をお願

いします。 

工事契約においては本工事となります

が、既存３号館は今回提案の見積対象

外です。そのため、既存図の配布は行

いません。 

機-2 

見積もりの項目は、大項目を「新棟」「既

存 3 号館（本工事であれば）」「渡り廊下」

とし、中項目は特記仕様書(M-01)の 2(1)
の工事項目に合わせると考えてよろし

いですか。 

貴見のとおり。 
ただし、既存３号館は今回提案の見積

対象外です。 

機-3 

ろ過ｼｽﾃﾑ図(M-32)では施工区分を示す 
ﾌﾛｰ図がございますが、図面が白黒のた

め区分が確認出来ません。ｶﾗｰ図面の配

布をお願いします。 

別図-01M を参照ください。 

   

   



機-4 
厨房用排気ﾌｰﾄﾞ及びﾌｰﾄﾞ消火を見積も

るため、排気ﾌｰﾄﾞのｻｲｽﾞ、風量、設置位

置等をご指示下さい。 
別図-02M を参照ください。 

機-5 

M-別冊-1-5 の排水ﾌﾛｰ図に於きまして、

厨房排水系統に厨房除害設備と明記さ

れておりますが、今回計画には含まれな

いと考えてよろしいですか。含まれる場

合、処理量、設置位置等の詳細をご指示

下さい。 

貴見のとおり。 

機-6 

M-別冊-1-12 では建築平面一新に伴い、

給水管、給湯管、排水管の横主管、横枝

管を撤去・新設とございますが、新設ﾕｰ

ｽﾎﾟｲﾝﾄをご指示下さい。又、既設配管が

不明の為、竣工図の配布をお願いしま

す。 

既存３号館は今回提案の見積対象外で

す。そのため、既存図の配布は行いま

せん。 

機-7 

M-別冊-1-12 では不要となる厨房用排水

槽を撤去するとございますが、地上式の

水槽と考えてよろしいですか。また配管

は水槽接続位置でﾌﾟﾗｸﾞ止と考えてよろ

しいですか。 

既存３号館は今回提案の見積対象外で

す。 

機-8 

既存 3 号館の消火設備、医療ｶﾞｽについ

て、既存図面がございませんので本工事

であれば配布をお願いします。また保守

等の関係で指定業者がある場合、連絡先

等をご指示下さい。 

工事契約においては本工事となります

が、既存３号館は今回提案の見積対象

外です。そのため、既存図の配布は行

いません。また、保守等の関係で指定

業者はありません。 

機-9 

M-別冊-2-7 では渡り廊下にｳｫｰﾙｽﾙｰ型ﾊﾟ

ｯｹｰｼﾞ空調機（床置型）を設置とござい

ますが、渡り廊下の平面図、空調ﾌﾟﾛｯﾄ

図がございません。ご指示ください。 

別図-03M を参照ください。 

機-10 
M-別冊-2-17 では建築平面一新に伴う外

気処理空調機の撤去新設とございます

が具体的なご指示をお願いします。 

既存３号館は今回提案の見積対象外で

す。 

   

   

   



機 11 

M-別冊-2-17 では建築平面一新に合わせ

てﾌｧﾝｺｲﾙやﾊﾟｯｹｰｼﾞを設置とございます

が既設機器撤去も発生すると考えてよ

ろしいですか。その場合、撤去機器は新

設ﾌｧﾝｺｲﾙやﾊﾟｯｹｰｼﾞと同数と考えてよろ

しいですか。また設置に影響の無い配管

は残置としてよろしいですか。 

既存３号館は今回提案の見積対象外で

す。 

機-12 

既存 3号館が本工事であればご回答くだ

さい。既存 3 号館 1 階に新設する空調機

器ではﾌﾟﾛｯﾄ図に矢印があるものはﾀﾞｸﾄ

型、それ以外のものは天井ｶｾｯﾄ 2 方向も

しくは天井ｶｾｯﾄ 4方向型としてよろしい

ですか。 

工事契約においては本工事となります

が、既存３号館は今回提案の見積対象

外です。 

機-13 

既存 3号館が本工事であればご回答くだ

さい。既存 3 号館のﾌｧﾝｺｲﾙ設置では、最

寄りの既設冷温水ﾒｲﾝ管やﾄﾞﾚﾝ管から分

岐接続できると考えてよろしいですか。 

工事契約においては本工事となります

が、既存３号館は今回提案の見積対象

外です。 

機-14 

既存 3号館が本工事であればご回答くだ

さい。既存 3 号館のﾊﾟｯｹｰｼﾞ設置では、

冷媒管の既設利用は無く、全て新設する

と考えてよろしいですか。 

工事契約においては本工事となります

が、既存３号館は今回提案の見積対象

外です。 

機-15 

既存 3号館が本工事であればご回答くだ

さい。既存 3 号館 B1 階のﾊﾟｯｹｰｼﾞ設置で

は室外機をｻｰﾋﾞｽﾔｰﾄﾞ内へ設置できると

考えてよろしいですか。 

工事契約においては本工事となります

が、既存３号館は今回提案の見積対象

外です。 

機-16 

M-別冊-2-17 では B1 階には冷温水管が

無いとのことですが現状空調機が無い

と考えてよろしいですか。その場合新設

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ用ﾄﾞﾚﾝ管について具体的なご指

示をお願いします。 

既存３号館は今回提案の見積対象外で

す。 

機-17 

既存 3号館が本工事であればご回答くだ

さい。既存 3 号館 1 階のﾊﾟｯｹｰｼﾞ設置で

は室外機をﾃﾗｽへ設置できると考えてよ

ろしいですか。 

工事契約においては本工事となります

が、既存３号館は今回提案の見積対象

外です。 

   

   



機-18 

既存 3号館が本工事であればご回答くだ

さい。既存 3 号館 2,4 階のﾊﾟｯｹｰｼﾞ設置

では室外機を最寄りのﾊﾞﾙｺﾆｰへ設置で

きると考えてよろしいですか。 

工事契約においては本工事となります

が、既存３号館は今回提案の見積対象

外です。 

機-19 

M-別冊-2-17 では 5～9 階病棟部分の既

存冷温水管及び FCU を撤去・新設する

とございますが、竣工図等の配布をお願

いします。 

既存３号館は今回提案の見積対象外で

す。そのため、既存図の配布は行いま

せん。 

機-20 
M-別冊-2-17 では建築平面一新に伴う換

気設備の計画とございますが具体的な

ご指示をお願いします。 

既存３号館は今回提案の見積対象外で

す。 

機-21 
M-別冊-2-17 では建築基準法に基づいた

排煙設備を計画するとございますが具

体的なご指示をお願いします。 

既存３号館は今回提案の見積対象外で

す。 

機-22 

M-別冊-1-12 では受水槽と高架水槽（上

水・雑用水）が撤去更新となっておりま

すが、新築の受水槽工事に合わせＥＳ工

事と考えてよろしいですか。 

工事契約においては本工事となります

が、既存３号館は今回提案の見積対象

外です。 

 以 上  

   

   

 








