県立公園あわじ花さじき（仮称）整備に係る安全対策及び敷地造成等用地
番号

質

疑

内

敷地造成・整備工事

容

質疑・回答書

回

答

金抜設計書 頁0-0033 代価第0001号
１．床版斜壁は、見積単価を採用されていますか
1

2

設計単価については、①兵庫県積算単価 ②建設物価及び積算資料（両図書
に記載されている場合平均） ③業者見積（複数社の場合平均、１社の場合は補
２．見積単価の場合は、複数社の平均単価または１社で補正率を掛けた単価の 正率処理）の順位で積算しています。尚、土木工事一般品等については、貴社に
どちらを採用されていますか。
て調査して積算して下さい。
３．見積単価の場合、業者数または業者名をご教示ください。
金抜設計書 頁0-0038 代価第0002号
１．削孔代ﾋｭｰﾑ管用φ600は、見積単価または建設物価・積算資料の平均単価
のどちらを採用されていますか。

上記１と同じ

２．見積の場合、業者数または業者名をご教示ください。また、単価は、平均単価
を採用されていますか。
金抜設計書 頁0-0040 代価第0003号
3

１．削孔代は、見積単価または建設物価・積算資料の平均単価のどちらを採用さ
れていますか。

上記１と同じ

２．見積の場合、業者数または業者名をご教示ください。また、単価は、平均単価
を採用されていますか。
金抜設計書 頁0-0050 代価第0011号
4

１．透水ﾏｯﾄは、見積単価または建設物価・積算資料の平均単価のどちらを採用
されていますか。

上記１と同じで材料は、ﾍﾁﾏﾛﾝ 43FT材を計上しています。

２．見積の場合、業者数または業者名をご教示ください。また、単価は、平均単価
を採用されていますか。
5

金抜設計書 頁0-0105 施工第0-0053号
１．不整地運搬車の運搬距離は、何ｍで考えていますか。

場内運搬として100ｍで計上しています。

金抜設計書 頁0-0115 施工第0-0064号
6

１．構造物とりこわし工において低騒音・低振動対策は不要・必要のどちらで考え
ていますか。

低騒音・低振動対策は必要で計上しています。
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金抜設計書 頁0-0116 施工第0-0065号
7

8

１．構造物とりこわし工において低騒音・低振動対策は不要・必要のどちらで考え
ていますか。

低騒音・低振動対策は必要で計上しています。

金抜設計書 頁0-0152 施工第0-0101号
１．防火水槽・鉄蓋は、見積単価を採用されていますか。
２．見積の場合、業者数または業者名をご教示ください。また、単価は、平均単価
を採用されていますか。

（株）日本興業の見積です。

金抜設計書 頁0-0161 施工第0-0110号
9

１．公園緑化工事積算基準には口径25mm以上の歩掛が有りません、どの歩掛を
兵庫県土木工事積算基準書により積算しています。
準用されていますか。
２．水栓取付＋散水栓（箱共）の設置手間と考えてよろしいのでしょうか。
３．施工歩掛をご教示ください。
金抜設計書 頁0-0178 施工第0-0127号

水栓取付＋散水栓（箱共）の設置手間を準用しています。
標準歩掛を採用していますので公表しません。

１．縁石一体型側溝は、見積単価または建設物価・積算資料の平均単価のどち
らを採用されていますか。
10

２．見積の場合、業者数または業者名をご教示ください。また、単価は、平均単価
を採用されていますか。
３．施工歩掛は、ﾒｰｶｰ歩掛または何かの歩掛を準用されていますか。
４．施工歩掛をご教示ください。
金抜設計書 頁0-0191 施工第0-0141号

11

12

13

兵庫県土木工事積算基準書により積算しています。
標準歩掛を採用していますので公表しません。

１．高密度ポリエチレン管は、建設物価・積算資料の平均単価を採用されていま
すか。
金抜設計書 頁0-0200 施工第0-0150号
１．見積単価を採用されている項目は、どの項目ですか。
２．見積は何社から取られていますか。
３．コンクリートポンプ車の規格をご教示ください。
金抜設計書 頁0-0213 施工第0-0164号

イトーヨーギョウーの見積です。

上記１と同じ

モルタル充填工は１式見積です。
（株）淡路コンクリート圧送の見積です。
貴社にて判断して積算して下さい。
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13

１．グレーチングは縞鋼板蓋になっていますが見積単価を採用されていますか。
また、県土整備部の縞鋼板単価×重量で単価を求めているのですか。
２．１枚当りの重量をご教示ください。
金抜設計書 頁0-0232 施工第0-0183号
１．グレーチングは縞鋼板蓋になっていますが見積単価を採用されていますか。
また、県土整備部の縞鋼板単価×重量で単価を求めているのですか。

