工事番号 419
開札日

H31.3.13

寄せられた質問と回答
工事名 津別地区 津別東工区区画整理工事
質問月日
H31.2.21

質問
１．見積参考資料

回答

特別調査・見積もり活用

１．｢見積参考資料

特別調査・見積もり

を行った単価項目について、高密度ポリエチ

活用を行った単価項目について｣高密度

レン管（シングル）は策定単価ですが、建設

ポリエチレン管は、規格をダブルに修正

物価・積算資料では北海道・沖縄除くの記載

し表から削除ます。

があります。確認お願いします。
２．見積参考資料２項

５行

集水渠につい

見積参考資料の記載を修正し、ダウン
ロードシステムに再登録しますので確認

て、ポリエチレンパイプ材料が継手を含む単

願います。

価のため、施工費の条件は継手材料費：不要

２．｢見積参考資料２項

ではないでしょうか？

ついて、施工費の条件を「継手材料費：不

３．見積参考資料２項

６行

疎水材につい

て、作業条件は標準でしょうか？
４．見積参考資料３項

２行

５行｣集水渠に

要」に修正します。
見積参考資料の記載を修正し、ダウン

押土（ルーズ） ロードシステムに再登録しますので確認

について、基準書では適用範囲が押土による

願います。

土砂等の運搬作業となってますが、地山状態

３．｢見積参考資料２項

の掘削は含んでいないと認識でよろしいでし

ついて、作業条件は標準です。

６行｣疎水材に

ょうか？地山の掘削の場合、掘削オープンカ

見積参考資料の記載を修正し、ダウン

ット押土有り 30000m３以上ではないでしょ

ロードシステムに再登録しますので確認

うか？

願います。

５．見積参考資料３項

４行

積込（ルーズ） ４．｢見積参考資料３項

２行｣押土（ルー

について、不整地運搬の数量と相違があるの

ズ）について、地山状態の掘削は含んでい

はどうしてでしょうか？

ません。

６．見積参考資料３項

５行

路体（築堤）

５．｢見積参考資料３項

４行｣積込（ルー

盛土について、積算条件の施工数量は

ズ）について、不整地運搬数量と相違があ

10000m3 以上でしょうか？

るのは、他工種からの流用土があるため
です。

６．｢見積参考資料３項

５行｣路体（築

堤）盛土について、積算条件の施工数量は
10,000m3 未満です。
見積参考資料の記載を修正し、ダウン
ロードシステムに再登録しますので確認
願います。

工事番号 419
開札日

H31.3.13

寄せられた質問と回答
工事名 津別地区 津別東工区区画整理工事
質問月日
H31.2.21

質問
７．見積参考資料６項

回答

４行

疎水材につい

て、作業条件は標準でしょうか？
８．見積参考資料６項

４行｣疎水材に

ついて、作業条件は標準です。

吸出防止材に

見積参考資料の記載を修正し、ダウン

ついて、歩掛の適用は CB226140、CB224720 の

ロードシステムに再登録しますので確認

どちらでしょうか？

願います。

９．見積参考資料１５項

６行

７．｢見積参考資料６項

１行

集水渠につ

８．｢見積参考資料６項

６行｣吸出防止

いて、暗渠排水管据付の積算条件で継手材料

材について、歩掛は CB224720 を使用して

費は不要で

います。

しょうか？

９．｢見積参考資料１５項

１０．見積参考資料１９項 １行

排水口に

ついて、暗渠排水管据付の積算条件で継手材
料費は不要で

について、暗渠排水管据付の継手材料費
は不要です。
見積参考資料の記載を修正し、ダウン

しょうか？
１１．見積参考資料１９項 ２行

１行｣集水渠

ロードシステムに再登録しますので確認
フレキシ

願います。

ブルパイプについて、材料は局単価の排水用

１０．｢見積参考資料１９項

フレキシブルパイプが計上されているでしょ

口について、暗渠排水管据付の継手材料

うか？施工費の積算条件で継手材料費は要で

費は不要です。

しょうか？

１行｣排水

見積参考資料の記載を修正し、ダウン
ロードシステムに再登録しますので確認
願います。
１１．｢見積参考資料１９項

２行｣フレ

キシブルパイプについて、材料は局単価
の排水用フレキシブルパイプを使用して
います。施工費の積算条件は、
「継手材料
費：要」です。
見積参考資料の記載を修正し、ダウン
ロードシステムに再登録しますので確認
願います。

