
（公表用） 

一般競争入札  質問・回答書  

 

 工 事 名   国庫災 飯森新橋線外１路線災害復旧工事         

 

質 問 内 容  回 答 

 

１ 
  

 

 近年、国土交通省が推進する i

-construction に基づき、生産性向

上を図るため ICT 土工に関する

施工について特記仕様書に明記

されていますが、この工事では

特記仕様書に記載されておりま

せん。発注者へ ICT 土工の活用

について提案・協議を行い、協

議が整った場合はその施工に伴

う費用について変更対象と判断

してよろしいでしょうか。 

本工事は国庫補助事業による災害

復旧工事のため、国に変更申請し、

認められた場合は設計変更の対象と

します。 

 

２ 

建設業界は働き方改革を求めら

れている時代となっておりま

す。このため、当該工事は週休

２日の対象工事となっておりま

せんが、週休２日で工事を履行

した場合には、労務者の割増、

機械賃料の割増、経費の割増な

どを含め設計変更の対象と判断

して良いでしょうか。 

災害復旧工事であり緊急を要する

ため設計変更の対象とはしません。 

 

３ 

既存の小田切 47 号線は掘削残土

運搬路として使用するため、掘

削作業中における通行路の安全

確保を図る必要があります。例

えば H 鋼親杭方式による土砂崩

落防止柵等の仮設工が必要と思

われますが、その施工に伴う費

用については変更対象と判断し

てよろしいでしょうか。 

本工事は国庫補助事業による災害

復旧工事のため、水勢または地形の

変動等、やむを得ないと認める場合

は、国に変更申請し、認められた場

合は設計変更の対象とします。 



 

４ 

地質、湧水状況が不明瞭である

ので、既往の土質ボーリングデ

ータがありましたらご提示願い

ます。また、土工事に影響する

土質の変状や湧水の発生に伴っ

て何らかの対策等が発生した場

合は変更対象と判断してよろし

いでしょうか。 

土質ボーリングデータを図面 2/3

4、3/34 に追記しました。 

また、本工事は国庫補助事業による

災害復旧工事のため、水勢または地

形の変動等、やむを得ないと認める

場合は、国に変更申請し、認められ

た場合は設計変更の対象とします。 

 

５ 

工事区域西側の EC２付近におけ

る掘削工及び法面整形作業は横

断図から読み取ると２ｍ程の掘

削幅しかないため安全な重機足

場の確保が取れないものと思わ

れます。高所法面掘削機（ロッ

ククライミングマシーン）によ

る掘削が必要となった場合は変

更対象と判断してよろしいでし

ょうか。 

本工事は国庫補助事業による災害

復旧工事のため、水勢または地形の

変動等、やむを得ないと認める場合

は、国に変更申請し、認められた場

合は設計変更の対象とします。 

 

６ 

法面工に使用する植生マット

（肥料袋付）は汎用品のもので

よろしいでしょうか。若しく

は、ご指定のものがございます

か。 

汎用品を想定しています。 

 

７ 

切土頂部付近に電柱と架線が存

在し、工事に支障すると思われ

ます。特記仕様書の（８）工事

支障物件等の②に「工事区域上

空の架線等について支障または

近接する場合は監督員と協議す

ると共に、電線管理者と協議を

行い必要な処理をすること」と

記載されていますが、移設する

場合、架線管理者内の手続き及

び工事に相当な期間を要するこ

とが予想されます。その場合の

工期延伸は可能なものと判断し

てよろしいでしょうか。 

支障物の移設についてすでに移設

依頼中であり、現時点では工期に影

響はないものと考えております。 



 

８ 

現地に地滑り観測機器が数箇所

設置されていますが、工事に伴

って移設や撤去及び掘削完了後

の観測機器設置が必要となった

場合は変更対象と判断してよろ

しいでしょうか。 

現在、別途業務で委託を行ってい

るため、移設・撤去についても観測

業務委託の中で対応する予定です。 

 

９ 

飯森新橋線の既存石積前に大型

土嚢が積まれていますが、その

撤去工、土砂搬出、土嚢袋の産

業廃棄物処分が金抜き設計書に

計上されておりません。設計変

更の対象と考えてよろしいでし

ょうか。 

変更協議の対象とします。 

 

10 

仮設工（任意仮設）に作業道に

厚み 10cm の敷砂利工が計上され

ていますが、不整地運搬車によ

る土砂運搬ではあるものの、作

業道の縦断勾配が 10％以上とな

るため、作業道の安全走行確

保、維持管理を考慮すると防滑

鋼板（ロードマット）の使用が

望ましいと思われます。その場

合は設計変更の対象と考えてよ

ろしいでしょうか。 

任意仮設のため設計変更の対象と

しません。 



 