15

２．１枚当りの重量をご教示ください。
金抜設計書 頁0-0258 施工第0-0204号
１．コンクリート洗い出し仕上げは、見積歩掛を採用されていますか。
２．施工歩掛をご教示ください。
3．見積の場合、業者数または業者名をご教示ください。
４．表面凝結遅延剤の商品名をご教示ください。
金抜設計書 頁0-0260 施工第0-0206号

上記１と同じ

貴社にて調査して積算して下さい。
マツモト産業（株）の見積です。
ルカゾールＣ

建設物価 ターフパーキング

２．見積の場合、業者数または業者名をご教示ください。また、単価は、平均単価
を採用されていますか。
３．振動ローラー運転の規格をご教示ください。

振動ローラー 3～4t
100m2当たり 造園工1.8人 普通作業員5.85人 振動ローラー運転2.7hで計上
しています。

４．施工歩掛をご教示ください。

18

上記１と同じ

規格 900*450*4.5 14.9kg/枚

１．芝生保護材は、見積単価または建設物価・積算資料の平均単価のどちらを採
用されていますか。

17

質疑・回答書

規格 600*600*4.5 13.3kg/枚

14

16

敷地造成・整備工事

金抜設計書 頁0-0270 施工第0-0213号
１．階段ブロックは、見積単価を採用されていますか。
２．見積の場合、業者数または業者名をご教示ください。また、単価は、平均単価
を採用されていますか。
金抜設計書 頁0-0270 施工第0-0214号
１．設置手間のみの計上と考えてよろしいですか。

（株）日本興業の見積です。

設置手間のみで計上しています。
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金抜設計書 頁0-0274 施工第0-0217号
１．駐車場サインは、見積単価を採用されていますか。
19

２．見積の場合、業者数または業者名をご教示ください。また、単価は、平均単価
を採用されていますか。
３．設置工事は含んでいますか。
金抜設計書 頁0-0286 施工第0-0231号
１．手摺付転落防止柵は、見積単価を採用されていますか。

20

設置費は含まれています。

２．見積の場合、業者数または業者名をご教示ください。また、単価は、平均単価
を採用されていますか。
３．設置手間は、見積を採用されていますか。
４．施工歩掛をご教示ください。
金抜設計書 頁0-0287 施工第0-0232号
１．手すりは、見積単価を採用されていますか。

21

上記 20 と同じ

２．見積の場合、業者数または業者名をご教示ください。また、単価は、平均単価
を採用されていますか。

建設物価・積算資料です。

２．見積の場合、業者数または業者名をご教示ください。また、単価は、平均単価
を採用されていますか。
３．設置手間は、見積を採用されていますか。
４．施工歩掛をご教示ください。
金抜設計書 頁0-0293 施工第0-0238号

23

（株）朝日スチール工業の見積です。
見積です。
貴社にて調査して積算して下さい。

３．設置手間は、見積を採用されていますか。
４．施工歩掛をご教示ください。
金抜設計書 頁0-0288 施工第0-0233号
１．タイヤ止めブロックは、見積単価を採用されていますか。
22

アディック兵庫、（有）モリ美工、（株）谷安総業の３社の平均です。

１．ポンプ運転は何日見込んでいますか。
２．排水量をご教示ください。

貴社にて調査して積算して下さい。
水替対象工種は、設計書に明示していますので必要日数を算出して積算して
下さい。
0～40m3/hで積算しています。
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金抜設計書 頁0-0103/106 施工第0-0243号
24

25
26
27
28
29
30
31
32

33

１．高密度ポリエチレン管は、全損または損料のどちらで考えていますか。損料
の場合、損料率をご教示ください。

全損で積算しています。

施工単価表 施工第0-0029号
施工規模をご教授願います。
施工単価表 施工第0-0030号
施工規模をご教授願います。
施工単価表 施工第0-0043号
施工規模をご教授願います。
施工単価表 施工第0-0044号
安全ネットの有無をご教授願います。
施工単価表 施工第0-0053号
運搬距離をご教授願います。
施工単価表 施工第0-0064号
低騒音・低振動対策は必要・不必要をご教授願います。
施工単価表 施工第0-0065号
低騒音・低振動対策は必要・不必要をご教授願います。
施工単価表 施工第0-0072号
施工規模をご教授願います。
施工単価表 施工第0-0087号