工事番号 419
開札日

H31.3.13

寄せられた質問と回答
工事名 津別地区 津別東工区区画整理工事
質問月日
H31.2.21

質問

回答

１２．見積参考資料２０項 ３、４行

土砂

１２．｢見積参考資料２０項

３、４行｣土

等運搬について、積算条件でタイヤ損耗費は

砂等運搬について、積算条件のタイヤ損

良好でしょうか？

耗費は普通です。

１３．見積参考資料２１項 １行

押土（ル

見積参考資料の記載を修正し、ダウン

ーズ）について、基準書では適用範囲が押土

ロードシステムに再登録しますので確認

による土砂等の運搬作業となってますが、地

願います。

山状態の掘削は含んでいないと認識でよろし

１３．｢見積参考資料２１項

いでしょうか？地山の掘削の場合、掘削オー

（ルーズ）について、地山状態の掘削は含

プンカット押土有り 30000m３以上ではない

んでいません。

でしょうか？

１４．｢見積参考資料２２項

１４．見積参考資料２２項 ８、９行

１行｣押土

８、９行｣承

承水

水路工について、路体（築堤）盛土２．５

路工について路体（築堤）盛土２．５ｍ未満

ｍ未満は国土交通省の施工パッケージ単

は国土交通省の施工パッケージ単価でしょう

価です。

か？農林水産省の人力まきだし＋振動ローラ

１５．｢見積参考資料２３項

締め固めでしょうか？農林水産省の場合、コ

コンクリート側溝について、横断用 U３０

ンバインド型とハンドガイド式のどちらの適

０の材料単価は管内単価です。

用でしょうか？
１５．見積参考資料２３項 ５行

５行｣鉄筋

基礎材料については、再生８０mm です。
鉄筋コン

寸法については、承水路工標準図（１）を

クリート側溝について、横断用 U３００の材

参照願います。

料単価の出典元は管内単価でしょうか？基礎

１６．｢見積参考資料２３項

材料は再生４０ｍｍでしょうか？基礎材寸法

コンクリート側溝について、グレーチン

は明示してもらえないでしょうか？

グ蓋の材料は局単価を使用しています。

１６．見積参考資料２３項 ５行

鉄筋コン

５行｣鉄筋

また、規格を T-25 に修正します。

クリート側溝について、グレーチング蓋の材

見積参考資料の記載を修正し、ダウン

料出典元は策定単価でグレーチング（溝蓋）

ロードシステムに再登録しますので確認

でしょうか？

願います。

１７．見積参考資料２４項 １行

路体（幅

１７．｢見積参考資料２４項

１行｣路体

２．５ｍ未満）について、締め固めは計上さ

（幅２．５ｍ未満）について、埋戻し深さ

れないのでしょうか？

が小さいため、人力まき出しのみとして
います。

工事番号 419
開札日

H31.3.13

寄せられた質問と回答
工事名 津別地区 津別東工区区画整理工事
質問月日
H31.2.21

質問
１８．見積参考資料２７項 ２行

回答
鉄筋コン

１８．｢見積参考資料２７項

２行｣鉄筋

クリート管について、バックホウの排対は２

コンクリート管について、バックホウは

次でしょうか？

排対２次です。

１９．見積参考資料２８項 ２行
ごについて

ふとんか

見積参考資料の記載を修正し、ダウン

材料の規格は線径４ｍｍ、網目

ロードシステムに再登録しますので確認

１３でしょうか？また、詰め石の規格は玉石

願います。

３０～１５でしょうか？

１９．｢見積参考資料２８項

２０．見積参考資料２８項 ３行

２行｣ふと

吸出し防

んかごについて、ふとんかごは線経

止材について、材料の割り増しは計上されて

3.2mm、網目 13cm、中詰材は栗石 15～5cm

いるでしょうか？

となります。

２１．見積参考資料２９項 ３行

下層路盤

数量総括表及び見積参考資料の記載を

について、積算条件は２層施工でしょうか？

修正し、ダウンロードシステムに再登録

２２．見積参考資料２９項 ４行

しますので確認願います。

鉄筋コン

クリート管について、管据付バックホウの排

２０．｢見積参考資料２８項

３行｣吸出

対は２次でしょうか？

防止材について、ふとんかごの施工パッ
ケージ単価に含まれているため削除しま
す。
見積参考資料の記載を修正し、ダウン
ロードシステムに再登録しますので確認
願います。
２１．｢見積参考資料２９項３行｣下層路
盤について、積算条件は２層施工です。
見積参考資料の記載を修正し、ダウンロ
ードシステムに再登録しますので確認願
います。
２２．｢見積参考資料２９項４行｣鉄筋コ
ンクリート管について、管据付バックホ
ウは排対２次です。
見積参考資料の記載を修正し、ダウンロ
ードシステムに再登録しますので確認願
います。

