
 

設計図書に対する質問・回答書 

 

 

平成 31 年 2 月 14 日 

 

 

安 芸 高 田 市 長  様 

 

 

                     住  所    

                     商号又は名称  

                             

工 事 名：道の駅(仮称)あきたかた新築工事 

工事場所：安芸高田市吉田町山手 

 

質

問

事

項 

1.参考図書(内訳書)において、【産直棟新築－P3】,【ﾚｽﾄﾗﾝ棟－P3】, 【情報発信棟 

－P3】の頁の仮設工事(遣り方～外部足場・安全手摺)について、数量が不明です。 

  ご指示願います。 

→別紙参照［添付資料②_赤字］ 

2.A-情 28 情報発信棟の木育ｷｯｽﾞｺｰﾅｰにつきまして、仕上表に各部位及び雑物の 

指示がありますが、公開数量には床縁甲板(複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ)、木製格子、框、 

ﾎﾞｰﾙﾌﾟﾙｰﾙ等の木育ｷｯｽﾞｺｰﾅｰ仕上一式の数量がありません。断面詳細図 1の木育ｷｯｽﾞｺ

ｰﾅｰ廻りの仕上及び雑工事は備品(別途)と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 

→ボールプールに入れる木製ボール以外は本工事として下さい。 

3.レストラン棟 タイル工事につきまして、公開数量のタイル工事に磁器質タイル 

１００角の数量がありますが、図面に指示がありません。施工範囲をご指示くだ

さい。 

 →仕上表より厨房の壁としてください。 

4.Ａ-レ 7・8・11 レストラン棟 根廻自然石貼につきまして、東立面図の多目的

広場 R 壁面に指示がありますが、南立面図のＲ壁面には指示がありません。また、

断面詳細図 2 にも指示がありません。多目的広場Ｒ壁面は自然石貼無しとし打放

面補修Ｂ種素地と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 

→東立面図を正として自然石貼としてください。 

5.Ａ-レ 02 押型デザイン床コンクリートつきまして、仕上表の指示では多目的広



場、レストラン通路床となっており公開数量は２７３m2 とありますが、面積表

の合計は２１３．９４m2 となっており食い違います。数量を２１３．９４m2 と 

考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 

→多目的広場の円形部分を押型コンクリートとしてあり、その部分の面積が 273㎡で

す。273㎡を正として下さい。 

6.M-05 衛生器具表につきまして、手洗い器(3)、(4)に建築工事とありますが、公

開数量に計上がありません。また、器具品番等の指示がありません。手洗い器が

必要でしたら品番等の詳細をご指示ください。 

→手洗い器(3)については、取り止め。 

手洗い器(4)については、 

カウンター：TOTOマーブライトカウンター W:1710，D:250 

 手洗い器：カクダイ 493-065 

 水栓：カクダイ 716-827 

として下さい。 

7.A-産 12 産直棟便所につきまして、仕上表備考に手摺及び紙巻き器の指示があり

ません。産直棟便所の手摺は不要、紙巻き器は既存のままと考えて宜しいでしょ

うか。ご指示ください。 

→Ｌ型手摺り、紙巻器とも見込んで下さい。 

8.A-情 17 情報発信棟の展示ｺｰﾅｰ掲示板につきまして、展開図 2にW8300×H1000

の掲示板指示がありますが、公開数量に項目が見当たりません。掲示板は別途と

考えて宜しいでしょうか。本工事の場合、掲示板の詳細をご指示ください。 

→本工事に含めて下さい。 

  仕様は、木製枠（30×45 程度）、掲示壁は、合板 t=5.5 の上スポンジシート貼

として下さい。 

9.A-レ 21 ﾚｽﾄﾗﾝ棟倉庫庇につきまして、天井伏図に軒裏ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞの上ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄと

なっていますが、ｹｲｶﾙ板 t6.0 の上ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄと考えて宜しいでしょうか。ご指示く

ださい。 

→宜しいです。 

10..A-レ 02 ﾚｽﾄﾗﾝ棟便所の壁仕上につきまして、仕上表にしっくい塗の指示があり 

ますが、公開数量にしっくい塗の項目がありません。また、展開図に腰壁の図示 

が見当たりません。しっくい塗は不要と考え、ｹｲｶﾙ板の上 EP 塗りと考えて宜し 

いでしょうか。ご指示ください。 

 →従業員トイレと同様の仕様として下さい。 

11.A-レ 22,25 ﾚｽﾄﾗﾝ棟ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘにつきまして、建具配置図に AG-4 の指示がありま 

