
令和元年三職共公告第1号

サンペルラ志摩 令和2年度改修工事に係る一般競争入札について

番号 回        答

1

A-4,08
M-01

意匠図地下1階平面図でオイル配管SOP塗
工事があります。オイル配管はSGP(黒)
となっておりますので、既存塗膜撤去後
下地調整、錆止め塗装を行い、配管支金
物も塗装改修を行うと考えて宜しいで
しょうか。

錆部分のみ塗膜撤去後下地調整、錆
止め塗装を行い露出配管部は全て仕
上げ塗装を配管支金物含め行う。

2

A-14 意匠図浴室棟1階平面図のX4～X5-Y-3～
Y4間外部階段喫煙室前踊り場にA(8)改修
と表記されておりますが、建築改修工事
項目には該当する番号は記載されており
ません。A(8)工事は不要と考えて宜しい
でしょうか。

宜しい。

3

建物の階高が記載されておりません。各
棟の階高をご指示下さい。

本館棟B2FL～２FL迄4.5ｍ２FL～RFL
迄3.5ｍRFL～塔屋SL迄4.25ｍ
浴室棟B1FL～1FL迄4.0ｍ1FL～RSL4.5
ｍ迄

4

E-2
M-13,19

電気地下2階平面図機械室のタッチパネ
ル式マルチコントローラは空調機器表及
び自動制御図には記載されておりません
が吸収式冷温水発生機の付属品と考え、
コントローラ取付及び電源配管配線は電
気設備工事、設定調整等は機械設備工事
と考えて宜しいでしょうか。

その通りです。

5

E-2
M-12,14

電気地下2階平面図に不要な配管・配線
は撤去のこととありますが、既設配管配
線撤去図が記載されておりません。改修
後配管配線と同設備の既設配管配線を撤
去すると考えて宜しいでしょうか。

その通りです。

6

E-3
M-16,21

電気PH階平面図で薬注装置への電源は既
設電源より供給とありますが、既設電源
が不明です。空調改修前PH2F平面図で図
示表記はありませんが、既設水質調整器
のポンプ電源撤去が記載されております
ので、機器撤去後の既設電源を接続する
と考えて宜しいでしょうか。

その通りです。

7

M-01,02 機械設備特記仕様書に配管、ダクト、煙
道の保温材、パッキン等のアスベスト含
有調査・報告書の提出を行うとありま
す。調査対象は本館地下2階機械室、ボ
イラー室、塔屋2階、地下2階キュービク
ル室の各ダクト、配管、煙道で、アスベ
ストが含有されていた場合の撤去は別途
追加工事と考えて宜しいでしょうか。

その通りです。

質疑回答書

質   疑   事   項
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番号 回        答質   疑   事   項

8

M-01 機械設備特記仕様書の配管設備弁類には
呼び径50A以上の弁はバタフライ弁とす
るとあります。呼び径65A以上ではなく
記載どおり50A以上と考えて宜しいで
しょうか。

宜しい。

9

M-10
A-14

衛生浴室棟1階平面詳細図で寝湯ろ過及
び気泡配管の漏水調査・配管改修工事が
ありますが、配管径が記載されておりま
せん。また建築にてタイル・石張撤去、
カッター入れ工事後の調査・改修する配
管はピット内ではなくシンダー内の埋設
配管と考えるのでしょうか。ろ過及び気
泡配管のサイズ及び敷設状況をご指示下
さい。

シンダー内の埋設管と思われます。
ろ過管50SU（往）40SU（還）気泡
75SU　埋設状況不明

10

M-11 給湯・昇温改修後地下2階平面図でオイ
ル配管に取付ける既設積算油量計は直読
式と考えて宜しいでしょうか。

宜しい。

11

M-11 給湯・昇温改修後地下2階平面図でB-1,2
接続配管にはBFV50(SUS),温度計が各4個
記載されておりますが、ポンプ類PH-
1,2、PHW-1,2,3にはバルブ類や圧力計、
FJ等は記載されておりません。ポンプ廻
り配管付属品類は全て既設をそのまま使
用すると考えて宜しいでしょうか。

宜しい。

12

M-01,
11,13
内訳書
No.21

給湯・昇温改修後地下2階平面図で煙道
工事がありますが、材料が記載されてお
りません。鋼板製3.2tと考えて宜しいで
しょうか。

既設不明の為記載してありません。

13

M-11,
12,20
内訳書
No.21

給湯・昇温改修前地下2階平面図でB-1,2
の制御線は撤去とありますが、既設制御
線の取外し・再結線と考えて宜しいで
しょうか。

既設配線撤去、新設配線、配管で
す。 Ⅿ-20記入してあります。

14

M-11,
12,20
内訳書
No.21

給湯・昇温改修前地下2階平面図で既設
煤煙濃度計の撤去・制御配線取外しが記
載されておりません。取替え及び配線取
外し・再結線共本工事と考えて宜しいで
しょうか。

宜しい。

15

M-13,
14,19
E-2

電気地下2階平面図機械室のタッチパネ
ル式マルチコントローラは空調機器表及
び自動制御図には記載されておりません
が、吸収式冷温水発生機の附属品と考え
て宜しいでしょうか。またコントローラ
は既設冷凍機にも附属されており、制御
配線は冷凍機及びコントローラ取替えに
伴い取外し・再結線すると考えて宜しい
でしょうか。

