
工事名

質問日 質問 回答

7月1日

1．PCケーブル_縦締12S15.2Bについて、使用する
シースは標準の鋼製と考えて良いでしょうか。
2．PCケーブル_外ケーブル 19S15.2Bについて、
ケーブルは裸鋼材、エポキシ樹脂被覆鋼材のどち
らを採用されているのでしょうか。

１．鋼製です。
２．裸鋼材を採用しております。

7月5日

入札説明書　６（２）イ（ア）加算点の評価項目につ
いて
評価項目C）のPC鋼材の長期耐久性向上に関する
提案について、中央工事においては外ケーブル及
び内ケーブルが提案対象と考えてよろしいでしょう
か。
ご教示願います。

提案対象については、貴社で判断願います。

7月5日

（１）配置予定技術者の実績を認めていただける施
工経験について
該当するPC上部工工事において、上部工の施工
期間の在籍期間に制限がありますか。ご教示くださ
い。

従事期間に基準はありませんが、同種工事の経験として記載
した工事の工事期間に対して従事期間が短い場合は、同種
工事の経験を満たしていることが確認できる資料（最終の実
施工程表等）を併せてご提出いただき、従事した期間内で同
種工事の実績が確認できれば、同種工事の実績として認めら
れます。なお、正式な評価等については、提出された資料に
より判断することになります。

7月6日

電子入札システムによる申請書、従業員への賃上
げ計画の表明書と見積書の提出についてお尋ねし
ます。

それぞれのデータを添付する場所は下記のとおり
でよろしいでしょうか。

「添付資料」欄に添付
・見積書
・技術資料表紙
・別記様式1
・別記様式2
・別記様式3
・別記様式1～3の内容を証明する資料
・従業員への賃金引上げ計画の表明書

「技術提案書」欄に添付
・別記様式４

そのとおりです。
なお、電子入札システム上においてはいずれの欄に添付して
も、すべての必要書類が期日までに提出されれば差し支えあ
りません。

7月6日

電子入札システムで提出する見積書の押印とデー
タ形式についてお尋ねします。

｢【別紙】歩掛見積提出書式（参考例）｣の提出者の
記名の欄には｢印｣の記載がありますが、
電子入札システムで見積書を提出する場合、押印
は必要でしょうか。それとも不要でしょうか。
もし押印が必要な場合、提出するデータは｢押印し
たものをスキャンしてPDF化したデータ｣でよろしい
でしょうか。
押印が不要な場合、提出するデータの形式は｢
Excel2013形式以下｣でよろしいでしょうか。

電子入札システムで提出する場合には押印の必要はありま
せん。
提出するデータの形式については、Excel2013形式以下もしく
はPDF形式で構いません。

7月6日

見積項目一覧にある予定数量について、見積単価
表第1号、第2号、第3号、第4号の数量根拠になる
図面等を提示願えませんでしょうか。（形状を確認
し、人工構成を勘案するため）

公示内容を参考に積算願います。公示内容について疑義が
ある場合は、入札後に監督職員と協議願います。

発注工事等に寄せられた質問と回答

日高自動車道新冠町大節婦川橋上部中央工事



7月7日

１．「特記仕様書、総則-20、８－その他」より、「ＰＣ
グラウトの冬期施工は想定しておらず、実施する場
合は妥当であれば協議する」とありますので、ＰＣ
グラウトの冬期施工は協議事項と考えてよろしいで
しょうか。
２．「特記仕様書、総則-20、８－その他」より、表面
含浸材の施工範囲の変更は、協議事項と考えてよ
ろしいでしょうか。
３．「箱桁部コンクリートの初期欠陥防止に関する
提案」について、「柱頭部コンクリート」も含まれると
考えてよろしいでしょうか。
４．評価項目の「張出し架設」には、「側径間部」、
「中央閉合部」は含まれると考えてよろしいでしょう
か。

１．よろしいです。
２．よろしいです。
３．よろしいです。
４．よろしいです。

7月11日

技術提案に関して、ご教示ください。
本工事の施工範囲には、他工区との境界となる中
央閉合部（P2P3間、P4P5間）が含まれております。
全ての提案項目について、他工区との境界となる
中央閉合部に関する提案は、評価の対象になりま
すか。
また、一部が評価の対象になる場合は、その提案
項目名をご教示ください。