すが、建具表に AG-4 がありません。AG-4 は不要と考えて宜しいでしょうか。ご

指示ください。 



→宜しいです。 

12.A-レ 25 ﾚｽﾄﾗﾝ棟ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘにつきまして、建具表に AG-1～3 の指示がありますが、 

公開数量に AG-1～3 の項目がありません。AG-1～3 を見込んで宜しいでしょう 

か。ご指示ください。 

 →宜しいです。 

13.A-レ 02,16 ﾚｽﾄﾗﾝ棟奥客席につきまして、仕上表の CH 指示に CH＝3000 とあ 

りますが、展開図では CH＝3200 となっており食い違います。奥客席の CH は H 

＝3200 と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 

 →Ｈ＝3,000 として下さい。 

14.A-レ 02,14,15 ﾚｽﾄﾗﾝ棟ﾍﾞｰｶﾘｰ売場につきまして、仕上表の CH 指示に CH＝3000 

とありますが、展開図では CH＝2800～3140 となっており食い違います。奥客席 

の CH は H＝2800～3140 と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 

 →宜しいです。 

15.A-レ 02 ﾚｽﾄﾗﾝ棟ﾚｽﾄﾗﾝ倉庫につきまして、仕上表の CH 指示高さの指示がありま 

せん。ﾚｽﾄﾗﾝ倉庫の CH は外部倉庫の CH＝2800 と同程度と考えて宜しいでしょ 

うか。ご指示ください。 

 →宜しいです。 

16.A-レ 14 ﾚｽﾄﾗﾝ棟ﾍﾞｰｶﾘｰ売場につきまして、展開図 1 のﾍﾞｰｶﾘｰ売場 B 面にﾀｲﾙ模 

様の図示がありますが、仕上表壁にﾀｲﾙの指示がありません。展開図図示のﾀｲﾙ模 

様はﾀｲﾙ調ｸﾛｽと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 

→タイルは、レストラン客席と同様のタイル張りとして下さい。 

17.A-レ 11 ﾚｽﾄﾗﾝ棟客席につきまして、ﾚｼﾞｶｳﾝﾀｰ横の袖壁天端に H＝600 の隔て板 

のような図示がありますが、仕様がわかりません。材質等の詳細をご指示くださ 

い。 

 →強化ガラス t=5.0、フィルム貼りとして下さい。 

18.A-レ 02,11 ﾚｽﾄﾗﾝ棟客席につきまして、仕上表に一部腰壁化粧 FKt6.0 とありま 

すが、断面詳細図及び展開図に腰壁化粧 FK の指示がないため、施工範囲がわか 

りません。化粧 FKt6.0 の施工範囲をご指示ください。 

 →別紙参照［添付資料①_赤字］ 

19.A-共-11 消火器につきまして、公開数量に消火器の項目がありますが、工事区分

表では消火器別途となっています。消火器本体は別途と考えて宜しいでしょうか。

ご指示ください。 

 →工事に含んで下さい。 

20.各棟木製建具のｶﾞﾗｽにつきまして、建具表のｶﾞﾗｽ指示に手吹きｶﾞﾗｽとあります 

が、一般的な規格ｶﾞﾗｽとして宜しいでしょうか。ご指示ください。 

 →アンティーク風ガラス（既製品）として下さい。 



21.A-情 01 情報発信棟ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ及び自動販売機置場にきまして、外部仕上表に透水性

高炉ｽﾗｸﾞ舗装とありますが、公開数量に計上がありません。 

ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 

 →宜しいです。 

22.A-情 02 情報発信棟通路につきまして、内部仕上表に通路の指示がありますが、 

平面図に通路がありません。仕上表の通路は 5 通り側の通路 2 を指すものと考え 

て宜しいでしょうか。また、通路 2 廻りの詳細が不明です。通路 2 廻りの詳細を 

ご指示ください。 

→仕上表の通路は、５通り側の通路２として下さい。 

  通路２の仕様は、 

   屋根：南側階段室入り口の庇と同様 

   袖壁：外壁と同様 

  として下さい。 

23.A-情 02 情報発信棟通路につきまして、仕上表の床仕上指示に 600 角ﾀｲﾙの指示 

がありますが、公開数量に 600 角ﾀｲﾙの項目がありません。600 角ﾀｲﾙを見込むも

のとして宜しいでしょうか。ご指示ください。 

 →宜しいです。 

24.A-情 02,11 情報発信棟壁仕上につきまして、観光案内･ﾎｰﾙの仕上表及び断面詳 

細図 1 壁に可とう形内装薄塗材 E の指示がありますが、公開数量に項目がありま 

せん。可とう形内装薄塗材 E は見込むものと考えて宜しいでしょうか。また、可 

とう形内装薄塗材 E はｱｲｶ工業 ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄ同等品と考えて宜しいでしょうか。ご指 