500m2未満にて計上しています。
500m2未満にて計上しています。
10ｔ未満で計上しています。
安全ネットなしで計上しています。
上記５
上記６
上記７
100m2未満にて計上しています。

地被類の単価は、県単価・見積り単価・建設物価・積算資料のいずれを採用し
ていますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

建設物価・積算資料です。

施工単価表 施工第0-0088号
34

地被類の単価は、県単価・見積り単価・建設物価・積算資料のいずれを採用し
ていますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

建設物価・積算資料です。
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施工単価表 施工第0-0089号
35

地被類の単価は、県単価・見積り単価・建設物価・積算資料のいずれを採用し
ていますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

３社見積です。

施工単価表 施工第0-0090号
36

地被類の単価は、県単価・見積り単価・建設物価・積算資料のいずれを採用し
ていますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

３社見積です。

施工単価表 施工第0-0091号
37

38

39

地被類の単価は、県単価・見積り単価・建設物価・積算資料のいずれを採用し
ていますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

３社見積です。

施工単価表 施工第0-0095号
100m2当りの芝・目土の使用料をご教授願います。
施工単価表 施工第0-0101号

標準歩掛を採用していますので公表しません。

防火水槽・鉄蓋の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のいずれを
採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記８

施工単価表 施工第0-0104号
40

防火水槽看板の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のいずれを採
用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

３社見積です。

施工単価表 施工第0-0107号
41

歩掛りは、どちらを参照されていますか。塩ビ管・埋設シートの単価は、県単価・
標準歩掛（兵庫県土木工事積算基準書）により積算しています。
見積単価・建設物価・積算資料のいずれを採用していますか。見積単価の場合、
単価は建設物価・積算資料です。
何社から徴収されていますか。
施工単価表 施工第0-0108号

42

歩掛りは、どちらを参照されていますか。塩ビ管・埋設シートの単価は、県単価・
公共建築工事積算基準により積算しています。
見積単価・建設物価・積算資料のいずれを採用していますか。見積単価の場合、
単価は建設物価・積算資料です。
何社から徴収されていますか。
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施工単価表 施工第0-0109号
43

歩掛りは、どちらを参照されていますか。塩ビ管・埋設シートの単価は、県単価・
公共建築工事積算基準により積算しています。
見積単価・建設物価・積算資料のいずれを採用していますか。見積単価の場合、
単価は建設物価・積算資料です。
何社から徴収されていますか。
施工単価表 施工第0-0110号

44

歩掛りは、どちらを参照されていますか。散水栓（箱共）の単価は、県単価・見
標準歩掛（兵庫県土木工事積算基準書）により積算しています。
積単価・建設物価・積算資料のいずれを採用していますか。見積単価の場合、何
散水栓は既設物です。
社から徴収されていますか。
施工単価表 施工第0-0127号

45

縁石一体型側溝の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のいずれを
採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１０

施工単価表 施工第0-0129号
46

塩ビ管の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のいずれを採用して
いますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１と同じ

施工単価表 施工第0-0130号
47

塩ビ管の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のいずれを採用して
いますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１と同じ

施工単価表 施工第0-0142号
48

高密度ポリエチレン管の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のい
ずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１と同じ

施工単価表 施工第0-0145号
49

高密度ポリエチレン管の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のい
ずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１と同じ
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施工単価表 施工第0-0147号
50

高密度ポリエチレン管の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のい
ずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１と同じ

施工単価表 施工第0-0149号
51

高密度ポリエチレン管の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のい
ずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１と同じ

施工単価表 施工第0-0150号
52

歩掛りは、どちらを参照されていますか。材料単価は、県単価・見積単価・建設
物価・積算資料のいずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収さ
れていますか。

上記１２

施工単価表 施工第0-0164号
53

グレーチングの単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のいずれを採
用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１３

施工単価表 施工第0-0183号
54

55

56

グレーチングの単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のいずれを採
用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１４

施工単価表 施工第0-0201号
施工規模をご教授願います。
施工単価表 施工第0-0202号

100m2未満にて計上しています。

真空コンクリートパネル工の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料の
いずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

建設物価・積算資料です。

施工単価表 施工第0-0204号
57

単価表の数量明示、遅延剤の規格を教えてください。

遅延剤は、ルカゾールＣ 0.3kg/m2で計上しています。
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施工単価表 施工第0-0206号
58

59

60

単価表の数量明示お願いします。芝生保護材の単価は、県単価・見積単価・建
設物価・積算資料のいずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴
収されていますか。

上記１６

施工単価表 施工第0-0214号
単価表の数量明示お願いします。
施工単価表 施工第0-0216号

標準歩掛を採用していますので公表しません。

階段ブロックの単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のいずれを採
用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１７

