
〔様式第１３号〕

〔一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名        中央第４号幹線工事２              

整理番号 ２００５１０３８８

質  問  事  項 回     答

1.「設計内訳書（補助）p.33」には No.1 両

到達立坑のライナープレート式土留工及び

土工の規格に【夜間】と記載されていません

が、昼間施工と考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

2.「設計内訳書（補助）p.33」には No.2 両

発進立坑の掘削土留工の規格に【夜間】と記

載されていませんが、昼間施工と考えてよろ

しいでしょうか。

ご質問のとおりです。

3.「設計内訳書（補助）p.34」には No.3 到

達立坑のライナープレート式土留工及び土

工の規格に【夜間】と記載されていませんが、

昼間施工と考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

4.本工事は夜間施工に伴い建設発生土及び

建設副産物の処理・処分を行うこととなりま

すが、積算においては、処理施設への持込み

は泥水運搬工(単 62 号)を除いて全て昼間、

処分費には夜間割増を考慮されていないと

考えてよろしいでしょうか。ご教示願いま

す。

処理施設への持込みは､単 62 号 泥水運搬

工及び単 180 号内の殻運搬（Co(無筋･鉄筋)
構造物とりこわし分・0.03m3）を除いて全

て昼間としています。

処分費には夜間割増を考慮していません。

5.設計内訳書(補助)P.23 泥水処理設備工

泥水運搬処理について、管きょ工(推進) Φ
1200 【夜間】に伴う泥水運搬工(単 62 号)
は夜間を想定されていると思われますが、処

分費(m3)(単 63 号)に計上される処分費 汚

水処分費は夜間割増を考慮されているので

しょうか。ご教示願います。

処分費には夜間割増を考慮していません。
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6.設計内訳書(補助)P.32 ﾎﾟﾝﾌﾟ電線管路

(No.1 立坑部) 【夜間】の内、付帯工(舗装版

撤去～仮復旧)( 単 180 号)に計上されてい

る殻運搬 0.03ｍ3 は昼間を想定されており、

処分費(t)( 単 325 号)は夜間割増を考慮され

ていないと考えてよろしいでしょうか。ご教

示願います。

殻運搬 0.03m3は夜間を想定しています。

処分費には夜間割増を考慮していません。

7.設計内訳書(補助)P.32 付帯工(No.1 立坑

部) 歩道部本復旧は昼間施工を想定されて

いると思われますが、汚泥運搬処理 舗装版

切断時(単 186 号)は、3 次単価表の労務費調

整係数 1.500-00001 となっていますが、夜

間を想定されているのでしょうか。処分費

(ｔ)(単 331 号)に計上される処分費 汚泥

舗装切断は夜間割増を考慮されているので

しょうか。ご教示願います。

汚泥運搬処理舗装版切断時については､昼間

を想定しています。舗装切断時に発生する汚

泥運搬費については､特記仕様書に記載のと

おり､特別調査により設定した単価です。

処分費には夜間割増を考慮していません。

8.設計内訳書(補助)P.33 付帯工 【夜間】

舗装版撤去～仮復旧の内、汚泥運搬処理 舗

装版切断時(単 200 号)は、摘要欄に記載の通

り昼間を想定されており、処分費(ｔ)(単 331
号)に計上される処分費 汚泥 舗装切断

は 、 3 次 単 価 表 の 労 務 費 調 整 係 数

1.500-00001 となっていますが、夜間割増を

考慮されていないと考えてよろしいでしょ

うか。ご教示願います。

汚泥運搬処理舗装版切断時については､昼間

を想定しています。舗装切断時に発生する汚

泥運搬費については､特記仕様書に記載のと

おり､特別調査により設定した単価です。

処分費には夜間割増を考慮していません。

9.設計内訳書(補助)P.23 泥水処理設備工

泥水運搬処理の内、泥水運搬工(単 62 号)に
おける積算条件(DID、運搬距離区分)をご教

示願います。

DID 区間：あり、運搬距離区分：13.1ｋｍ以

下です。

10.設計内訳書(補助)P.23 泥水処理設備工

泥水運搬処理の内、処分費(m3)(単 63 号)に
計上される処分費 汚水処分費について、現

場説明書 P.32 「建設発生土及び建設副産物

の処理・処分」及び「交通誘導警備員の配置

及びその内容」についてに示される処理･処

分する場所の何れを想定されているのでし

「建設汚泥の処理･処分」の工事対象地区：

No.0 立坑に記載しています。



〔様式第１３号〕

ょうか。ご教示願います。

11.設計内訳書(補助)P.23 泥水処理設備工

泥水運搬処理の内、処分費(m3)(単 63 号)に
計上される処分費 汚水処分費は、土壌環境

基準値内の汚泥として比重 1.4t/m3 を想定

されていると考えてよろしいでしょうか。ご

教示願います。

ご質問のとおりです。

12.設計内訳書(補助)P.24 管きょ工(推進) 
Φ1350 における推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管の内、