他工区との境界となる中央閉合部に関する提案は、評価の対
象になります。

7月13日

　本件は、二件一括審査のため、入札説明書8(4)
ウ施工計画より、「複数の工事に同時に参加を希
望し、他の工事において施工計画を提出する場合
は、以下の資料の代わりに別記様式9を提出するこ
と。」に従い、技術提案書を提出することになりま
す。
　その場合、技術提案書の別記様式4の提案項目
とその内容（１．提案の概説、２．提案の詳説、３．
実施効果の確認方法）に対する数量や対象範囲な
どの記載は、○を付けた工事のみ記載、二つの工
事を両方記載、どちらの記載方法になりますでしょ
うか。

別記様式４に記載する内容は、別記様式９に〇を付けた工事
について記載してください。

１．見積単価表第６号　PC緊張（外ケーブル両引
19S15.2B　桁内　定着装置設置済み）の見積条件
について質問します。注記に「定着装置組立・取付
は他工事で行うこととする」とありますが、定着装置
には箱桁製作時に設置するガイド、トランペット、ラ
イナー、スパイラル筋と、ケーブル挿入後緊張作業
に必要な定着ブロック、ウェッジ、グラウト作業のた
めのグラウトキャップなどから構成されています（図
面53　定着部詳細図（参考図）参照）。そのため、
組立・取付とは具体的に次のどちらの場合でしょう
か。

ア．他工事の定着装置設置済みの箇所について、
緊張作業に必要な定着ブロック、ウェッジの取付作
業と緊張・定着作業および緊張完了後にグラウト
キャップを取り付けるために必要なケーブル切断作
業とキャップの取付は他工事が実施する。
イ．上記作業は中央工事で行うものとし、他工事で
は定着装置を型枠に設置するまでであるため、他
工事が緊張作業に係わることはない。

１．他工事の定着装置設置済みの箇所については、定着ブ
ロック、ウェッジの取付作業、緊張・定着作業、ケーブル切断
作業およびキャップの取付は本工事が実施いたします。

２．他工事の定着装置設置済みの箇所については、定着ブ
ロック、ウェッジの取付作業、緊張・定着作業、ケーブル切断
作業およびキャップの取付は本工事が実施いたします。

２．見積単価表第７号　PC緊張（外ケーブル両引
19S15.2B　桁外　定着装置設置済み）の見積条件
について質問します。注記に「定着装置組立・取付
は他工事で行うこととする」とありますが、定着装置
には箱桁製作時に設置するガイド、トランペット、ラ
イナー、スパイラル筋と、ケーブル挿入後緊張作業
に必要な定着ブロック、ウェッジ、グラウト作業のた
めのグラウトキャップなどから構成されています（図
面53　定着部詳細図（参考図）参照）。
そのため、組立・取付とは具体的に次のどちらの場
合でしょうか。

ア．他工事の定着装置設置済みの箇所について、
緊張作業に必要な定着ブロック、ウェッジの取付作
業と緊張・定着作業および緊張完了後にグラウト
キャップを取り付けるために必要なケーブル切断作
業とキャップの取付は他工事が実施する。
イ．上記作業は中央工事で行うものとし、他工事で
は定着装置を型枠に設置するまでであるため、他
工事が緊張作業に係わることはない。

7月14日



7月14日

３．見積単価表第８号　PC緊張（両引　12S15.2B
定着装置設置済み）の見積条件について質問しま
す。
注記に「定着装置組立・取付は他工事で行うことと
する」とありますが、定着装置には箱桁製作時に設
置する支圧板、ガイドパイプ、スパイラル筋と、ケー
ブル挿入後緊張作業に必要な雄コーン、雌コーン、
グラウト作業のためのグラウトキャップから構成さ
れています（図面52　定着具詳細図（参考図）参
照）。そのため、組立・取付とは具体的に次のどち
らの場合でしょうか。