改修前、改修後もタッチパネルはあ
りません。
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番号 回        答質   疑   事   項

16

M-13 空調改修後地下2階平面図で冷凍機用排
ガスドレン管に取付けるトラップは25A
と考えて宜しいでしょうか。

宜しい。

17

M-13 空調改修後地下2階平面図で冷凍機用オ
イル配管20A×1のコア抜き工事がありま
すが、非破壊検査は電磁波による探査と
考えて宜しいでしょうか。

宜しい。

18

A-07
M-13

建築工事で冷温水発生器更新に伴うガラ
リの撤去更新工事があります。撤去及び
新設機器・機材の搬出入に使用するため
長期間の開口となりますが、開口部の対
応処置は記載されておりません。シート
等による閉鎖対応と考えて宜しいでしょ
うか。

宜しい。

19

M-14 空調改修前地下2階平面図でOST-1オイル
サービスタンク及びオイル配管の撤去工
事があります。タンク及び配管は洗浄後
廃棄処分致しますが、オイルサービスタ
ンク内残油は回収後廃棄又は再利用する
のか不明です。残油量と共にご指示下さ
い。

残油は再使用したい。
残油料不明（現在使用中）

20

M-01,15 換気改修前・後地下2階平面図でEAGチャ
ンバーは保温無しと考えて宜しいでしょ
うか。

宜しい。

21

M-16 空調改修前PH2F平面図で撤去する水質調
整器の薬液(クリオート)回収処分のた
め、残液量をご指示ください。

残液量不明（現在使用中）

22

M-16,
21,22
E-3

空調改修後配管PH2F及び自動制御PH2F図
に薬注装置の電源及び警報配管配線接続
は本工事とありますが、電源接続は電気
工事となっております。外部への警報配
線接続を本工事と考えて宜しいでしょう
か。

宜しい。

23

M-16 空調改修後PH2F配管平面図の新設弁類リ
ストの冷却水管には温度計が記載されて
おりません。不要と考えて宜しいでしょ
うか。

温度計必要

24

M-16 空調改修前PH2F配管平面図の撤去機器表
CT-1には吹出口ダクトは記載されており
ません。既設冷却塔には吹出口ダクトは
取付けられていないと考えて宜しいで
しょうか。

吹出ダクト有り（高さ1ｍ）

25

M-18 衛生浴室棟B1階平面詳細図で電動三方弁
の更新工事がありますが、配管系統名が
記載されておりません。各配管系統によ
り接続されている配管材と接続方法が異
なりますので、ご指示下さい。

全てＳＵＳ管としてください。接続
方法はねじ接続です。（フランジ接
続を除く）
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26

M-18 衛生浴室棟B1階平面詳細図の電動三方弁
表で④及び⑤は既設制御方法確認の上機
種決定の事とあります。更新後の記載品
番の価格で機種が変わっても対応可能と
考えて宜しいでしょうか。異なる場合は
決定機種をご指示下さい。

宜しい。（対応が出来ない場合は協
議の上決定したい。）

27

M-18 既設ろ過設備メーカ名を参考にご指示下
さい。

（株）三協式濾過設備です。

28

M-10,18 衛生浴室棟B1階平面詳細図で配管材料の
ジェットエアー配管HIVPは浴室棟B1階寝
湯の気泡配管と考えて宜しいでしょう
か。

ＳＵＳ管としてください。

29

M-19 E-
2

空調自動制御平面図(1)冷温水発生機廻
りで各冷凍機からPBまでの制御配管配線
がありますが、PBから電気設備図に記載
されているタッチパネル式コントローラ
への配管配線は既設を再使用すると考え
るのでしょうか。ご指示下さい。

タッチパネル式コントローラーはあ
りません。

30

M-19 空調自動制御平面図(1)冷温水発生機廻
りで既設盤B2CP-1の改造及び回路追加と
記載されておりますが、改修及び追加の
回路図が記載されておりません。ご指示
下さい。

Ⅿ-22　オイルタンク廻り制御　LRの
更新による盤改造、追加

31

M-16,
22,23

空調自動制御計装図(1)冷却塔制御で改
修後の補給水電動弁BVは更新となってお
り、薬注装置からの信号による開閉動作
となっておりますが、改修前フロー図に
は補給水用電動二方弁は記載されており
ません。空調改修前PH2F配管平面図には
冷却塔用給水二方弁と水質調整器及び圧
力調整器が記載されております。自動制
御改修前フロー図には記載されておりま
せんが、補給水用電動二方弁に開閉信号
を送る制御機器は水質調整器で、圧力調
整器は水質調整器作動・停止の制御を
行っているのでしょうか。撤去する
TE,TEW以外の冷却塔廻り制御機器をご指
示下さい。

その通りです。TE、TEW以外ありませ
ん。

32

M-13 R-1及び2　吸収式冷温水発生器の仕様に
耐塩仕様とありますが、屋内設置の為、
不要と考えて宜しいでしょうか。

耐塩仕様としてください。

33

M-18 オーバーホール作業が必要な、WF-4ろ過
ポンプの製造番号をご指示ください。

2016年10月更新した荏原製ポンプNO,
T　16　31785T　8です。
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