工事番号 419
開札日

H31.3.13

寄せられた質問と回答
工事名 津別地区 津別東工区区画整理工事
質問月日
H31.2.21

質問
２３．見積参考資料３０項 ７行

回答
鉄筋コン

２３．｢見積参考資料３０項７行｣鉄筋コ

クリート側溝について、横断用 U３００の材

ンクリート側溝について、横断用 U ３０

料単価の出典元は管内単価でしょうか？基礎

０の材料単価は管内単価です。

材料は再生４０ｍｍでしょうか？基礎材寸法

基礎材料については、再生８０㎜です。寸

は明示してもらえないでしょうか？

法については、承水路工標準図（１）を参

２４．見積参考資料３０項 ７行

鉄筋コン

照願います。

クリート側溝について、グレーチング蓋の材

２４．｢見積参考資料３０項７行｣鉄筋コ

料出典元は策定単価でグレーチング（溝蓋）

ンクリート側溝について、グレーチング

でしょうか？

蓋の材料は局単価を使用しています。ま

２５．見積参考資料３３項 １行

鉄筋コン

た、グレーチング蓋の規格を T-25 に修正

クリート管について、管据付バックホウの排

します。

対は２次でしょうか？

見積参考資料の記載を修正し、ダウンロ

２６．見積参考資料３３項 ４行

鉄筋コン

ードシステムに再登録しますので確認願

クリート側溝について、基礎材料は再生４０

います。

ｍｍでしょうか？基礎材寸法は明示してもら

２５．｢見積参考資料３３項１行｣鉄筋コ

えないでしょうか？

ンクリート管について、管据付バックホ
ウは排対２次です。
見積参考資料の記載を修正し、ダウンロ
ードシステムに再登録しますので確認願
います。
２６．｢見積参考資料３３項４行｣鉄筋コ
ンクリート側溝について、基礎材料につ
いては、再生８０㎜です。寸法について
は、承水路工標準図（１）を参照願います。
見積参考資料の記載を修正し、ダウンロ
ードシステムに再登録しますので確認願
います。

工事番号 419
開札日

H31.3.13

寄せられた質問と回答
工事名 津別地区 津別東工区区画整理工事
質問月日
H31.2.21

質問
２７．見積参考資料３４項 ３行

回答
止水壁に

ついて止水壁 V２４用の単価出典元をご教示

２７．｢見積参考資料３４項３行｣止水壁

いただけないでしょうか？

について、U ４５０用に修正します。単価

２８．見積参考資料３５項 ５行

土砂等運

については、局単価を使用しています。

搬について、タイヤ損耗費は良好でしょう

数量総括表及び見積参考資料の記載を修

か？また、積込費や土取り場採取料金は未計

正し、ダウンロードシステムに再登録し

上だと思いますが、流用土でしょうか？

ますので確認願います。

２９．見積参考資料３５項 ８行

２８．｢見積参考資料３５項５行｣土砂等

ごについて

ふとんか

材料の規格は線径４ｍｍ、網目

運搬について、タイヤ損耗費は普通です。

１３でしょうか？また、詰め石の規格は玉石

また、積込費を計上します。

３０～１５でしょうか？

数量総括表及び見積参考資料の記載を修

３０．見積参考資料３６項 ９行

工事用道

正し、ダウンロードシステムに再登録し

路補修について、材料は切込砂利４０ｍｍで

ますので確認願います。

しょうか？

２９．｢見積参考資料３５項８行｣ふとん

３１．見積参考資料４０項 ７行

押土（ル

かごについて、ふとんかごは線経 3.2 ㎜、

ーズ）について、基準書では適用範囲が押土

網目 13 ㎝、中詰材は栗石 15~5 ㎝となり

による土砂等の運搬作業となってますが、地

ます。

山状態の掘削は含んでいないと認識でよろし

数量総括表及び見積参考資料の記載を修

いでしょうか？地山の掘削の場合、掘削オー

正し、ダウンロードシステムに再登録し

プンカット押土有り 30000m３以上ではない

ますので確認願います。

でしょうか？

３０．｢見積参考資料３６項９行｣工事用
道路補修について、材料は切込砂利４０
㎜です。
数量総括表及び見積参考資料の記載を修
正し、ダウンロードシステムに再登録し
ますので確認願います。
３１．｢見積参考資料４０項