ア．他工事の定着装置設置済みの箇所について、
緊張作業に必要な雄コーン、雌コーン取付作業と
緊張・定着作業および緊張完了後にグラウトキャッ
プを取り付けるために必要なケーブル切断作業と
キャップの取付は他工事が実施する。
イ．上記作業は中央工事で行うものとし、他工事で
は定着装置を型枠に設置するまでであるため、他
工事が緊張作業に係わることはない。

３．他工事の定着装置設置済みの箇所については、雄コー
ン・雌コーン取付作業、緊張・定着作業、ケーブル切断作業お
よびキャップの取付は本工事が実施いたします。

7月14日

技術提案に関して、ご教示ください。
4項目全ての提案に対する質問ですが、本工事の
提案範囲には、他工区との調整が必要となる提案
は、評価の対象になりますか。
また、一部が評価の対象になる場合は、その提案
項目名をご教示ください。

他工区との調整が必要となる提案は、評価の対象になりま
す。

7月20日

見積参考資料P16　ｸﾚｰﾝ設備について
供用日数　表示ページには
　・ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50ｔ吊(ﾗｯﾌｨﾝｸﾞﾀﾜｰ)P3
   供用日数　　347日
　・ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ50ｔ吊(ﾗｯﾌｨﾝｸﾞﾀﾜｰ)P4
　　供用日数　　384日
と記載されております。
各々のｸﾚｰﾝの1日当たりの内訳として、
　・建設機械損料表の、ｸﾛｰﾗ-ｸﾚｰﾝ(第2次基準)
50ｔ吊・ﾀﾜｰ11.4ｔ吊の（15欄）供用日損料
　・燃料（軽油）　8.1Ｌ＊標準運転時間（4.9h）
　・特殊運転手　1名
の合計と理解してよろしいでしょうか。
異なる場合は、引用元等をご教示ください。

クローラクレーン50ｔ吊については、１日当たり賃料を採用して
おります。燃料については「橋梁架設工事の積算　令和4年
度」P3-174のクローラクレーン設備工単価表に基づいて計上
しており、時間当たり燃料消費量については「令和４年度版
建設機械等損料算定表　北海道補正版」のクローラクレーン
[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ]排出ガス対策型（第１次基
準値）50～55ｔ吊を使用しております。特殊運転手については
賃料に含まれております。

8月29日

１．見積参考資料P1　機械式継手D51+D51につい
て、参考事項「ねじ節鉄筋継手　呼び径　D51　土
木用」には材料費の他施工費も含まれていますで
しょうか。含まれている場合、週休補正を考慮され
ておりますでしょうか。

２．見積参考資料P9　機械器具損料について、巻
末には「桁架設　機械器具損料については機械器
具損料の合計額に4％を乗じた金額を計上してい
る」と記載がありますが、2.仮支承固定、3.B外ケー
ブル工の機械器具損料も4％諸雑費の対象でしょう
か。

３．見積参考資料P11　殻処分について、処分の規
格は「30cm角未満」と考えてよろしいでしょうか。

４．見積参考資料P16　荷役設備工について、ｸﾛｰﾗ
ｸﾚｰﾝ(ﾗｯﾌｨﾝｸﾞﾀﾜｰ)は物価資料による1日当りのｸ
ﾛｰﾗｸﾚｰﾝ作業料金を計上していると考えてよろし
いでしょうか。また,この賃料については週休補正を
考慮されておりますでしょうか。

５．設計書の構成について、本設計書における項
目のうち直接工事費で「内訳書」として計上されて
いるのは、「雪寒仮囲いP3(脚頭部)」「雪寒仮囲い
P3・P4(片持部)」「機械器具損料」「登り桟橋P3・
P4」「工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰP3・P4」「ｸﾚｰﾝ設備P3・P4」と
考えてよろしいでしょうか。

１．施工費も含まれております。週休補正も考慮しておりま
す。
２．その通りです。
３．その通りです。
４．賃料についてはその通りです。また、週休補正についても
考慮しております。
５．貴社でご判断ください。



9月5日

１.ＰＣ片持箱桁製作工（Ｐ３・Ｐ４）－鋼製型枠材料
費－外型枠、底型枠について、「特別調査・見積も
り活用を行った単価項目について」に単価選定方
法の記載がございません。採用単価は、令和３年
度室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】を
ご採用と考えてよろしいでしょうか。