施工単価表 施工第0-0217号
61

駐車場サイン①の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のいずれを
採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１９

施工単価表 施工第0-0218号
62

駐車場サイン②③の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のいずれ
を採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１９

施工単価表 施工第0-0220号
63

駐車場サイン④の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のいずれを
採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１９

施工単価表 施工第0-0221号
64

65
66

駐輪場サインの単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のいずれを採
用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１９

施工単価表 施工第0-0222号
施工規模をご教授願います。
施工単価表 施工第0-0230号

21m未満にて計上しています。

施工規模、支柱間隔をご教授願います。

50m未満、支柱間隔3mにて計上しています。
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施工単価表 施工第0-0231号
67

単価表の数量明示お願いします。手摺付転落防止柵の単価は、県単価・見積
単価・建設物価・積算資料のいずれを採用していますか。見積単価の場合、何社
から徴収されていますか。

上記２０

施工単価表 施工第0-0232号
68

単価表の数量明示お願いします。手すりの単価は、県単価・見積単価・建設物
価・積算資料のいずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収され
ていますか。

上記２１

施工単価表 施工第0-0233号
69

単価表の数量明示お願いします。タイヤ止めブロック単価は、県単価・見積単
価・建設物価・積算資料のいずれを採用していますか。見積単価の場合、何社か
ら徴収されていますか。

上記２２

施工単価表 施工第0-0235号
70

車止めの単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のいずれを採用して
いますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

建設物価・積算資料です。

施工単価表 施工第0-0237号
71

72
73

74

車止めの単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のいずれを採用して
いますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

建設物価・積算資料です。

施工単価表 施工第0-0238号
ポンプ運転日数をご教授願います。
施工単価表 施工第0-0251号

上記２３

歩掛りは、どちらを参照されていますか。
施工単価表 施工第0-0037号

標準歩掛（兵庫県土木工事積算基準書）により積算しています。

立体網状成型排水管φ１５０の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資
料のいずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されています
か。

建設物価・積算資料です。
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代価表 代価第0001号
75

鋳鉄製マンホール蓋（材料）の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料
のいずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１と同じ

代価表 代価第0001号
76

転落防止梯子の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のいずれを採
用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１と同じ

代価表 代価第0001号
77

床版斜壁（１号）６００×９００×１５０の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積
算資料のいずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されてい
ますか。

上記１と同じ

代価表 代価第0001号
78

削孔代組立式（Ｖ型）φ２００・３００・５００の単価は、県単価・見積単価・建設物
価・積算資料のいずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収され
ていますか。

上記１と同じ

代価表 代価第0002号
79

床版斜壁（２号）６００×１２００×２００の単価は、県単価・見積単価・建設物価・
積算資料のいずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されて
いますか。

上記１と同じ

代価表 代価第0002号
80

削孔代ﾋｭｰﾑ管用φ600の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のい
ずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１と同じ

代価表 代価第0003号
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81

床版斜壁（３号）６００×１５００×２００の単価は、県単価・見積単価・建設物価・
積算資料のいずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されて
いますか。
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上記１と同じ

代価表 代価第0003号
82

直壁（３号）１５００×１２００の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料
のいずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１と同じ

代価表 代価第0003号
83

管取付壁（３号）１５００×１２００の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算
資料のいずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていま
すか。

上記１と同じ

代価表 代価第0004号
84

緑化ﾌﾞﾛｯｸ１０００×５００緩傾斜型の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積
算資料のいずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されてい
ますか。

建設物価・積算資料です。

代価表 代価第0005号
85

水抜きﾊﾟｲﾌﾟVU-75の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のいずれ
を採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記１と同じ

代価表 代価第0005、0006、0007、0008、0009、0010号
86

雑割石積に使用する雑割石（控長35cm）の規格、サビ系・白系等の決まりはあ
りますか。

一般雑割石に使用されるものを想定しています。

代価表 代価第0011号
87

透水マット幅４００厚３０の単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のい
ずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

上記４
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工事費内訳書 頁0-0017
88

高密度ポリエチレン管特注ベンドの単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算
資料のいずれを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていま
すか。

１社見積です。

工事費内訳書 頁0-0023
89

区画線設置工 溶融式（手動）【昼間】 材料費は、計上されていますでしょう
か。

機械・労務費のみの計上となっていますので、変更対象とします。

工事費内訳書 頁0-0027
90

鎖φ5mmステンレスの単価は、県単価・見積単価・建設物価・積算資料のいず
れを採用していますか。見積単価の場合、何社から徴収されていますか。

３社見積です。
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