緊急自動車総合訓練センター（仮称）用地
番号

質

疑

敷地造成・整備工事
内

質疑・回答書

容

回

答

1

工事費内訳書項58、施行単価表第285号におきまして、継手工のみ計上されて
水道用鋳鉄管継手の標準継手材料等は、諸雑費に含まれていますので出来
ありますが各継手材料費は出来高精算と考えておられますか。
高精算は行いません。

2

最低制限価格 有で調査最低制限価格 有とはいずれかが間違いではないで
最低制限価格 無 、 低入札価格調査基準価格及び調査最低制限価格 有
しょうか。
です。

3

残土処分につきまして、砂質・ﾚｷ質・粘性土のどれで算出しておられますか。

4

浚渫土は神戸ﾏﾃﾘｱﾙへ投棄ですか。

5

6
7

砂質土（単位重量1.8t/m3）で積算しています。
特記仕様書の記載が表土となっていますが浚渫土で、神戸ﾏﾃﾘｱﾙへの投棄処
分としています。

工事費内訳書 頁0-0005 残土等処分 投棄について
投棄の土質規格は砂質土又はﾚｷ質土のどちらでしょうか。

上記 ３ のとおり。

工事費内訳書 頁0-0004 水平排水材について
設計書のとおりですが、耐圧強度の記載がありませんので、変更協議の対象と
水平排水材 不織布系 t=10ですが、もう少し詳細な規格をご教示願えないで
します。
しょうか。
工事費内訳書 頁0-0041 安定処理（被けん引ｽｸﾚｰﾊﾟ掘削運転）について
運転の作業効率は良好でしょうか。 また、土質は砂質土でしょうか。ご教示下 作業効率は良好、土質は砂質・ﾚｷ質土として積算しています。
さい。

8

工事費内訳書 頁0-0041 施工単価表 頁0-0164 安定処理について
セメント固化材は、一般軟弱用フレコン又は一般軟弱用バラのどちらでしょうか。
ご教示下さい。

一般軟弱用フレコンです。

9

施工単価表 頁0-0181 竪樋について
8.9m当たり型枠工の人数を教えて頂けないでしょうか。

型枠工１．８８人を計上しています。。

10

工事費内訳書 頁0-0011 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝について
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型 落ちふた式U型側溝には蓋版は計上しないのでしょうか。

設計書のとおりです。
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11

代価表 頁0-0070 １号ﾏﾝﾎｰﾙについて
調整ﾘﾝｸﾞ組立式（U型）には調整金具は計上しないのでしょうか。調整ﾘﾝｸﾞのみの
金額でしょうか。ご教示下さい。

設計書のとおりです。

12

代価表 頁0-0091 ４号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置について
平均ﾏﾝﾎｰﾙ深を、教えて頂けないでしょうか。

雨水幹線縦断図等から算出してください。

13

代価表 頁0-0080 防火水槽について
各施工労務は据付歩掛に含まれています。
防火水槽の部材緊張工、グラウト工、ピット工、防水工の金額は、どの名称項目
また、付随する機器・材料費は諸雑費に含まれます。
で計上すればよいのでしょうか。

14

工事費内訳書 頁0-0020 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽについて
H=1.5、H=2.0 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ金網の亜鉛ﾒｯｷ付着量を教えて頂けないでしょうか。

製品単価にて計上しているため、亜鉛ﾒｯｷ付着量は規定していません。

15

小段縦排水溝について
PUS224、PUS260はｿｹｯﾄ付きのトラフでしょうか。

ソケット付きのトラフです。

16

工事費内訳書 頁0-0020 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽについて
H=1.5、H=2.0 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽの材料単価は業者見積又は物価資料のどちらでしょう
か。

17

工事費内訳書 頁0-0020 門扉 門扉－２について
材料及び労務は３業者見積の平均でしょうか。ご教示下さい。

積算参考見積は３業者の平均です。

18

工事費内訳書 頁0-0034 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽについて
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽの材料単価は業者見積又は物価資料のどちらでしょうか。ご教示下さ
い。

上記 １６ のとおり。

19

内訳書 頁0-0003
ｽｸﾚｰﾊﾟ運転に伴う土質条件を教えて下さい。又、内訳書には運搬距離が160m、
数量総括表には、165mとありますがどちらを採用していますか。