２.荷役設備工―クレーン設備クローラークレーン
（ラッフィングタワー）５０ｔ吊について、物価資料掲
載の賃料は、ラッフィングジブ型クローラークレーン
賃料のため、本計画のクローラークレーン（ラッフィ
ングタワー）仕様とは異なります。実施工において
は、施工計画に基づき必要な荷役設備について別
途協議事項と考えてよろしいでしょうか。

３.施工者と契約した第三者による品質証明業務運
用ガイドライン（案）　Ｐ４、５　?A算出方法によると、
（第三者による品質証明に係る費用）＝（直接人件
費）＋（直接経費）＋（その他原価）＋（一般管理費
等）を計上することとなっております。本工事におい
て、その他原価、一般管理費等はガイドラインに基
づき当初から見込んでおりますでしょうか。または、
技師（Ｂ）の人員×単価の計上のみと考えてよろし
いでしょうか。

１．北海道開発局単価を採用しております。
２．ラッフィングタワー仕様も物価資料掲載の単価で使用でき
ることを確認しております。従って、協議事項とはなりません。
３．技師（Ｂ）の人員×単価の計上のみとしております。

9月15日

１．荷役設備工について、橋梁架設工事の積算で
はｸﾛﾗｰｸﾚｰﾝ賃料は月極単価が標準とあります
が、質問回答では物価資料による1日当りの賃料
（週休補正）単価で計上しているとのことでした。1
日当りとは、供用日当り又は運転日当りのどちらで
しょうか。

２．機械器具損料について、参考資料では機械器
具損料の合計額に4％を乗じた金額を計上と記載
がありますが、この4％は諸雑費（率+まるめ）と考
えて良いのでしょうか。

１．1日当り単価は月極単価を物価資料記述の保証日数で
割ったものを適用しております。

２．機械器具損料の諸雑費については諸雑費（率+まるめ）を
適用しております。

9月20日

１．ＰＣ片持箱桁製作工（Ｐ３・Ｐ４）－ＰＣケーブル外
ケーブルについて、使用するＰＥ保護管の定尺は、
「橋梁架設工事の積算　令和４年度」による標準の
４ｍと考えてよろしいでしょうか。

２．架設工（片持架設）－機械器具損料のうちウイ
ンチ損料につきまして、直線能力２９ＫＮのインバー
ター制御のものと考えてよろしいでしょうか。

１．ＰＥ保護管の定尺は４ｍとしております。
２．ウインチ損料は直線能力２９ＫＮのインバーター制御を適
用しております。

1. 見積参考資料P16「クレーン設備」は１式と記載
されております。一方、見積参考資料では、クロー
ラクレーンP3,P4各々の供用日数で公表されており
ます。よって、荷役設備工は供用1日当たりの単価
表で単価を算出し、その単価に公表された供用日
数(P3-347日、P4-384日)を乗じて、クレーン設備の
金額を計上していると考えてよろしいでしょうか。

2. 管理番号14-質問回答4では「クローラクレーン
（ラッフィングタワー）は物価資料による1日当たりの
クローラクレーン作業料金を計上されている」とのこ
とですが、物価資料には月極料金のみ掲載されて
おり、1日当たりのクローラクレーン作業料金は掲
載されておりません。月極料金を共用1日当たりに
換算されている場合は「月極料金/保証日数」と考
えてよろしいでしょうか。または、「月極料金/30日」
でしょうか。

3. 管理番号13において、燃料は「橋梁架設工事の
積算P3-174に基づいて計上」と記載ありますが、同
書で記載されている燃料算出式はクローラクレーン
（台・月）当たりです。供用日当たりの単価表におい
て、燃料数量は、算出式の存知日数(日)を乗じず、
稼働係数(0.714)を乗じて算出されておりますか。

１．供用1日当たりの単価表で単価を算出し、その単価に公表
された供用日数を乗じた金額を計上しております
２．1日当り単価は月極単価を物価資料記述の保証日数で
割ったものを適用しております。
３．燃料費は、算出式の存置日数を乗じず、稼働係数を乗じ
て計上しております。
４．エレベーター設備工日数は、組立解体日数と存置日数を
計上しております。

