
工事名

質問日 質問 回答

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、東工事においては内ケーブルのみ
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

一括審査方式での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。
（「日高自動車道新冠町大節婦川橋上部中央工
事」と　「日高自動車道新冠町大節婦川橋上部東
工事」の両方の工事の参加を希望する場合で、
「日高自動車道新冠町大節婦川橋上部中央工事」
の申請で様式2～4、証明資料、従業員への賃金引
上げ計画の表明書を提出した場合。）
提出するデータの種類、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2～3、証明資料と従業員への賃金引上
げ計画の表明書は省略）

「技術提案書」欄に添付
・別記様式9

よろしいです。
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。

（７／１１補足）
ご質問の文中において、
（「日高自動車道新冠町大節婦川橋上部中央工事」の申請で
様式2～4、証明資料、従業員への賃金引上げ計画の表明書
を提出した場合。）
とありますが、「日高自動車道新冠町大節婦川橋上部中央工
事」の申請においても「日高自動車道新冠町大節婦川橋上部
中央工事」に係る「見積書」の提出は必要です。

7月6日

一括審査方式での入札時に提出するデータについ
てお尋ねします。

（「日高自動車道新冠町大節婦川橋上部中央工
事」と
 「日高自動車道新冠町大節婦川橋上部東工事」の
両方の工事の参加を希望する場合で、
 「日高自動車道新冠町大節婦川橋上部中央工事」
の申請で別記様式４（施工計画（技術提案））を提
出した場合。）

入札説明書16（１）に入札時に提出するものとして｢
技術提案入札書、技術提案書、図面及び工事費内
訳書｣とあります。
また、別記様式９(一括審査方式にかかる参加希望
一覧表)の記載例(４件の一括審査方式の工事で
[1][2][4]の３件の工事の参加を希望し、[1]の工事
で施工計画を提出)の留意事項に『[2]及び[4]の工
事では｢資料及び施工計画｣を提出せず、その代わ
りに本様式を入札時に提出する。』とあります。

日高自動車道新冠町大節婦川橋上部東工事の入
札時は別記様式９の留意事項に記載のように、施
工計画を提出せずに｢別記様式９(一括審査方式に
かかる参加希望一覧表)｣を提出するのでよろしい
でしょうか。もしそうであれば、入札時に提出するも
のは、技術提案入札書、様式９、工事費内訳書で
よろしいでしょうか。

よろしいです。

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東工事



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。

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14日

１．見積参考資料P7の閉合部におけるPC定着　縦
締　12S15.2B　8箇所について質問します。
参考事項にPC定着工12S15.2Bとありますが、閉合
ケーブルは両引き緊張なので、定着工はありませ
ん。中央工事の歩掛見積単価表第8号の見積条件
から、東工事では定着装置の設置のみを行うもの
と思われます。よって、定着工ではなく、定着装置
設置工　12S15.2Bとして別途、歩掛見積の対象に
なるのではないでしょうか。それとも、設計変更での
対応とするのでしょうか。
 
２．見積参考資料P4のPC片持箱桁製作工（P5・
P6）定着装置設置工　外ケーブル　19S15.2Bにつ
いて質問します。
外ケーブルの定着装置設置のみの歩掛は標準積
算基準にありません。歩掛見積の対象になるので
はないでしょうか。また、定着装置の材料費として
は、図面38の定着部詳細図【参考図】にあるすべて
を計上し、緊張作業やグラウト作業時に必要な部
品は中央工事へ支給すると考えてよろしいでしょう
か。

３．同上、見積参考資料P4の定着装置設置工　外
ケーブル　19S15.2Bが8箇所とありますが、E104
ケーブルP5柱頭部の4箇所、E105ケーブルP6柱頭
部の4箇所、E106ケーブルP5柱頭部の4箇所の計
12箇所ではないでしょうか。

１．閉合部の定着体設置のみの作業については、「橋梁架設
工事の積算　令和4年度」P3-166のPCケーブル定着工歩掛を
準用しております。
２．外ケーブルの定着装置設置に関しては、「橋梁架設工事
の積算　令和4年度」P3-282のPCケーブル定着工歩掛（片持
架設工法）及びスパイラル筋含む諸雑費率を準用しておりま
す。また、緊張作業やグラウト作業時に必要な部品は中央工
事に引継ぎます。
３．ご指摘の通りです。数量総括表および見積参考資料を修
正いたします。
４．ご指摘の通りです。数量総括表および見積参考資料を修
正いたします。
５．ご指摘の通りです。数量総括表および見積参考資料を修
正いたします。

４．見積参考資料P4の予備孔定着装置設置　外
ケーブル19S15.2Bが4箇所とありますが、P5柱頭部
の起点側に2箇所、終点側に2箇所、P6柱頭部の終
点側に2箇所の計6箇所ではないでしょうか。