示ください。 

 →GB-R t=12.5 二重張りの上、無機質不燃クロスとして下さい。 

25.A-レ 02 ﾚｽﾄﾗﾝ棟排水ﾋﾟｯﾄ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞにつきまして、平面図等に排水ﾋﾟｯﾄ及びｸﾞ 

ﾚｰﾁﾝｸﾞの配置図がありません。排水ﾋﾟｯﾄ及びｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞの配置プランをご指示くだ 

さい。 

 →別紙参照［添付資料①_青字］ 

26.Ａ-産 19,24 産直棟増築部の外壁断熱につきまして、断面詳細図及び平面詳細図 

に図示がありません。仕上表共通事項より、現場発泡ｳﾚﾀﾝ t25 吹付を見込んで宜

しいでしょうか。ご指示ください。 

 →RC立上がり部分のみ見込んで下さい。 

27.Ａ-レ 10,11 A-情 11,12 ﾚｽﾄﾗﾝ棟及び情報発信棟の外壁断熱につきまして、断面詳 

細図及び平面詳細図の図示ではｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き込みとなっていますが、仕上表の共通 

事項では現場発泡ｳﾚﾀﾝ t25 吹付となっています。また、公開数量も現場発泡ｳﾚﾀﾝ 

t25 吹付となっています。外壁断熱の仕様は現場発泡ｳﾚﾀﾝ t25 吹付と考えて宜し 

いでしょうか。ご指示ください。 



 →グラスウール敷き込みとして下さい。 

28.電気設備図につきまして、電気図面「Ｅ－レ００５ 電灯」の図面がありません。 

 電気設備図の通し番号「Ｅ－レ００５」のページに「Ｅ－レ００１」があり、 

「Ｅ－レ００５ 電灯」図が抜けているものと思われます。「Ｅ－レ００５ 電灯」 

図をご指示ください。 

 →「Ｅ－レ００５ 電灯」となっていると思われます。ご確認ください。 

29.A-レ 12,情 14 ﾚｽﾄﾗﾝ棟店舗 1～3 横の目隠し格子につきまして、平面詳細図に 

目隠し格子の指示がありますが、仕様、大きさ等詳細が不明です。目隠し格子の 

詳細をご指示ください。 

 →アルミ既製品縦格子 30×90 木風シート貼り Ｈ=1,800 外壁支持 

  として下さい。 

30.A-情 10 情報発信棟人口植栽ｽﾍﾟｰｽにつきまして、断面図 2 に外部屋根側からの 

侵入用開口のような図示がありますが、建具表他開口部の詳細がありません。断 

面図 2 の開口図示は無しと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 

 →宜しいです。 

31.A-情 09,27 情報発信棟階段室庇につきまして、立面図 2 では鋼鈑葺きとなって 

いますが、天井伏図では折板葺きとなっています。立面図を正とし、ｱﾙﾐ亜鉛めっ 

き鋼鈑葺きと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 

 →宜しいです。 

32.A-情 07,09 情報発信棟 1～2 通り間屋根につきまして、立面図 2 の東立面図で 

は北方向の水勾配となっていますが、屋根伏図及び南立面図では東方向の水勾配 

となっており、食い違います。屋根伏図及び南立面図を正とし東方向の水勾配と 

考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 

 →東立面図を正として下さい。 

33.A-情 09,26 情報発信棟のｱﾙﾐ庇につきまして、A-情 26 図の階段周囲詳細図にｱﾙ 

ﾐ庇の指示がありますが、南面立面図ではｱﾙﾐ庇の指示がありません。階段窓には 

ｱﾙﾐ庇不要と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 

 →アルミ庇は事務所東面、掃き出し建具の部分として下さい。 

  ２階平面図の①通の庇です。 

34.A-情 07,26 情報発信棟の階段入り口庇につきまして、階段詳細図の寸法では 

W2450×D1900 の指示がありますが、屋根伏図では W2150×D1400 となってお 

り食い違います。階段詳細図の寸法を正と考えて宜しいでしょうか。ご指示くだ 

さい。 

 →宜しいです。 

35.A-共 35 I-24A、24B のｻｲﾝにつきまして、I-24A は別途の図示がありますが、公 

開数量に計上されています。また I-24B につきましては、ｻｲﾝｷｰﾌﾟﾗﾝに配置位置 