4. 見積参考資料（施工歩掛）のエレベーター設備
工において、運転費数量は１基となっております
が、当り単価表では1日あたりとなっております。運
転費数量(日)は、エレベーターの供用日数ではな
く、存置日数と考えてよろしいでしょうか。

5. 現場管理費の積雪寒冷地補正を算出する際の
工期開始日は、開札日翌日と考えてよろしいでしょ
うか。

9月20日



・見積参考資料P2　ｺﾝｸﾘｰﾄについて、規格欄に
PC-2P　早強　ｽﾗﾝﾌﾟ12cm　温水加熱とあることか
ら、生コン単価は現場着単価に加えて冬期材料加
熱費とPC-2P（呼び強度40N/mm2）に相当する早
強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ費が加算されていると考えて良いでしょ
うか。

・見積参考資料P3　PC緊張　外ｹｰﾌﾞﾙ　両引き
19S15.2B桁内　は、橋梁架設工事の積算P3-
283「表3-6-189」を適用されておりますか。その場
合、ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋は含まれておりませんが、別途計上
されているのでしょうか。または「表3-6-190」を適
用され諸雑費にｽﾊﾟｲﾗﾙ筋が含まれているのでしょ
うか。

・見積参考資料P4　予備孔定着装置設置　外ｹｰﾌﾞ
ﾙ　19S15.2Bは、橋梁架設工事の積算P3-
281「表3-6-184」を適用されておりますか。その場
合、ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋は含まれておりませんが、別途計上
されているのでしょうか。または「表3-6-185」を適
用され諸雑費にｽﾊﾟｲﾗﾙ筋が含まれているのでしょ
うか。

・見積参考資料P4　P5　PCｹｰﾌﾞﾙ　ﾌﾟﾚｸﾞﾗｳﾄにつ
いて、見積参考資料によるとPC鋼より線1S28.6ﾌﾟﾚ
ｸﾞﾗｳﾄの単価策定方法は「建設物価・積算資料」と
なっていますが、物価資料の線材＋ﾌﾟﾚｸﾞﾗｳﾄ（ｱﾌ
ﾀｰﾎﾞﾝﾄﾞ）加算＋工場切断加工費の合計金額と考
えてよろしいですか。

１．その通りです。
２．「表3-6-190」を適用しｽﾊﾟｲﾗﾙ筋が含む諸雑費を採用して
おります。
３．「表3-6-185」を適用しｽﾊﾟｲﾗﾙ筋が含む諸雑費を採用して
おります。
４．その通りです。
５．臨時調査単価のPC鋼棒継手（開き止め）B種2号φ32　普
通継手を適用しております。
６．物価資料単価を使用しております。

・見積参考資料P8　PC鋼棒継手　仮固定について
規格欄に普通継手とありますが、物価資料掲載の
PC鋼棒用接続具　φ32可動用　を採用されている
のでしょうか。それとも令和4年度室蘭開発建設部
管内単価表【臨時調査単価】の連番58 のPC鋼棒
継手（開き止め）B種2号φ32　普通継手の資材を
採用されているのでしょうか。

・見積参考資料P8　H形鋼（材料費）は、【特別調
査・見積もり活用を行った単価項目について】に記
載がありませんが、物価資料単価または局単価の
どちらを採用されているか御教示願います。

9月20日



・見積参考資料P9　架設工（片持架設）機械器具損
料について
参考資料　１）供用日数　[1]桁架設、機械器具損料
の供用日数については下記のとおりである。として
明記されております。【桁架設、機械器具損料につ
いては機械器具損料の合計額に４％を乗じた金額
を計上してある。（機械器具損料に移動作業車改
造費は含まない）】
見積参考資料の機械器具損料の【PC片持架設工
具　損料　柱頭部仮支承工】から【ウィンチ損料　直
線能力29KN】までの合計額（移動作業車改造費を
除く）に４％を乗じてあると考えて良いでしょうか。
それとも、移動作業車改造費を除いた15項目ある
各損料項目には、それぞれの損料ごとに諸雑費
４％を乗じた額が含まれており、上４桁に切り捨て
処理された金額が損料額として設定されていると
考えたら良いのでしょうか。