上記 ７ のとおり。また、運搬距離は160mです。

20

内訳書 頁0-0014
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床板の詳細規格を教えて下さい。

PC床版 HSLｽﾗﾌﾞ 高強度軽量です。

積算採用単価の優先順位は、兵庫県積算単価表 > 建設物価・積算資料 > 業
者見積（参考）です。個々の材料費の計上については明示しません。
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21

代価表 第0006号
防火水槽据付は、業者見積ですか。

22

代価表 第0015号
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管架設の見積業者を公表して頂けませんか。

積算参考見積業者は、東海鋼管株式会社、ユーテック株式会社、有限会社
小寺鉄工です。

23

代価表 第0025号
オリフィス鋼製枠の見積業者を公表して頂けませんか。

積算参考見積業者は、オカモト電気株式会社、テン金物店、有限会社 佐井田
商店です。

24

内訳書 頁0-0022
竹1本支柱の材料単価について、見積採用又は物価資料（規格以外）のどちらで
採用していますか。

上記 １６ のとおり。

25

施工 第0-0194号
構造物とりこわし工の積算条件の中で、ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機の使用を条件にしていま
すか。

圧砕機の使用を条件とはしていません。

26

施工 第0-0201号
杭丸太の規格は、松丸太 末口12cm L=2.0mでよろしいですか。

杭丸太の規格は、松丸太 末口12cm L=2.0mで積算しています。

27

内訳書 頁0-0059号
給水ﾕﾆｯﾄ薄型2000Lの見積業者を公表して頂けませんか。

特殊製品ではないので、各社において調査して積算してください。

28

代価表 第0022号
伸縮継手の見積業者を公表して頂けませんか。

指定製品ではないので、各社において調査して積算してください。

29

代価表 第0025号
重建設機械分解組立運搬に於いて、それぞれの必要台数を公表して頂けません
か。

貴社において必要台数を算出して、積算してください。

30

施工 第0-00009号、第0-0026号
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽに使用するﾒｯｷ金網の規格（JIS記号）を教えて下さい。

上記 １４ のとおり。

ﾎﾞﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（縦締）据付歩掛を準用しています。
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31

施工単価表 施工第0-0041号、頁0-0147
上記 ７ のとおり。
被けん引ｽｸﾚｰﾊﾟ掘削運転について、100m3当りの運転時間をご明示願います。
また、100m3当たりの運転時間は、貴社において算出してください。
また、土質は礫質土と考えればよろしいですか。

32

積算単価算出表 施工第0-0048号、頁0-0024/0116
水平排水材の耐圧強度及び品名をご明示願います。

上記 ６ のとおり。

33

施工単価表 施工第0-0053号、頁0-0159
投棄料について、積算上砂質土、ﾚｷ質土のどちらでお考えですか。また、処分費
の数量は、浚渫の土砂等運搬（5,120m3）数量でよろしいでしょうか。

上記 ３ 及び ４ のとおり。

34

施工単価表 施工第0-0075号、頁0-0181
上記 ９ のとおり。 また、単粒度砕石4号の数量については、計算書に記載
竪樋（4号竪樋）について、型枠工、単粒度砕石（4号）の数量をご明示願います。 されています（割増率は明示しません）。

35

施工単価表 施工第0-0087号、頁0-0195
中詰栗石について、100m3当りのﾊﾞｯｸﾎｳ運転時間と、割栗石の数量。及び、適
用された積算基準がございましたら、ご明示願います。

36

施工単価表 施工第0-0104号、頁0-0212
ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ材料費は、「見積単価」「物価資料単価」のどちらで積
算すればよろしいでしょうか。

上記 １６ のとおり。

37

施工単価表 施工第0-0125号、頁0-0233
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版の、規格・品名をご明示願います。

上記 ２０ のとおり。

38

代価表 代価第0014号、頁0-0091
4号組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置について、適用された積算基準がございましたらご明示願い
ます。