の指示がありません。I-24A、24B は共に別途工事と考えて宜しいでしょうか。 

ご指示ください。 

 →宜しいです。 

36.A-情 02,27 情報発信棟倉庫 3・4 の天井につきまして、仕上表天井指示に小屋裏 

表しの指示がありますが、天井伏図では GB-Dt9.5 の指示となっており食い違い 

ます。倉庫 3・4 の天井仕上は GB-Dt9.5 と考えて宜しいでしょうか。ご指示くだ 

さい。 

 →宜しいです。 

37.M-既 01 既存浄化槽につきまして、機械設備既存図に浄化槽撤去別途とあります

が、既存浄化槽撤去は本工事外の別途工事と考えて宜しいでしょうか。本工事と

する場合、既存浄化槽の処理方法として存置・撤去の方法をご指示ください。 

 →既存浄化槽撤去は別途工事です。 

38.S-レ 13,情 14 ﾚｽﾄﾗﾝ棟及び情報発信棟の鉄骨胴縁につきまして、外壁ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 

のﾓｴﾝ大壁工法は縦張り仕様となっていますが、構造図の胴縁は縦胴縁となってお 

り、ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ横張り仕様の胴縁となっています。鉄骨胴縁は大壁工法施工基準よ

り横胴縁@606 ㎜以下と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 

 →構造図の胴縁[縦]（C-100×50）の上に木胴縁[横]（35×45） @455 とし、その上に

サイディング縦張りとして下さい。 

39.情報発信棟 1 階通路 2 において、建具配置図ではＳＤ-3×2 ヶ所の図面表記があ 

りますが、立面図,平面詳細図では表記がありません。無いものと考えて宜しいで 

しょうか。 

 →ＳＤ-3は見込んで下さい。 

40.ﾚｽﾄﾗﾝ棟及び情報発信棟における、軽量鉄骨壁下地組について、ｽﾀｯﾄﾞ高さが 5.0m 

以上となる部位(吹抜部等)があります。参考数量書に従い、LGS100 形にて壁下地 

組と考えて宜しいでしょうか。 

 →宜しいです。 

41.金属工事 軽量鉄骨天井下地組について、耐震天井・特定天井等の工法は考慮し 

なくても宜しいでしょうか。 

 →宜しいです。 

42.共 40 仮設計画図について、場内西側(将来駐車場側)には仮囲設置に指示がありま 

せん。施さなくて宜しいでしょうか。 

 →宜しいです。 

43.当該工事についての工事車輛の場内進入動線は、同上図面記載の西側ｸﾛｽｹﾞｰﾄ側の 

みとなる見込みでしょうか。 

 →国交省側工事と共用の出入口が国道５４号線側に設けられると考えて下さい。 

44.各棟外壁断熱に使用予定のｸﾞﾗｽｳｰﾙの規格(密度・厚み)をご指示下さい。 



 →24K、厚さ 100mm として下さい。 

45.各棟においての土工事・掘削、埋戻作業における建設発生土の場内一時堆積は可 

能でしょうか。 

 →可能です。 

46.当該工事着手時においては、既存家屋の解体工事(基礎部含む)は完了済と考えて

宜しいでしょうか。また、地中障害物の撤去費は別途と考えて宜しいでしょうか。 

 →本建築工事において支障となる障害物については別途撤去が必要となります。 

 

 

回 

答 
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レンコン広場レンコン広場レンコン広場レンコン広場レンコン広場レンコン広場レンコン広場

水栓水栓水栓水栓水栓水栓水栓

足洗･手洗足洗･手洗足洗･手洗足洗･手洗足洗･手洗足洗･手洗足洗･手洗

上部上部上部上部上部上部上部

空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機

置場置場置場置場置場置場置場

自動扉自動扉自動扉自動扉自動扉自動扉自動扉

上部上部上部上部上部上部上部

置場置場置場置場置場置場置場

空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機空調室外機

145.7ｍ2145.7ｍ2145.7ｍ2145.7ｍ2145.7ｍ2145.7ｍ2145.7ｍ2

6ｍ26ｍ26ｍ26ｍ26ｍ26ｍ26ｍ2

30ｍ230ｍ230ｍ230ｍ230ｍ230ｍ230ｍ2

390.75ｍ2(倉庫含む)390.75ｍ2(倉庫含む)390.75ｍ2(倉庫含む)390.75ｍ2(倉庫含む)390.75ｍ2(倉庫含む)390.75ｍ2(倉庫含む)390.75ｍ2(倉庫含む)