・見積参考資料P10　足場　柱頭部足場ならびに橋
面手摺P3、見積参考資料P11　橋面手摺P4　の規
格欄に養生ネット必要とありますが、防護工が養生
ネットに相当するものと考えて良いでしょうか。それ
とも設計上、防護工以外に養生ネットを考慮されて
いる場合、計上の考え方を御教示願います。

・見積参考資料P10　足場　柱頭部足場ならびに橋
面手摺P3、見積参考資料P11　橋面手摺P4の参考
事項記載の防護工は土木工事標準積算基準IV-
7-[10]-17　PC橋片持架設工の歩掛を適用されて
いると考えて良いでしょうか。異なる場合は適用歩
掛を御教示願います。

１．移動作業車改造費を除いたそれぞれの損料ごとに諸雑費
４％を乗じ、上４桁に切り捨てられた金額を計上しております。
２．養生ネットは防護工として計上しております。
３．防護工は土木工事標準積算基準IV-7-[10]-17　PC橋片
持架設工の歩掛を適用しております。
４．臨時調査単価（t=6mm）を使用しております。

・見積参考資料P12　橋梁用鋼製伸縮装置（材料
費）　参考事項に壁高欄カバーA1、A2用　壁間250
用　ｔ＝5mmを計上されていますが、令和４年度室
蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】の連番
79　壁高欄カバーの単価を適用されていると考えて
良いでしょうか。
見積参考資料ではt=５mmとの表記で、臨時調査単
価ではt=6mmと、部材規格寸法の表記に差異があ
るため質問いたします。

9月20日



・見積参考資料P13　P14　排水装置工において排
水桝と排水管が計上されておりますが、【特記仕様
書　総則－総則－19　2.本工事における下記工種
は～～～協議を行うこと。】とあり、未計上部分とし
て排水装置工（施工費、加工管・曲管・継手・固定
金具材料費）と記されています。排水桝と排水管と
もに材料費のみが計上されており施工費は未計上
と考えて良いでしょうか。それとも排水桝の参考事
項には、【排水桝の種類＝排水桝B　20kg/個以
上】との表記があることから排水桝については設置
工を含むが、排水管は材料費のみ計上されている
と考えたら良いのでしょうか。

・見積参考資料P15　工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰにおいて、添
付されている【当り単価表1～3号】では、諸雑費（ま
るめ）の計上は無いと考えて良いでしょうか。

・見積参考資料P15　P16　工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰにおい
て、添付されている【当り単価表3号ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ運転
費】の日数は、それぞれの存置日数であるP-3が
323日、P-4が360日で設計されていると考えて良い
でしょうか。これらと異なる場合は運転日数を御教
示願います。

１．排水桝については、材料費および施工費ともに計上してお
ります。排水管については直管の材料費のみ計上しておりま
す。
２．工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰについて、当り単価表2、3号のみ諸雑費
（まるめ）を計上しております。
３．ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ運転費については、P-5、P-6それぞれの存置日
数分を計上しております。
４．ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ運転費については、発動発電機（PC橋片持架設
工）の損料を計上しております。
５．クローラクレーン（ラッフィングタワー）50ｔ吊・65ｔ吊の賃料
については、物価資料掲載の月極料金を保証日数で割ったも
のに週休二日係数を乗じた金額を計上しており、長期割引率
は考慮しておりません。

・見積参考資料のP27　P32　ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備工　ｴﾚ
ﾍﾞｰﾀｰ運転費にて計上されている発動発電機賃料
は、当り単価表第3号の備考欄に橋梁架設工事の
積算、との記載があることから、橋梁架設工事の積
算3-178に記載のＰＣ橋片持架設工に使用する発
動発電機の損料額が計上されているのでしょうか。
それとも物価資料掲載の発動発電機賃料か、令和
4年度版　建設機械等損料算定表　参考資料　北
海道補正版　P29　に掲載されている　発動発電機
（PC橋片持架設工）の損料額が計上されているの
でしょうか。

