
No. 該当項⽬ ⾴ 項⽬番号 記載内容 質疑事項 回答

1 ⼯事図⾯ M-01 ⼯事概要 3)
電気設備⼯事

機器更新に伴う電気
配線（動⼒配線）の
改修

チラーへの電源⼯事の改修のみと考えてよろしいです
か。

チラーへの電源改修に加えて各ファンコイル⽤のブレー
カー更新も含むものとします。

2 ⼯事図⾯ M-01 ⼯事概要 3)
電気設備⼯事

機器更新に伴う電気
配線（動⼒配線）の
改修

既設幹線動⼒設備図⾯があれば提供願います。 単線結線図及び構内平⾯図並びに分電盤位置図及
び機器配置図の提供が可能です。

3 ⼯事図⾯ M-01 ⼀般事項 6) 耐⽕構造に適合した
処置を施すこと

施⼯に際し、可能性があると思われる場所は⽔平区画
だけと考えて宜しいでしょうか 仕様書のとおりとします。

4 ⼯事図⾯ M-01 特記事項 1)

重機⾞両を⽤いる作
業及び騒⾳等の出る
作業は休館⽇⼜は夜
間とする

騒⾳等と⾔うのは業務に⽀障となる⾳（アンカー打
設）だけと考えて宜しいでしょうか

事業場所は休館⽇のない消防庁舎であるため、部分
的な使⽤制限を⾏いながら作業を進めることを想定し
ていますが、詳細については落札後の協議とします。

5 ⼯事図⾯ M-01 特記事項 2)
発⽣材の処理について
は…関係法令に従い
適切に処理すること

COBRISでの登録が必要と考えて宜しいでしょうか COBRISでの登録は必須としませんが、関係法令に従
い適切に処理してください。

6 ⼯事図⾯ M-01 特記事項 4) 冷温⽔管
材質は更新するファンコイル廻りも同様と考えて宜しい
でしょうか。⼜、機器の接続部はフレキ接続と考えて宜
しいでしょうか

お⾒込みのとおりです。

7 ⼯事図⾯ M-01 特記事項 4) ドレン管
材質は更新するファンコイル廻りも同様と考えて宜しい
でしょうか。⼜、機器の接続部はホース接続と考えて宜
しいでしょうか

お⾒込みのとおりです。

8 ⼯事図⾯ M-01 特記事項 4) ドレン管・冷却塔ﾌﾞﾛｰ
排⽔管

空冷ヒートポンプチラー廻りの排⽔管と考えて宜しいで
しょうか お⾒込みのとおりです。

9 ⼯事図⾯ M-01 特記事項 4) バルブ類 ファンコイル廻りはボール弁⼜はファンコイル弁と考えて宜
しいでしょうか お⾒込みのとおりです。

10 ⼯事図⾯ M-01 特記事項 4)
配管⼯事

機械室及び屋外配管
を取替えるもの 屋上露出部の取替えのみと考えてよろしいですか。 お⾒込みのとおりです。

11 ⼯事図⾯ M-01 特記事項 5) 保温⼯事

屋内隠蔽部はGW筒⼜はGW帯+鉄線+ポリエチレン
フィルム+ALK+⻲甲⾦網（公共建築⼯事標準仕様
書より）と考えて宜しいでしょうか。⼜、ダクトについても
同様と考えて宜しいでしょうか

お⾒込みのとおりです。

12 ⼯事図⾯ M-01 特記事項 6) 塗装⼯事　ドレン管 屋外機器、タンク廻りのみと考えて宜しいでしょうか お⾒込みのとおりです。

13 ⼯事図⾯ M-01 特記事項 7) 管種名称・流れ⽅向を
明記 屋外機器、タンク廻りのみと考えて宜しいでしょうか 仕様書のとおりとします。

14 ⼯事図⾯ M-02 機器リスト
記号 FR-FCU-4 2,3階平⾯図上の表記がFI-FCU-4となっていますが

平⾯図上の表記通りと解釈して宜しいでしょうか お⾒込みのとおりです。

15 ⼯事図⾯ M-02 機器ﾘｽﾄ(改修後) 冷温⽔ｸｯｼｮﾝﾀﾝｸ

CAH-1・CAH-2それぞれにｸｯｼｮﾝﾀﾝｸを設ける事になっ
ておりますが、M-08屋上平⾯図ではｸｯｼｮﾝﾀﾝｸが1台
しか有りません。2台⽬のｸｯｼｮﾝﾀﾝｸはどこに設置すれば
宜しいでしょうか？