塵芥置場塵芥置場塵芥置場塵芥置場塵芥置場塵芥置場塵芥置場

バルク置場バルク置場バルク置場バルク置場バルク置場バルク置場バルク置場

屋根下約150席屋根下約150席屋根下約150席屋根下約150席屋根下約150席屋根下約150席屋根下約150席

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

レストランレストランレストランレストランレストランレストランレストラン

11111111111111

レストラン倉庫レストラン倉庫レストラン倉庫レストラン倉庫レストラン倉庫レストラン倉庫レストラン倉庫

倉庫１倉庫１倉庫１倉庫１倉庫１倉庫１倉庫１

多目的広場多目的広場多目的広場多目的広場多目的広場多目的広場多目的広場

レストラン通路レストラン通路レストラン通路レストラン通路レストラン通路レストラン通路レストラン通路

ベーカリー売場ベーカリー売場ベーカリー売場ベーカリー売場ベーカリー売場ベーカリー売場ベーカリー売場

検収室検収室検収室検収室検収室検収室検収室

厨房厨房厨房厨房厨房厨房厨房

トイレ前室トイレ前室トイレ前室トイレ前室トイレ前室トイレ前室トイレ前室

多目的WC多目的WC多目的WC多目的WC多目的WC多目的WC多目的WCWCWCWCWCWCWCWC

レストラン奥客席レストラン奥客席レストラン奥客席レストラン奥客席レストラン奥客席レストラン奥客席レストラン奥客席
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6,3502,650

25,100

6,200 6,200

１１１１１１１ ２２２２２２２ ３３３３３３３ ４４４４４４４ ５５５５５５５

１階平面図（レストラン棟）１階平面図（レストラン棟）１階平面図（レストラン棟）１階平面図（レストラン棟）１階平面図（レストラン棟）１階平面図（レストラン棟）１階平面図（レストラン棟）

建具取り外し式建具取り外し式建具取り外し式建具取り外し式建具取り外し式建具取り外し式建具取り外し式

外部倉庫外部倉庫外部倉庫外部倉庫外部倉庫外部倉庫外部倉庫

ＲＲＲＲＲＲＲ

2,800

2
2
5

6
,
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2
5

2
2
5

6,125225 6,125 225

従業員従業員従業員従業員従業員従業員従業員
WCWCWCWCWCWCWC

前室前室前室前室前室前室前室
WCWCWCWCWCWCWC
女子女子女子女子女子女子女子

建具取り外し式建具取り外し式建具取り外し式建具取り外し式建具取り外し式建具取り外し式建具取り外し式

竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋

竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋

竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋

竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋

竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋

竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋

竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋
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小山小山小山小山小山小山小山

櫓櫓櫓櫓櫓櫓櫓

段段段段段段段

遊具遊具遊具遊具遊具遊具遊具

すべり台すべり台すべり台すべり台すべり台すべり台すべり台

石階段石階段石階段石階段石階段石階段石階段

山城門山城門山城門山城門山城門山城門山城門

遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道
斜面登り斜面登り斜面登り斜面登り斜面登り斜面登り斜面登り