５．見積参考資料P7のPC緊張　縦締　両引
12S15.2B　16箇所に該当するスパイラル筋（材料
費）が計上されていないと思います。

7月20日

1.　見積参考資料　７ページ　PC用シース（材料費）
について
　　PC用シース（材料費）の参考事項の数量欄に１
ｍと記載されておりますが、1.06ｍではないでしょう
か。
　　ご教示願います。

2.　見積参考資料　14ページ　殻運搬について
　　殻運搬の規格欄にｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)L＝18.5ｋｍ
以下ＤＩＤ有りと記載されておりますが、参考事項の
名称欄には殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物取
壊し・・・　と記載されております。
　　次欄の殻処分欄にはｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)と記載さ
れておりますので、参考事項の名称欄の記載事項
は殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物取壊し・・・
と理解してよろしいでしょうか。
　　ご教示願います。

１．PC用シース（材料費）については、1m当り1ｍで間違いあり
ません。
２．殻運搬の参考事項名称欄について、ご指摘の通り「ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ（鉄筋）構造物取壊し」が正しいです。見積参考資料を修正い
たします。



8月24日

1.見積参考資料P10の「PC鋼棒工　仮固定」のﾗﾌﾃ
ﾚｰﾝｸﾚｰﾝは25ｔ吊でしょうか。それとも45t吊でしょう
か。
「規格」欄には25t吊と記載がありますが、「参考事
項」の「名称」欄には45t吊との記載があります。

2.見積参考資料P19に計上してある「ｸﾚｰﾝ設備」
50t吊、65t吊の内訳の引用元等をご教示頂けます
か。

3.見積参考資料P15に計上してある「表面含浸材」
は50m2未満、1回塗りでよろしいでしょうか。

１． 見積参考資料P10の「PC鋼棒工　仮固定」の「参考事項」
の「名称」欄について、ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ25t吊が正しいです。見
積参考資料を修正いたします。
２． クローラクレーン50ｔ吊および65t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吊および60～65ｔ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。
３． 貴社でご判断願います。

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P12　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.仮支承固定も4％諸雑費
の対象でしょうか。

３．見積参考資料P14　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P19　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P6(脚頭部)」「雪寒仮囲い
(片持部)」「雪寒仮囲い(A2側径間部)」「機械器具損
料」「検査孔蓋　A2端支点」「検査孔蓋　A2下床版」
「登り桟橋P5・P6」「工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰP5・P6」「ｸﾚｰﾝ
設備P5・P6」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（Ｐ５・Ｐ６）－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、６５ｔ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。

1. 見積参考資料P19「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P5,P6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
(P5-347日、P6-310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10-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9-質問回答3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、算出式の存置日
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P13　足場　柱頭部足場ならびに橋
面手摺P5、P6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P13　足場　柱頭部足場ならびに橋
面手摺P5、P6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。

・見積参考資料P16　P17　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P19　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P19　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-5が323日、
P-6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。
　
・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。

9月20日

１．養生ネットは防護工として計上しております。
２．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。
３．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。
４．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。
５．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。
６．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。



9月20日

・見積参考資料P19　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・65ｔ吊の賃料は、質問
回答の管理番号00009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）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。

・見積参考資料P20　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。

・「積雪寒冷地域補正値」を算出する工期は開札日
翌日からと考えて宜しいでしょうか。

・見積参考資料P9　「予備孔定着装置設置」の歩掛
は「橋梁架設工事の積算　令和4年度」P3－280の
外ケーブル予備孔用定着装置設置工の歩掛で宜
しいでしょうか。またその場合、適用される諸雑費
は「スパイラル筋含む」で宜しいでしょうか。

・見積参考資料P19　「クレーン設備」について、ク
レーン賃料算出に必要な「時間当り燃料消費量」は
「有効数字の第3位を四捨五入し、有効数字2桁と
する」で宜しいでしょうか。

１．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。
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．工期開始日は開札日翌日としております。
４．その通りです。
５．その通りです。

・見積参考資料P3　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。

・見積参考資料P10　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P11　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。

１．その通りです。
２．その通りです。
３．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。
４．物価資料単価を使用しております。
５．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。

・見積参考資料P12　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。

9月20日



9月26日

1.　管理番号13-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15-質問回答5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。

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。

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(70)、図面番号(71)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P10の「柱頭部仮支承P5,P6」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。

2.　見積参考資料P15　支承工の表面含浸材(ケイ
酸塩系)の数量が1m2のため、規格は「1回塗り
50m2未満」と考えてよろしいでしょうか。

3.　見積参考資料P15　支承工の表面含浸材(ケイ
酸塩系)は、1回塗りの場合、「クリスタルストーン
NR」と考えて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。

２．貴社でご判断願います。

３．貴社でご判断願います。

9月28日

・見積参考資料P15　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プは【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
んが、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。