既設クッションタンク設置位置と同階⼜は5階の熱源機
と同階への設置を想定しています。

16 ⼯事図⾯ M-02 機器ﾘｽﾄ(改修後) 冷温⽔ｸｯｼｮﾝﾀﾝｸ
既設は開放式のｸｯｼｮﾝﾀﾝｸですが、新設予定は密閉
式のｸｯｼｮﾝﾀﾝｸが機器ﾘｽﾄに記載されております。新設
のｸｯｼｮﾝﾀﾝｸは密閉式で宜しいでしょうか？

お⾒込みのとおりです。

17 ⼯事図⾯ M-04 系統図 ﾌｧﾝｺｲﾙ⽤ﾊﾞﾙﾌﾞについ
て

既設ﾌｧﾝｺｲﾙの冷温⽔配管接続⼝にﾊﾞﾙﾌﾞがついてお
りません。ﾒﾝﾃﾅﾝｽを考慮しﾊﾞﾙﾌﾞを設けると考えて宜し
いでしょうか？

お⾒込みのとおりです。

18 ⼯事図⾯ M-05 1階平⾯図 天井埋込型ファンコイル 更新の際に取り外した天井ボードは既設流⽤（天井
下地材は補強含め取替）と考えて宜しいでしょうか お⾒込みのとおりです。

19 ⼯事図⾯ M-05 1階平⾯図 天井埋込型ﾌｧﾝｺｲﾙに
ついて

天井埋込型ﾌｧﾝｺｲﾙの吸込⽤及び吹出⽤の制気⼝は
既設再利⽤として宜しいでしょうか？ 運⽤に⽀障等がなければ既設再利⽤可とします。

回 答 書

　令和4年9⽉12⽇に公告した奈良市消防局・南消防署併設庁舎空調設備賃貸借業務に係る⼀般競争⼊札についての質問がありましたので回答します。
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No. 該当項⽬ ⾴ 項⽬番号 記載内容 質疑事項 回答

20 ⼯事図⾯ M06〜07 平⾯図 ﾌｧﾝｺｲﾙ⽤収納⽤ｷｬﾋﾞ
ﾈｯﾄについて

既設床置ﾌｧﾝｺｲﾙですが、ｷｬﾋﾞﾈｯﾄに収納されておりま
す。ｷｬﾋﾞﾈｯﾄは再利⽤として宜しいでしょうか？

既設キャビネット内に更新するファンコイルが収納でき運
⽤に⽀障がなければ既設再利⽤可とします。

21 ⼯事図⾯ M06〜07 平⾯図 ﾌｧﾝｺｲﾙ⽤収納⽤ｷｬﾋﾞ
ﾈｯﾄ吸出⼝

既設床置ﾌｧﾝｺｲﾙが収納されているｷｬﾋﾞﾈｯﾄが再利⽤
が可能だった場合、ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ上部の吹出器具は再利
⽤とするのでしょうか？

上部の吹出器具は破損や⽋損しているものが多いた
め、交換対象とします。

22 ⼯事図⾯ M-08 5階平⾯図 機器設置位置

既設膨張タンク更新に際し、新設クッションタンクの設置
位置をチラーと同階（5階）に変更と考えて宜しいで
しょうか。⼜、補給⽔配管を屋上から露出で延伸させる
ルートで考えて宜しいでしょうか

了承いたします。

23 ⼯事図⾯ M-08 5階、屋上平⾯図 動⼒盤、キュービクル 既設キュービクル内のブレーカーは流⽤、各チラー⽤のブ
レーカーは更新と考えて宜しいでしょうか お⾒込みのとおりです。

24 ⼯事図⾯ M-08 5階・屋上階平⾯図 配管の撤去更新範囲
について

GV・Yｽﾄ等は撤去範囲以外となっておりますが、既設
再利⽤と考えて宜しいでしょうか？ 取替えの対象となる配管については交換対象とします。

25 ⼯事図⾯ M-08 5階・屋上階平⾯図 配管の撤去更新範囲
について

圧⼒計・温度計等の計器類が撤去範囲図⾯に記載
されておりません。既設再利⽤として宜しいでしょうか？ 計器類は交換対象とします。

26 ⼯事図⾯ 各階 各ファンコイル 既設同様、温調無し（電磁弁にて制御）と考えて宜
しいでしょうか お⾒込みのとおりです。

27 ⼯事図⾯ 各階 各ファンコイル 各ファンコイル⽤のブレーカーは更新と考えて宜しいで
しょうか お⾒込みのとおりです。

28 仕様書 2 3-(3) 保守点検業務 本⼯事で納⼊予定の熱源機（ヒートポンプチラー）に
ついて、遠隔監視及び遠隔点検は必要でしょうか 遠隔監視及び遠隔点検は実施を想定しています。