CUBE BOX 2CUBE BOX 2CUBE BOX 2CUBE BOX 2CUBE BOX 2CUBE BOX 2CUBE BOX 2

畑のお庭畑のお庭畑のお庭畑のお庭畑のお庭畑のお庭畑のお庭

バルク置場バルク置場バルク置場バルク置場バルク置場バルク置場バルク置場

遊具遊具遊具遊具遊具遊具遊具

下部浄化槽下部浄化槽下部浄化槽下部浄化槽下部浄化槽下部浄化槽下部浄化槽

塵芥置場塵芥置場塵芥置場塵芥置場塵芥置場塵芥置場塵芥置場

バックヤードバックヤードバックヤードバックヤードバックヤードバックヤードバックヤード

ﾌｪﾝｽﾌｪﾝｽﾌｪﾝｽﾌｪﾝｽﾌｪﾝｽﾌｪﾝｽﾌｪﾝｽ

ﾌｪﾝｽﾌｪﾝｽﾌｪﾝｽﾌｪﾝｽﾌｪﾝｽﾌｪﾝｽﾌｪﾝｽ

イベント用イベント用イベント用イベント用イベント用イベント用イベント用

バックヤードバックヤードバックヤードバックヤードバックヤードバックヤードバックヤード

65ｍ265ｍ265ｍ265ｍ265ｍ265ｍ265ｍ2

約43ｍ2約43ｍ2約43ｍ2約43ｍ2約43ｍ2約43ｍ2約43ｍ2

収納収納収納収納収納収納収納

自販機自販機自販機自販機自販機自販機自販機

流台流台流台流台流台流台流台

約43ｍ2約43ｍ2約43ｍ2約43ｍ2約43ｍ2約43ｍ2約43ｍ2

作業ｽﾍﾟｰｽ作業ｽﾍﾟｰｽ作業ｽﾍﾟｰｽ作業ｽﾍﾟｰｽ作業ｽﾍﾟｰｽ作業ｽﾍﾟｰｽ作業ｽﾍﾟｰｽ

キュービクル置場キュービクル置場キュービクル置場キュービクル置場キュービクル置場キュービクル置場キュービクル置場

下部浄下部浄下部浄下部浄下部浄下部浄下部浄
※※※※※※※

※サイズ検討※サイズ検討※サイズ検討※サイズ検討※サイズ検討※サイズ検討※サイズ検討

※サイ※サイ※サイ※サイ※サイ※サイ※サイ

事務所事務所事務所事務所事務所事務所事務所

観光案内・ホール観光案内・ホール観光案内・ホール観光案内・ホール観光案内・ホール観光案内・ホール観光案内・ホール

休憩 展示コーナー休憩 展示コーナー休憩 展示コーナー休憩 展示コーナー休憩 展示コーナー休憩 展示コーナー休憩 展示コーナー

グッズ販売 展示コーナー　グッズ販売 展示コーナー　グッズ販売 展示コーナー　グッズ販売 展示コーナー　グッズ販売 展示コーナー　グッズ販売 展示コーナー　グッズ販売 展示コーナー　

レンタサイクル置場レンタサイクル置場レンタサイクル置場レンタサイクル置場レンタサイクル置場レンタサイクル置場レンタサイクル置場

風除室風除室風除室風除室風除室風除室風除室

自動扉自動扉自動扉自動扉自動扉自動扉自動扉

展示ス展示ス展示ス展示ス展示ス展示ス展示ス

木育木育木育木育木育木育木育
キッズコーナーキッズコーナーキッズコーナーキッズコーナーキッズコーナーキッズコーナーキッズコーナー

自動扉(夜間閉鎖)自動扉(夜間閉鎖)自動扉(夜間閉鎖)自動扉(夜間閉鎖)自動扉(夜間閉鎖)自動扉(夜間閉鎖)自動扉(夜間閉鎖)

竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋

竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋

竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋

観光案内観光案内観光案内観光案内観光案内観光案内観光案内

湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室

約6ｍ2約6ｍ2約6ｍ2約6ｍ2約6ｍ2約6ｍ2約6ｍ2

盤盤盤盤盤盤盤

スクリーンスクリーンスクリーンスクリーンスクリーンスクリーンスクリーン
試着背景試着背景試着背景試着背景試着背景試着背景試着背景
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1,200

1
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8
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1,200
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,
2
0
0

1,200

イベント用イベント用イベント用イベント用イベント用イベント用イベント用
バックヤードバックヤードバックヤードバックヤードバックヤードバックヤードバックヤード

消消消消消消消消消消消消消消※※※※※※※ ：ABC10型消火器：ABC10型消火器：ABC10型消火器：ABC10型消火器：ABC10型消火器：ABC10型消火器：ABC10型消火器 レストラン棟：664.66㎡レストラン棟：664.66㎡レストラン棟：664.66㎡レストラン棟：664.66㎡レストラン棟：664.66㎡レストラン棟：664.66㎡レストラン棟：664.66㎡

150㎡以上で非防火構造なので、1単位／100㎡150㎡以上で非防火構造なので、1単位／100㎡150㎡以上で非防火構造なので、1単位／100㎡150㎡以上で非防火構造なので、1単位／100㎡150㎡以上で非防火構造なので、1単位／100㎡150㎡以上で非防火構造なので、1単位／100㎡150㎡以上で非防火構造なので、1単位／100㎡
664.66÷100＝6.64664.66÷100＝6.64664.66÷100＝6.64664.66÷100＝6.64664.66÷100＝6.64664.66÷100＝6.64664.66÷100＝6.64