適用歩掛はありません、単価計上です。

39

代価表 代価第0022号、頁0-0101
伸縮継手（φ700、φ800、φ900）の品名をご明示願います。

積算参考見積製品は、ESJ支管付ですが指定製品ではありません。

40

代価表 代価第0006号、頁0-0080
防火水槽（40t 道路用）材料費は、「見積単価」「物価資料単価」のどちらで積算
すればよろしいでしょうか。

上記 １６ のとおり。

100m3当たりのﾊﾞｯｸﾎｳ運転は8.7hを計上しています。
また、栗石の数量については、計算書に記載されています（割増率は明示しませ
ん）。

4/12

緊急自動車総合訓練センター（仮称）用地

敷地造成・整備工事

質疑・回答書

41

代価表 代価第0006号、頁0-0080
防火水槽据付について、適用された積算基準がございましたらご明示願います。

42

施工単価表 施工第0-0202号、頁0-0306
100m当たりの普通作業員は11.2人を計上しています。
編柵について、100m当りの普通作業員、松雑矢板、杭木の数量をご明示願いま
また、松雑矢板・杭木の数量については、計算書に記載されています。
す。

43

施工単価表 施工第0-0224号、頁0-0333
区画線（溶融式）実線・ゼブラ15cmについて、未供用区間における施工と考えて
よろしいですか。

未供用区間における施行です（整備、道路工事）。

44

施工単価表 施工第0-0264号、頁0-0374
区画線（溶融式）破線15cmについて、未供用区間における施工と考えてよろしい
ですか。

未供用区間における施行です（整備、道路工事）。

45

施工単価表 施工第0-0287号、頁0-0394
鋳鉄管継手φ75について、継手材料の記載がありません。変更の対象と考えて
よろしいですか。

標準継手材料等は、諸雑費に含まれています。

46

施工単価表 施工第0-0289号、頁0-0396
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手φ75について、継手材料の記載がありません。変更の対象と考
えてよろしいですか。

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手φ75については、継手材（EFｿｹｯﾄ）を変更の対象とします。

47

施工単価表 施工第0-0310号、頁0-0417
電線管材料について、難燃性FEP管ですか。仕様をご明示願います。

難燃性ではありません。

48

施工単価表 施工第0-0324号、頁0-0431
光ｹｰﾌﾞﾙの規格について、ご明示願います。

49

施工単価表 施工第0-0332号、頁0-0439
区画線（溶融式）実線・ゼブラ15cmについて、供用区間における施工と考えてよ
ろしいですか。

供用区間における施行です（設備工事）。

50

施工単価表 施工第0-0333号、頁0-0440
区画線（溶融式）破線15cmについて、供用区間における施工と考えてよろしいで
すか。

供用区間における施行です（設備工事）。

上記 ２１ のとおり。

光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙの規格は、設定していません（積算参考見積業者は、特記仕
様書.20 に記載しています）。
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51

工事費内訳書 頁0-0025
重建設機械分解組立輸送費について、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ、ﾊﾞｯｸﾎｳの台数をご明示願いま
す。

上記 ２９ のとおり。

52

代価表 代価第0013号、頁0-0089
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ（ｱﾃﾞﾑG120同等品）材料費は、「見積単価」「物価資料単価」のどちら
で積算すればよろしいでしょうか。

上記 １６ のとおり。

53

施工単価表 施工第0-0273号～第0-277号、頁0-0383～頁0-0386
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁で使用する無収縮ﾓﾙﾀﾙの数量をご明示願います。

標準仕様から、10基当たり0.03m3を計上しています。

54

施工第0-0041号内訳表
被けん引ｽｸﾚｰﾊﾟ掘削運転について、対象土質区分（砂質土・ﾚｷ質土・粘性土等）
をご明示して頂けないでしょうか。

上記 ７ のとおり。

55

施工第0-0009号内訳表 施工第0-00026号内訳表 施工第0-00019号内訳表
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽの材料費は見積単価と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

上記 １６ のとおり。

56

施工第0-0009号内訳表
防火水槽据付について、歩掛りの出所を教えて頂けないでしょうか。

上記 ２１ のとおり。

57

特記仕様書P-9、11 浚渫
G・H調整池の水抜きの時期及び期間はどの程度見込まれているでしょうか。
浚渫は、工事着手時に施工となっています。防災工事との並行作業は可能と考
えてよいでしょうか。また、伐採の先行施工は可能でしょうか。

58

同上
調整池の水抜きに当たり、水中ﾎﾟﾝﾌﾟによる水替えが必要となった場合変更協議
の対象となるでしょうか。

変更対象とします。

59

工事費内訳書頁6、地盤改良 設計図面6葉
既存盛土の改良において、掘削土砂を撤去・運搬を行い改良する必要が生じた
場合変更協議の対象となるでしょうか。

変更対象とします。

60

設計図面6葉、52葉
既存盛土部の防災工について、既設盛土盤上に暗渠管、ふとん篭を施工すると
考えてよいでしょうか。

現地盤上での施工です。

特記仕様書.11にも記載していますが、稲作終了以降から渇水期間（概ね3月）
までと考えています。浚渫は土質状況にもよるが処分の場合、防災工事との平
行は可能です。 また、調整池機能はすでに有していることから伐採の先行着手
は可能です。
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61