29 仕様書 2 3-(3) 保守点検業務 熱源機の保守点検において、フロン排出抑制法に準ず
る内容、回数、以上とする事で宜しいでしょうか お⾒込みのとおりです。

30 仕様書 2 3-(3) 保守点検業務
保守点検業務による点検回数ですが、フロン排出抑制
法に基づく簡易点検(3か⽉に1回)を含む1年に4回×
15年(賃貸借期間)で宜しいでしょうか？

了承いたします。

31 仕様書 2 3-(3) 保守点検業務
本⼯事で納⼊予定のファンコイルユニットについて、フィ
ルター清掃は点検除外でしょうか。清掃必要な場合、
清掃回数/年について、開⽰頂けないでしょうか

フィルター清掃は保守点検業務の範囲外とします。

32 仕様書 2 3-(3)-ア 保守点検業務

保守内容については、メーカー包括保守メニュー(標準)
によるものとありますが、賃貸借期間中、部品故障前に
規定運転時間到達や経過年数による部品交換等の
保全整備費⽤は契約⾦額に含まれますでしょうか？

保全整備費⽤は契約⾦額に含まれるものとします。

33 仕様書 2 3-(3) 保守点検業務
賃貸借期間中(竣⼯から1年のﾒｰｶｰ保証期間を除く)
に部品故障により発⽣した修理費⽤は契約⾦額に含
まれますでしょうか？

故障対応等に要する費⽤は契約⾦額に含むものとしま
すが、修理等に必要な部品の代⾦は両者協議のうえ
本市の負担とします。

34 仕様書 2 3-(3) 保守点検業務

ﾒｰｶｰ部品確約保有年限は製品が廃番となってから9
年です。よって、(竣⼯+製品廃番迄の期間+9年)の
期間以降に部品が故障し、同部品の供給停⽌となっ
ていた場合、やむを得ず本体交換となる可能性が御座
いますが宜しいでしょうか？

契約期間内の本体交換は想定しておりません。

35 賃貸借契約書 1 第2条 賃貸借期間 契約期間満了後の取扱いはどうなりますでしょうか 契約期間満了後の取扱いは未定となります。

36 賃貸借契約書 1 第6条 契約保証⾦について

契約保証⾦については、奈良市契約規則第23条2項
(３)「競争⼊札に参加する資格を有する者と契約を締
結する場合において、その者が過去２箇年の間に本市
⼜は他の官公庁（公社、公団を含む。）と種類及び
規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたつて締結
し、かつ、これらをすべて誠実に履⾏した者⼜はこれに
準ずる実績を有する者で、契約を履⾏しないこととなる
おそれがないと認められるものであるとき。」について、契
約書の写しのご提⽰をもって免除の⼿続きは可能で
しょうか。

契約書の写しの提出をもって、規則第23条第2項第3
号の規定による契約保証⾦の全部⼜は⼀部の免除⼿
続きが可能です。

37 賃貸借契約書 2 第8条2項 物件の保守及び操作
⽅法等の指導

修理をしても⼀時的に物件が使⽤できない場合、物件
の代替品準備責任が貸主にありますでしょうか

賃貸⼈の負担で代替品を提供するものとしますが、賃
借⼈の責めに帰すべき理由により使⽤不可能となった
場合は、この限りではありません。

38 賃貸借契約書 2 第12条 物件の返還 返還にかかる費⽤（撤去費⽤等含めて）は、どちらの
負担になりますでしょうか 返還費⽤については本市の負担とします。
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No. 該当項⽬ ⾴ 項⽬番号 記載内容 質疑事項 回答

39 賃貸借契約書 2 第13条 保険 動産総合保険の保険⾦額は物件納⼊価格を基に経
過期間に応じて逓減するものですが宜しいでしょうか 了承いたします。

40 賃貸借契約書 2 第13条 保険
重過失や地震、噴⽕、津波などの⾃然災害については
対象外であり、その際の修理費⽤等は発注者の負担
となりますが宜しいでしょうか