10型の消火器を設置する場合、Ａ火災の能力単位は3なので ３本 必要です。10型の消火器を設置する場合、Ａ火災の能力単位は3なので ３本 必要です。10型の消火器を設置する場合、Ａ火災の能力単位は3なので ３本 必要です。10型の消火器を設置する場合、Ａ火災の能力単位は3なので ３本 必要です。10型の消火器を設置する場合、Ａ火災の能力単位は3なので ３本 必要です。10型の消火器を設置する場合、Ａ火災の能力単位は3なので ３本 必要です。10型の消火器を設置する場合、Ａ火災の能力単位は3なので ３本 必要です。

消消消消消消消

消消消消消消消

消消消消消消消

消消消消消消消 ：ABC10型消火器：ABC10型消火器：ABC10型消火器：ABC10型消火器：ABC10型消火器：ABC10型消火器：ABC10型消火器

（ｽﾀﾝﾄﾞBOX共）（ｽﾀﾝﾄﾞBOX共）（ｽﾀﾝﾄﾞBOX共）（ｽﾀﾝﾄﾞBOX共）（ｽﾀﾝﾄﾞBOX共）（ｽﾀﾝﾄﾞBOX共）（ｽﾀﾝﾄﾞBOX共）

（埋込BOX共）（埋込BOX共）（埋込BOX共）（埋込BOX共）（埋込BOX共）（埋込BOX共）（埋込BOX共）

レストラン客席レストラン客席レストラン客席レストラン客席レストラン客席レストラン客席レストラン客席 建具取り外し式建具取り外し式建具取り外し式建具取り外し式建具取り外し式建具取り外し式建具取り外し式

厨房前室厨房前室厨房前室厨房前室厨房前室厨房前室厨房前室

サンド室サンド室サンド室サンド室サンド室サンド室サンド室 ベーカリー厨房ベーカリー厨房ベーカリー厨房ベーカリー厨房ベーカリー厨房ベーカリー厨房ベーカリー厨房

店舗１店舗１店舗１店舗１店舗１店舗１店舗１ 店舗２店舗２店舗２店舗２店舗２店舗２店舗２ 店舗３店舗３店舗３店舗３店舗３店舗３店舗３

店舗計25.65ｍ2店舗計25.65ｍ2店舗計25.65ｍ2店舗計25.65ｍ2店舗計25.65ｍ2店舗計25.65ｍ2店舗計25.65ｍ2

厨房厨房厨房厨房厨房厨房厨房

レストラン棟客席レストラン棟客席レストラン棟客席レストラン棟客席レストラン棟客席レストラン棟客席レストラン棟客席

腰壁(H=2100) 化粧FKt=6.0 範囲腰壁(H=2100) 化粧FKt=6.0 範囲腰壁(H=2100) 化粧FKt=6.0 範囲腰壁(H=2100) 化粧FKt=6.0 範囲腰壁(H=2100) 化粧FKt=6.0 範囲腰壁(H=2100) 化粧FKt=6.0 範囲腰壁(H=2100) 化粧FKt=6.0 範囲
出隅端部はアルミ見切り材とする。出隅端部はアルミ見切り材とする。出隅端部はアルミ見切り材とする。出隅端部はアルミ見切り材とする。出隅端部はアルミ見切り材とする。出隅端部はアルミ見切り材とする。出隅端部はアルミ見切り材とする。

アルミ見切り材アルミ見切り材アルミ見切り材アルミ見切り材アルミ見切り材アルミ見切り材アルミ見切り材

アルミ見切り材アルミ見切り材アルミ見切り材アルミ見切り材アルミ見切り材アルミ見切り材アルミ見切り材

排水ピット配置図排水ピット配置図排水ピット配置図排水ピット配置図排水ピット配置図排水ピット配置図排水ピット配置図
仕様は産直棟に準ず。仕様は産直棟に準ず。仕様は産直棟に準ず。仕様は産直棟に準ず。仕様は産直棟に準ず。仕様は産直棟に準ず。仕様は産直棟に準ず。

300

6,260

2,805

8
7
5

8
3
5

3,055

3
0
0

3
0
0

3
0
0

2
,
7
10

5
,
2
5
5

3
0
0

3,410

300

年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日 整理番号整理番号整理番号整理番号整理番号整理番号整理番号