工事費内訳書P3【掘削 土砂 ｵ-ﾌﾟﾝｶｯﾄ30,000m3以上】 の数量が29,800m3と
なっていますが、数量総括表では29,900m3と記載されています。見積は29,800m3
でよろしいのでしょうか。ご教示願います。

金抜設計書のとおり、29,800m3で積算してください。

62

工事費内訳書P5残土処分の処分量は、工事費内訳書P3浚渫の土砂運搬数量
5,120m3でしょうか。ご教示願います。

残土処分（投棄処分）は、浚渫土5,120m3です。

63

工事費内訳書P80 代価第0006号内訳表の防火水槽の材料単価は見積でしょ
うか、それとも物価資料でしょうか。ご教示願います。

上記 １６ のとおり。

64

工事費内訳書P80 代価第0006号内訳表の防火水槽据付には、PC鋼線の縦
締め及び止水作業も計上されているのでしょうか。ご教示願います。

上記 １３ 及び ２１ のとおり。

65

施工第0-0087号内訳表のﾊﾞｯｸﾎｳ運転時間をご明示願います。

上記 ３５ のとおり。

66

施工第0-0262号 門扉用ｽﾄｯﾊﾟｰの車止めﾎﾟｽﾄの材料単価は見積でしょうか、
物価資料でしょうか。ご教示願います。

上記 １６ のとおり。

67

施工第0-0238号内訳表ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積みのｺﾝｸﾘｰﾄが18-12-20BBと記載され
ていますが、設計図面では18-8-40BBとなっています。どちらで見積をすればよ
ろしいでしょうか。ご教示願います。

金抜設計書のとおり、18-12-20BBで積算してください。

68

施工第0-0195号内訳表の殻運搬の運搬距離が7.5km以下と記載されています
ご指摘とおり6.5km以下ですが、積算は7.5kmで行って下さい。 変更対象としま
が、特記仕様書には処分場まで5.7kmとなっていますので6.5km以下ではないで
す。
しょうか。

69

工事費内訳書P61 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙの材料は見積でしょうか、それとも物価資料でしょ
うか。

70

設計図面29/81 4号組立ﾏﾝﾎｰﾙ標準図の基礎砕石の厚さを明示願います。

71

代価表0025号内訳表オリフィス鋼製枠は設置費用も含まれますか。それとも材
料費だけでしょうか。ご教示願います。

上記 １６ のとおり。
基礎砕石の厚さは20cmです。
設置費用も含んでいます。
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72

施行第0-0202号内訳表の編柵H=1.0mの設置歩掛は標準歩掛でしょうか、独自
歩掛でしょうか。ご教示願います。

独自歩掛で、上記 ４２ のとおり。

73

工事費内訳書P63 電線管に記載されている数量は1条の数量でしょうか。ご教
示願います。

１条の数量です。

74

工事費内訳書P63 電線管（FEP管）の規格は難燃性でよろしいでしょうか。ご教
示願います。

上記 ４７ のとおり。

75

施行第0-0301号内訳表のﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ600*600*600 T-25は設計図面にT-2対応 金抜設計書のとおり、600*600*600 T-25 21基、900*900*600 T-25 11基で
と記載されています。どちらで見積をすればよろしいでしょうか。ご教示願います。 積算してください。

76

施行第0-0303号内訳表のﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ600*900*600 T-25は設計図面にT-25対
応が10基、T-2対応が1基の2種類が記載されています。どちらで見積をすればよ
ろしいでしょうか。ご教示願います。

上記 ７５ のとおり。

77

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙの材料は見積でしょうか、それとも物価資料でしょうか。ご教示願いま
す。

上記 １６ のとおり。

78

施工第0-0324号内訳表、光ｹｰﾌﾞﾙの規格をご明示願います。

79

代価表0020号内訳表 引込碍子、自動点滅器の規格をご教示願います。

上記 ４８ のとおり。
引込碍子は高圧ﾋﾟﾝ・耐塩形88mm、自動点滅器はﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式受台付・10A/100V
で計上しています。