機械器具損料及び電力料(単 71 号) にお見

込みの内訳について、鋼橋門扉等工場原価と

されている項目がございましたらご教示願

います。

鋼橋門扉等工場原価としている項目はあり

ません。

13.設計内訳書(補助)P.26 ｼｰﾙﾄﾞ機本体の

内、ｼｰﾙﾄﾞ機本体(単 100 号)にお見込みの内

訳について、鋼橋門扉等工場原価とされてい

る項目がございましたらご教示願います。

ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ類機械器具損料等の項目を共通仮

設費及び現場管理費の対象外としています。

14.設計内訳書(補助)P.26 泥水処理設備工

泥水運搬処理の内、泥水運搬工(単 96 号)に
おける積算条件(DID、運搬距離区分)をご教

示願います。

DID 区間：あり、運搬距離区分：13.1ｋｍ以

下です。

15.設計内訳書(補助)P.26 泥水処理設備工

泥水運搬処理の内、処分費(m3)( 単 97 号)
に計上される処分費 汚水処分費について、

現場説明書 P.32 「建設発生土及び建設副産

物の処理・処分」及び「交通誘導警備員の配

置及びその内容」についてに示される処理･

処分する場所の何れを想定されているので

しょうか。ご教示願います。

「建設汚泥の処理･処分」の工事対象地区：

No.2 立坑に記載しています。

16 設計内訳書(補助)P.26 泥水処理設備工

泥水運搬処理の内、処分費(m3)( 単 97 号)
に計上される処分費 汚水処分費は、土壌環

境基準値内の汚泥として比重 1.4t/m3 を想

定されていると考えてよろしいでしょうか。

ご教示願います。

ご質問のとおりです。
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17.設計内訳書(補助)P.33 No.2 両発進立

坑における掘削土留工の内、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削

土留矩形 5.247m×10.742m(単 211 号)に計

上されているﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留歩掛の出典

をご教示願います。

見積りにより単価策定しています。

18.設計内訳書(補助)P.35 上水道使用料と

して想定されている使用水量の区分と区分

ごとの数量をご教示願います。

月使用量 1～10m3：186m3、11～20m3：

150m3、21～50m3：450m3、51～100m3：

606m3、101～200m3：679.4m3、201m3 以

上：7.9m3です。

19.２次単価表 P.379 高木伐採(単 273 号)
に計上される高木伐採歩掛の出典をご教示

願います。

見積りにより単価策定しています。

20.２次単価表 P.380 伐根(単 274 号)に計

上される高木伐根歩掛の出典をご教示願い

ます。

見積りにより単価策定しています。

21.設計内訳書(補助)P.36 電力基本料金と

して想定されている契約電力量と契約期間

をご教示願います。

契約電力量：203kw、契約期間：14 ヵ月

です。契約基本料金には力率 95％を考慮し

ています。

22.設計内訳書(補助)P.36 用水基本料金と

して想定されている給水管の口径と契約期

間をご教示願います。

給水管の口径：13mm、水道使用期間：21
ヵ月です。

23.設計内訳書(補助)P.35 事業損失防止施

設費の内、家屋調査費について、施工条件明

示書に記載の事前調査のみと考えてよろし

いでしょうか。ご教示願います。

ご質問のとおりです。

24.設計内訳書(補助)P.35 事業損失防止施

設費の内、家屋調査費について、内訳書 98
号に計上される 1 式当りは、業務委託費内訳

書における設計業務価格と考えてよろしい

でしょうか。ご教示願います。

ご質問のとおりです。

25.設計内訳書(補助)P.35 事業損失防止施

設費の内、家屋調査費について、歩掛に建物

延べ面積等の補正率を乗じた数値の端数処

理はどのように設定されているかご教示願

います。

端数は、小数第 2 位（小数第 3 位以下切捨て）

としています。
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26.本工事で、経費控除の対象となっている

項目がございましたらご教示下さい。

共通仮設費対象外項目は､｢ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ類機械

器具損料等」､「全処分費等のうち 3％また

は 3,000 万円を超える額」､「家屋調査費」､

「ｽｸﾗｯﾌﾟ費」です。

現場管理費対象外項目は､｢ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ類機械

器具損料等」､「全処分費等のうち 3％また

は 3,000 万円を超える額」､「家屋調査費」､

「ｽｸﾗｯﾌﾟ費」、「土壌調査(溶出試験)」です。

一般管理費対象外項目は､「全処分費等のう

ち 3％または 3,000 万円を超える額」､「家

屋調査費」､「ｽｸﾗｯﾌﾟ費」、「土壌調査(溶出試

験)」です。

なお、｢家屋調査費｣､「土壌調査(溶出試験)」
は内訳書に経費を含む金額を計上していま

す。

27.２次単価表 P.316 土砂処分 環境基準

値超え残土( 単 213 号)に計上されている土

砂運搬費(環境基準値超え)の単価出典及び処

分費等として経費控除の対象とされている

かご教示願います。

見積りにより単価策定しています。

経費控除の対象としていません。

28.３次単価表 P.448 処分費(t)( 単 353号)
に計上されている処分費 現場発生土(環境

基準値超え)の単価出典をご教示願います。

見積りにより単価策定しています。

29.見積りによる資材単価、機械等損料及び

賃料は、徴収された見積りの平均価格または

最低価格の何れを採用されているのでしょ

うか。ご教示願います。

見積りによる単価策定は、見積平均値から

30％以上乖離する値を排除し、最低値を採用

しています。

30. ミニシールド施工時の発生土を運搬す

るダンプトラックの経路の指定はあります

か。ご教示願います。

指定はありません。

31.No.1 両到達立坑、No.2 両発進立坑、No.3
到達立坑周辺道路の占用形態について指定

等はありますか。ご教示願います。

指定はありません。

注１ この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限

る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。