図面名図面名図面名図面名図面名図面名図面名担　　当担　　当担　　当担　　当担　　当担　　当担　　当設　　計設　　計設　　計設　　計設　　計設　　計設　　計審　　査審　　査審　　査審　　査審　　査審　　査審　　査承　　認承　　認承　　認承　　認承　　認承　　認承　　認 ＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥＳＣＡＬＥ

工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名

一　級　建　築　士　事　務　所一　級　建　築　士　事　務　所一　級　建　築　士　事　務　所一　級　建　築　士　事　務　所一　級　建　築　士　事　務　所一　級　建　築　士　事　務　所一　級　建　築　士　事　務　所

株式株式株式株式株式株式株式
図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

A2→A3へ縮小時：70％A2→A3へ縮小時：70％A2→A3へ縮小時：70％A2→A3へ縮小時：70％A2→A3へ縮小時：70％A2→A3へ縮小時：70％A2→A3へ縮小時：70％

会社会社会社会社会社会社会社

1／１００1／１００1／１００1／１００1／１００1／１００1／１００

道の駅（仮称）あきたかた新築工事 道の駅（仮称）あきたかた新築工事 道の駅（仮称）あきたかた新築工事 道の駅（仮称）あきたかた新築工事 道の駅（仮称）あきたかた新築工事 道の駅（仮称）あきたかた新築工事 道の駅（仮称）あきたかた新築工事 
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Morichika
テキストボックス
添付資料①



建築工事　内訳書.xlsx

A 1 　仮設

事務所

　遣り方 1,196.0 ｍ２

事務所

　墨出し 1,293.0 ｍ２

事務所

　養生 1,293.0 ｍ２

事務所

　整理清掃後片付け 1,293.0 ｍ２

枠組足場　Ｗ＝900

　外部足場 　高さ12ｍ未満 990.0 ｍ２

枠組棚足場

　外部足場 　高さ3.05ｍ 51.1 ｍ２

枠組棚足場

　外部足場 　高さ3.8ｍ 31.6 ｍ２

脚立足場

　外部足場 122.0 ｍ２

枠組足場用

　安全手摺 247.0 ｍ

　ネット状シート張り 785.0 ｍ２

　内部足場 277.0 ｍ２

枠組棚足場

　内部足場 　高さ4.02ｍ 70.0 ｍ２

階段単管足場

　内部足場 13.1 ｍ２

脚立足場

　内部足場 871.0 ｍ２

摘　　　　　　要数　　量 単位 単　　価 金　　　　額名　　　　　　　　　　称 形　　　　状　　　　寸　　　　法

産直棟新築　-　3

00605
テキストボックス
添付資料②



建築工事　内訳書.xlsx

B 1 　仮設

事務所

　遣り方 685.0 ｍ２

事務所

　墨出し 665.0 ｍ２

事務所

　養生 665.0 ｍ２

事務所

　整理清掃後片付け 665.0 ｍ２

枠組足場　Ｗ＝900

　外部足場 　高さ12ｍ未満 540.0 ｍ２

枠組棚足場

　外部足場 　高さ2.8ｍ 44.0 ｍ２

枠組棚足場

　外部足場 　高さ2.9ｍ 123.0 ｍ２

枠組棚足場

　外部足場 　高さ3.14ｍ 27.1 ｍ２

枠組足場用

　安全手摺 126.0 ｍ

　ネット状シート張り 482.0 ｍ２

　内部足場 44.0 ｍ２

枠組棚足場

　内部足場 　高さ3.05ｍ 151.0 ｍ２

脚立足場

　内部足場 347.0 ｍ２

単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要名　　　　　　　　　　称 形　　　　状　　　　寸　　　　法 数　　量

レストラン棟　-　3



建築工事　内訳書.xlsx

C 1 　仮設

事務所

　遣り方 428.0 ｍ２

事務所

　墨出し 547.0 ｍ２

事務所

　養生 547.0 ｍ２

事務所

　整理清掃後片付け 547.0 ｍ２

枠組足場　Ｗ＝900

　外部足場 　高さ12ｍ未満 731.0 ｍ２

脚立足場

　外部足場 43.6 ｍ２

枠組足場用

　安全手摺 110.0 ｍ

　ネット状シート張り 616.0 ｍ２

枠組棚足場

　内部足場 　高さ2.67ｍ 191.0 ｍ２

階段単管足場

　内部足場 6.0 ｍ２

　内部足場 307.0 ｍ２

小　　　　　　　　　計

名　　　　　　　　　　称 形　　　　状　　　　寸　　　　法 数　　量 単位 単　　価 金　　　　額 摘　　　　　　要
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