80

代価表0014号内訳表 4号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工の歩掛は協会歩掛でよろしいでしょう
か。ご教示願います。

81

工事内訳書P26、P25 準備費の処分費で幹、枝葉、根の比重をご教示願いま
す。

82

工事内訳書P63の管路材料および工事内訳書P64電線材料には、材料割増が
計上されているのでしょうか。また計上されているのであれば割増率をご教示願
います。

上記 ３８ のとおり。
比重は設定していません。積算はｔ当たりで計上しています。
なお、数量は数量総括表に明記しています。
標準歩掛を採用していますので明示しません。
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83

工事内訳書P.3
掘削工における被けん引ｽｸﾚｰﾊﾟ掘削における、土質をご教示下さい。

84

工事内訳書P.5
上記 ４ 及び ６２ のとおりです。
残土等処分における処分費（土砂）1式の数量をご教示下さい。
また、表土は特記仕様書.10の記載とおり、盛土流用で積込・場内運搬を計上し
特記仕様書には土砂（表土）とありますが、数量計算書では盛土への流用となっ
ています。
ています。また、この処分費には積込、運搬は含みますか。

85

工事内訳書P.26,53
準備費の木根等処分費に対する伐採費が計上されていませんが、変更の対象
でしょうか。もしくは、共通仮設費の率分に含まれるのでしょうか。

伐採及び集積・積込は、共通仮設費の率分に含まれています。

86

図面（下水）P.8～9 工事費内訳書P.60
下水工事における１号組立ﾏﾝﾎｰﾙですが、図面を見ますとV型構造ですが、工事
費内訳書の代価第12号ではU型と記載されております。どちらが正でしょうか。

金抜設計書の記載とおり、U型で積算して下さい。

87

図面P.21 工事費内訳書P.13
縞鋼板は、材料費のみですか。設置手間（据付、ｱﾝｶｰ工）も含みますか。

設置手間も含みます。

88

図面P.26～29 工事費内訳書P.19（代価1～14）
各種ﾏﾝﾎｰﾙの底版材料について、図面はﾄﾞｰﾅﾂ底版（MP）ですが、図面表記載
はﾌﾗｯﾄ底版（MPF）となっております。どちらが正でしょうか。

金抜設計書の記載とおり、ﾌﾗｯﾄ底版で積算して下さい。

89

図面P.26～29 工事費内訳書P.19（代価-1～14）
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋には、受け枠ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄも含みますか。

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋には、受け枠ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄを含んでいます。

90

図面P.22 工事費内訳書P.20（代価-25）
オリフィス改修－オリフィス鋼製枠、材料費のみですか。設置手間は含みます
か。

上記 ７１ のとおり。

91

図面P.76 工事費内訳書P.21（代価-80）
防火水槽鉄蓋、防火水槽標識は、材料費のみですか。設置手間は含みますか。

設置手間も含みます。

92

工事内訳書P.21
苗木植栽における樹木材料は、見積でしょうか、物価資料等の公表価格でしょう
か。

上記 １６ のとおり。

上記 ７ のとおり。
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93

工事内訳書P.3
被けん引ｽｸﾚｰﾊﾟ掘削運転の対象土の土質は、砂質土と考えてよろしいでしょう
か。

上記 ７ のとおり。

94

工事内訳書P.4
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ材料のﾛｽ率をご教示下さい。

標準歩掛を採用していますので明示しません。

95

工事内訳書P.25
重機建設機械分解組立運搬の各機械（ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ21t、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ32t、ﾊﾞｯｸﾎｳ標準
型 山積1.4m3）の運搬台数をご教示下さい。