了承いたします。

41 賃貸借契約書 5 第21条 予算の減額等による契
約の変更等

過去に予算の削減⼜は削除となった事例はありますで
しょうか

過去に予算の削減⼜は削除となった事例はありませ
ん。

42 ⼊札参加申請 (1)-ウ メンテナンス体制整備
証明書

迅速に対応することができる体制を整備する前提で、
保守会社の拠点所在地及び連絡先が県外となっても
よろしいですか。

迅速な対応が可能であれば保守会社の拠点所在地
及び連絡先は問いません。

43 ⼯事期間中の空調に
ついて ⼯事期間中は空調停⽌と考えて宜しいでしょうか お⾒込みのとおりです。

44 チラー更新に伴うレッ
カー作業

隣接の奈良市防災センターの駐⾞場内にレッカー⾞を
設置し、搬出⼊を⾏うと考えて宜しいでしょうか

作業⽇時等を調整のうえ駐⾞場を使⽤いただくことは
可能ですが、作業実施にあたり安全管理の徹底をお願
いします。

45 ⼤気汚染防⽌法対応
について

施⼯箇所にアスベストを使⽤している可能性はあります
でしょうか。 アスベスト含有調査は実施しておりません。

46 ⼤気汚染防⽌法対応
について

本⼯事範囲に於いて⼤気汚染防⽌法で定める事前
調査費⽤は本⼯事に含むと考えて宜しいでしょうか お⾒込みのとおりです。

47 ⼤気汚染防⽌法対応
について

⽯綿含有調査の結果、吹付⽯綿、⽯綿を含有する建
材、保温材、耐⽕被覆材と判断された場合、その除去
等の「届出対象特定⼯事」は別途⼯事と考えて宜しい
でしょうか

お⾒込みのとおりです。

48 ⼤気汚染防⽌法対応
について

⽯綿含有調査の結果、「⽯綿含有仕上塗材（吹付
⽯綿に該当しないもの）、⽯綿含有成形板その他⽯
綿を含有する建材」と判断された場合は、その撤去及
び処分に要する費⽤は別途⼯事と考えて宜しいでしょ
うか

お⾒込みのとおりです。

49
契約期間中に施設の統廃合や建物を取り壊すことに
なった場合、当該物件の対応や残⾦の清算、また物
件移設費⽤の負担はどうなりますでしょうか

両者協議のうえ残⾦を清算するものとします。また、物
件の移設が必要となった場合の移設費⽤については、
両者協議のうえ本市の負担とします。

50 耐震⼯事は実施しておりますでしょうか 耐震⼯事は実施しておりませんが、昭和56年6⽉以降
の新耐震基準に基づき設計建築されています。

51
本契約をリース会社が受託（請負う）際、建設業法
に抵触する可能性がある業務を含む場合、資格を有
する第三者に委託することは可能でしょうか

申請のあった第三者への委託の内容について審査した
うえで承諾するものとなります。

52 新型コロナウイルスの影響で納⼊遅延となった場合、賃
貸借開始時期の変更が可能でしょうか

新型コロナウイルスの影響等、受注者の責めに帰さない
事由により遅延等が⾒込まれる場合は、両者協議のう
え賃貸借開始時期を変更するものとします。

53 当社は10/1に社名変更いたしますが、別途必要な⼿
続きはございますでしょうか

⼊札参加申請の申請内容に変更が⽣じた場合は、変
更届を必要書類添付のうえ本市契約課まで速やかに
提出してください。

54 資材置き場・作業員休憩所は場内にスペースが確保
できると考えてよろしいですか。 お⾒込みのとおりです。

55 作業員駐⾞場は場内駐⾞できるものと考えてよろしい
ですか。 お⾒込みのとおりです。

56 ⼯事⽤電気、⽔道は無償にて⽀給して頂けると考えて
よろしいですか。 お⾒込みのとおりです。

57 賃貸借期間中既存配管劣化が起因による補修、修
理も本契約内でしょうか。

既存配管に起因する補修や修理に係る費⽤について
は両者協議のうえ本市の負担とします。

58 賃貸借期間満了後の機器の取扱いは、無償譲渡と
考えてよろしいですか。 契約期間満了後の取扱いは未定となります。
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