７行｣押土

（ルーズ）について、地山状態の掘削は含
んでいません。

工事番号 419
開札日

H31.3.13

寄せられた質問と回答
工事名 津別地区 津別東工区区画整理工事
質問月日
H31.2.21

質問
３２．見積参考資料４０項 ８行

回答
土砂等運

搬について積込費は未計上でしょうか？
３３．見積参考資料４１項 ６行

３２．｢見積参考資料４０項

８行｣土砂

等運搬について、積込費を計上します。

基盤造成

数量総括表及び見積参考資料の記載を

（土砂）について積算条件の土質は砂質土で

修正し、ダウンロードシステムに再登録

しょうか？

しますので確認願います。

３４．見積参考資料４４項 ７行

土砂等運

搬について、タイヤ損耗費は良好でしょう
か？
３５．見積参考資料４５項 ７行

３３．｢見積参考資料４１項

６行｣基盤

造成（土砂）について、土質は砂質土です。
見積参考資料の記載を修正し、ダウン

路体（築

ロードシステムに再登録しますので確認

堤）盛土２．５ｍ未満について国土交通省の

願います。

施工パッケー

３４．｢見積参考資料４４項

ジ単価でしょうか？農林水産省の人力まきだ

等運搬について、タイヤ損耗費は普通で

し＋振動ローラ締め固めでしょうか？農林水

す。

産省の場合、コンバインド型とハンドガイド
式のどちらの適用でしょうか？

７行｣土砂

見積参考資料の記載を修正し、ダウン
ロードシステムに再登録しますので確認

３６．見積参考資料４６項 １、２行

承水

願います。

路工について路体（築堤）盛土２．５ｍ未満

３５．｢見積参考資料４５項

は国土交通省の施工パッケージ単価でしょう

（築堤）盛土２．５ｍ未満について、使用

か？農林水産省の人力まきだし＋振動ローラ

単価は国土交通省の施工パッケージ単価

締め固めでしょうか？農林水産省の場合、コ

です。

ンバインド型とハンドガイド式のどちらの適

３６．｢見積参考資料４６項

用でしょうか？

水路工について、路体（築堤）盛土２．５

３７．見積参考資料４６項 ５行

鉄筋コン

７行｣路体

１、２行｣承

ｍ未満の使用単価は国土交通省の施工パ

クリート側溝について、横断用 U３００の材

ッケージ単価です。

料単価の出典元は管内単価でしょうか？基礎

３７．｢見積参考資料４６項

材料は再生４０ｍｍでしょうか？基礎材寸法

コンクリート側溝について、横断用 U３０

は明示してもらえないでしょうか？

０の材料単価は管内単価です。

５行｣鉄筋

基礎材料については、再生８０㎜です。
寸法については、承水路工標準図（１）を
参照願います。

工事番号 419
開札日

H31.3.13

寄せられた質問と回答
工事名 津別地区 津別東工区区画整理工事
質問月日
H31.2.21

質問

回答

３８．見積参考資料４６項 ５行

鉄筋コン

３８．｢見積参考資料４６項

５行｣鉄筋

クリート側溝について、グレーチング蓋の材

コンクリート側溝について、グレーチン

料出典元は策定単価でグレーチング（溝蓋）

グ蓋の材料は局単価を使用しています。

でしょうか？

また、グレーチング蓋の規格を T-25 に修

３９．見積参考資料４８項 ６行

路体（幅

２．５ｍ未満）について、締め固めは計上さ
れないのでしょうか？

正します。
見積参考資料の記載を修正し、ダウン
ロードシステムに再登録しますので確認

４０．見積参考資料４８項 ８行

鉄筋コン

願います。

クリート管について、管据付バックホウの排

３９．｢見積参考資料４８項

６行｣路体

対は２次でしょうか？

（幅２．５ｍ未満）について、締固めを計
上します。
数量総括表及び見積参考資料の記載を
修正し、ダウンロードシステムに再登録
しますので確認願います。
４０．｢見積参考資料４８項

８行｣鉄筋

コンクリート管について、管据付バック
ホウは排対２次です。
見積参考資料の記載を修正し、ダウン
ロードシステムに再登録しますので確認
願います。
H31.2.26

１．見積参考資料１８項

１行

排水口につ

１．｢見積参考資料１８項

１行｣排水口

いて、規格には１．２～１．３ｍの記載があ

について、平均切深は１．２～１．３ｍで

りますが、参考事項では平均掘削深０．６～

す。

１．１ｍとなってます。どちらの条件でしょ
うか？
２．見積参考資料２１～２２項

見積参考資料の記載を修正し、ダウン
ロードシステムに再登録しますので確認

排礫処理に

願います。

ついて、土地改良工事積算基準の石礫除去工

２．｢見積参考資料２１～２２項｣排礫処

（機械）では排礫処理にともなう積込費は含

理について、一時仮置きせず、直積みで考

まれていないと思いますが、計上されないの

えているので、積込費は計上していませ

でしょうか？

ん。

工事番号 419
開札日

H31.3.13

寄せられた質問と回答
工事名 津別地区 津別東工区区画整理工事
質問月日
H31.2.26

質問
１．見積参考資料

４９項 ４行

回答
フレキシ

１．｢見積参考資料

４９項

４行｣フレ

ブルパイプについて、１工区のフレキシブル

キシブルパイプについて、ダブルに修正

パイプはシングルからダブルに修正されまし

します。

たが２工区はシングルと明記されています。
ダブルと認識してよろしいでしょうか？

数量総括表及び見積参考資料の記載を
修正し、ダウンロードシステムに再登録
しますので確認願います。