上記 ２９ のとおり。

96

工事内訳書P.59
受水槽の給水ﾕﾆｯﾄ一式の積算項目をご教示下さい。基礎ｺﾝｸﾘｰﾄも含まれてい
るのでしょうか。

材料費のみを計上していますので、他項目については変更対象とします。

97

特別調査を実施された材料があればその材料をご教示下さい。

特別調査は実施していません。

98

見積り徴収の場合は平均値を採用されていると考えてよろしいでしょうか。

業者見積は、平均値を積算参考見積としています。

99

見積り徴収が一社の場合は、その価格を採用されていると考えてよろしいでしょ
うか。

100

幹・枝・根それぞれについて積算で使用する単位体積質量をご教示願います。

業者見積が一社の場合は、その見積を積算参考見積としています。

上記 ８１ のとおり。

金抜設計書、設計図面、数量総括表等の間に規格等の相違がある場合、積算
金抜設計書の記載を優先して積算してください。
において最優先にされているのは「金抜設計書」でしょうか。
また、設計変更については、設計図書等の精査により提出された書面により、変
101
施工時点で、発注者の当初積算に対して数量変更、規格変更、追加等が発生し
更協議を行うものとする。
た場合は変更の対象となりますか。
工事内訳書 施工第0-0041号内訳表
都市再生機構の土木・造園工事積算要領の被けん引ｽｸﾚｰﾊﾟ運転歩掛を採用
102 被けん引ｽｸﾚｰﾊﾟ運転の採用歩掛及び土質条件をご教示願います。また、作業効
しています。また、条件については 上記 ７ のとおり。
率は良いと考えてよろしいでしょうか。
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103

工事内訳書 代価第0013号内訳表
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ材料の割増は無いと考えてよろしいでしょうか。

上記 ９４ のとおり。

104

工事内訳書 施工第0-0053号内訳表
運搬費がないのですが処分費で2200m3計上すると考えてよろしいでしょうか。

上記 ４ 及び ６２ のとおりで、2200m3ではないです。

105

工事内訳書 施工第0-0060～0-0074号内訳表
暗渠排水管材料は物価資料の単価と考えてよろしいでしょうか。

上記 １６ のとおり。

106

工事内訳書 施工第0-0087号内訳表
中詰栗石の材料割増は無いと考えてよろしいでしょうか。

材料割増は計上しています。

工事内訳書 施工第0-0135～0-0144号内訳表
107 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ管布設の歩掛は土地改良事業を準用されていると考えてよろしい
でしょうか。

兵庫県県土整備部の標準歩掛です。

108

工事内訳書 代価第0001号～0003号内訳表
1号、2号、3号ﾏﾝﾎｰﾙの床板斜壁は見積単価と考えてよろしいでしょうか。

上記 １６ のとおり。

109

工事内訳書 代価第0006号内訳表
防火水槽 40t 道路用は見積単価と考えてよろしいでしょうか。

上記 １６ のとおり。

110

工事内訳書 施工第0-0233～0-0234号内訳表
安定処理のセメント固化材一般軟弱用はフレコンと考えてよろしいでしょうか。

上記 ８ のとおり。

111

工事内訳書 代価第0011号内訳表
不断水連絡工の機械損料は含まれないと考えてよろしいでしょうか。

機械損料は計上していません。

工事内訳書 施工第0-0273～0-0275号内訳表
112 ｿﾌﾄｼｰﾙ弁φ75及びφ40の仕切弁室、ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽの設置費は労務に含まれない
と考えてよろしいでしょうか。

仕切弁室、ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽの設置費は、労務費に含まれています。
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工事内訳書 施工第0-0203～0-0205号内訳書 0-0268号内訳書
運搬費は21t級ﾌﾞﾙ1台、32t級ﾌﾞﾙは2台、ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3級1台と考えてよろしいで
上記 ２９ のとおり。
113
しょうか。また、運搬中の損料は含まないと考えてよろしいでしょうか。被けん引ｽ また、被けん引ｽｸﾚｰﾊﾟは、共通仮設費の率分に含まれるとものとしています。
ｸﾚｰﾊﾟの運搬費は32t級ﾌﾞﾙ運搬費に含まれると考えるのでしょうか。
114

工事内訳書 施工第0-0206号内訳書
木根等処分費の運搬費は積込費も含まれると考えてよろしいでしょうか。

上記 ８５ のとおり。

115

工事内訳書 施工第0-0207～0-0209号内訳書
処分費の幹・枝葉・根の単位体積重量をご教示願います。

上記 ８１ のとおり。

116

工事内訳書 施工第0-0268号
建設機械運搬[車載]ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞの運搬距離をご教示願います。

重建設機械分解組立輸送費と同じく明示しません。

工事内訳書 施工第0-0108号内訳書 施工第0-0121号内訳表
法肩排水溝及び法尻排水溝の設置は施工箇所の補正は無いと考えてよろしい
117
でしょうか。
118

工事内訳書 頁0-0056
給水設備工の管材費はすべて諸経費の対象と考えてよろしいでしょうか。

法肩排水溝は法面小段面、法尻排水溝はその他で計上しています。

諸径費の対象としています。

119
120
121
122
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