・見積参考資料P16　クレーン設備　クローラクレー
ン（ラッフィングタワー）50ｔ吊の賃料は、質問回答
の管理番号00013にて、１日当たり賃料を採用して
いると回答されておりますが、建設物価掲載のク
ローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ
型）50ｔ吊りの月当り賃料を保証日数である24日で
割った金額に機械賃料の週休二日係数を乗じた金
額と考えて良いでしょうか。また、物価資料単価の
適用として、長期割引率はクローラクレーンを除くと
あることから、20％引きの長期割引は考慮されてい
ないと考えて良いでしょうか。

9月20日

・見積参考資料P17　第三者品質証明について
施工者と契約した第三者による品質証明業務運用
ガイドライン（案）Ｐ４　算出方法によると、（第三者
による品質証明に係る費用）＝（直接人件費）＋
（直接経費）＋（その他原価）＋（一般管理費等）と
なっております。本工事において、直接経費・その
他原価・一般管理費等は当初から見込んでおりま
すでしょうか。
また、参考事項に技師（B）191人とありますが、本
工事の当初設計では直接人件費のみが計上され
ており、直接経費・その他原価・一般管理費等は計
上されておらず協議対象と考えてよろしいでしょう
か。

・見積参考資料P17　道路施設基本データ作成費
における技術員と第三者品質証明における技師
（B）ついて、4週8休の補正(労務単価)の対象と考
えてよろしいでしょうか。

見積参考資料P17で計上されている現場管理費の
積雪寒冷地の補正について、冬期率を算出するた
めに設計上考えられている工期全体の日数は、開
札日の翌日である令和４年１０月21日から工期末
である令和７年３月28日まで、と考えて良いでしょう
か。

１．技師（Ｂ）の人員×単価の計上のみとし、その他について
は協議対象となります。
２．技術員および技師（B）ついても4週8休の補正の対象とし
ております。
３．工期全体日数は開札日翌日から工期末としております。

9月20日



9月26日

1.　管理番号18-質問回答4の回答は、「組立解体
日数と存置日数を計上」であります。一方、管理番
号21-質問回答3の回答は、「存置日数分を計上」と
あります。エレベーター運転費の日数は、どちらで
しょうか。ご教授願います。

2.　PC緊張ジャッキ損料(19S15.2Bポンプ含む)は見
積もりとなっておりますが、図面番号53の定着部詳
細図(参考図)に適合したジャッキ及びポンプの価格
と考えてよろしいでしょうか。

１．エレベーター設備損料日数は組立解体日数と存置日数分
を計上しております。
エレベーター運転費の日数は存置日数分を計上しておりま
す。

２．その通りです。

9月26日

鋼製型枠材料費外型枠および底型枠について、北
海道開発局単価を採用とのことですが、これは材
料価格のみで製作費は別途協議なのでしょうか。

当該単価は製作費を含みます。

9月28日

1.　図面番号(80)の定着ブロック・仮支承コンクリー
トは、40N/mm2(PC-1)と記載されておりますが、特
記仕様書(材料-コン1-1 別表-1-2　室蘭)の(PC-1)
設計基準強度は30N/mm2となっており、整合が取
れません。見積参考資料P7、8の「柱頭部仮支承
P3、P4」で計上されているコンクリートは、PC-
1(30N/mm2)でよろしいでしょうか。

１．PC-2(40N/mm2)が正しいです。設計図面、公示用設計書
および見積参考資料を修正いたします。

9月28日

・見積参考資料P12　支承据付材(材料費)　無収縮
材セメント系プレミックスタイは【特別調査・見積活
用を行った単価項目について】に記載がありませ
ん。
物価資料単価のうち北海道単価がある中で最安と
なるものは一誌のみの単価ですがこちらを採用さ
れておりますでしょうか。異なる場合、採用元をご
教示ください。

１．無収縮材セメント系プレミックスタイプに関しては、（一財）
建設物価調査会発行の「月刊建設物価」及び「Web建設物
価」、（一財）経済調査会発行の「月刊積算資料」及び「積算資
料電子版」の単価をご参照ください。どの単価を採用するかに
ついては貴社でご判断願います。