11 

特記仕様書（５）工事用道路関

係の①に「工事による道路使用

にあたっては、一般車両や歩行

者の安全性・通行性を確保する

ことを原則とするが地形上やむ

を得ない場合は監督員と協議の

上、全面通行止めでの施工も可

能とする。」と記載されていま

すが、当該道路は狭小で残土搬

出に伴って大型ダンプ車両が頻

繁に通行することや道路上部に

おいて掘削作業を行うため、一

般車（者）の安全確保を目的と

して原則、全面通行止めにすべ

きと判断します。全面通行止め

をしない場合においては、運搬

台数の減少や道路上部での掘削

規制等が生ずることにより施工

能力の低下が予想されます。そ

の場合は設計変更の対象と判断

してよろしいでしょうか。 

通行規制に伴う作業効率の補正に

ついては設計変更の対象となりませ

ん。ただし、通行規制により時間的

制約を受けるなどやむを得ないと認

める場合、国に変更申請し、認めら

れた場合は設計変更の対象としま

す。 

 

12 

設計積算に使用している月刊物

価資料は９月号と考えてよろし

いでしょうか。異なる場合には

適用されている月号をご提示く

ださい。 

９月号を採用しています。 
 

 

13 

施工 第 0-0007 号表「エフケー

不陸調整枠 製品費」の積算単

価は協会単価資料をそのまま採

用していると考えてよろしいで

しょうか。査定等がされている

場合にはその査定方法を、見積

徴収による場合はその採用方法

（見積数、平均値採用、安値採

用等）をご提示ください。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 



 

14 

施工 第 0-0007 号表「アンカー

ピン L=500 ㎜～1100 ㎜ D13

（SD345 D13）」の積算単価

は、長野県建設部実施設計単価

表の「異形棒鋼 SD345 D13」

の「t」あたり単価を「m」単価

に換算したものと考えてよろし

いでしょうか。見積等により積

算単価を採用している場合に

は、その旨をご提示ください。

また、この積算単価に「加工

費」等が加味されている場合

は、その内容をご提示くださ

い。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 

 

15 

施工 第 0-0013 号「アンカーピ

ン Φ13 L=300」について、積

算単価の出典元および、その単

価の採用方法をご提示くださ

い。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 

 

16 

施工 第 0-0014 号表「吸出し防

止材（テンサーSS1）」および施

工 第 0-0015 号表「吸出し防止

材（ポリフェルト EX-40）」の

積算単価は、それぞれ見積徴収

または月刊物価資料のどちらか

ら採用されていますか。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 

17 施工 第 0-0041 号表「コルゲー

トフリューム」の積算単価は、

月刊物価資料の製品単価を

「m」換算して採用していると

考えてよろしいでしょうか。異

なる場合には、積算単価の出典

元、採用方法をご提示くださ

い。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 

18 施工 第 0-0041 号表「遮水シー

ト（暗渠底敷ビニル布 0.25 ㎜～

0.30 ㎜）」の積算単価は、長野

県農政部実施設計単価表より採

用されていると考えてよろしい

でしょうか。異なる場合には、

積算単価の出典元、採用方法を

ご提示ください。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 



19 施工 第 0-0067 号表「めっきか

ご枠（EG ボックス 100 型同等

品）」の積算単価は、月刊物価

資料より採用されていると考え

てよろしいでしょうか。異なる

場合には、積算単価の出典元、

採用方法をご提示ください。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 

20 施工 第 0-0069 号表「集水桝」

について、積算単価の出典元、

積算単価の採用方法をご提示く

ださい。また、この「集水桝」

について設計積算上想定されて

いる製品がある場合には、製品

名、メーカー名をご提示くださ

い。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。また、集水桝については、㈱

高見澤 分水口（簡易ゲート用）同

等品を想定しています。 

21 施工 第 0-0071 号表「KTBスー

パーメタルフレーム」の積算単

価は、協会単価資料をそのまま

採用していると考えてよろしい

でしょうか。査定等がされてい

る場合にはその査定方法を、見

積徴収による場合にはその採用

方法（見積数、平均値採用、安

値採用 等）をご提示くださ

い。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 

22 施工 第 0-0072 号表「転落防止

柵 ビーム式（４段ビーム）」

の積算単価は、長野県建設部実

施設計単価表より採用されてい

ると考えてよろしいでしょう

か。異なる場合には、積算単価

の出典元、採用方法をご提示く

ださい。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 

 

23 

施工 第 0-0074、0-0075、0-007

6、0-0077 号表「コンクリート擁

壁 L型擁壁 Gr 型」の積算単価

は見積徴収または月刊物価資料

のどちらから採用されています

か。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 



 

24 

施工 第 0-0080 号「側溝蓋 L=

0.5m 500 用（T-25）」の積算単

価は、長野県建設部実施設計単

価表の「防音型自由勾配側溝

用」が採用されていると考えて

よろしいでしょうか。異なる場

合には、積算単価の出典元、採

用方法をご提示ください。 

本工事では「防音型自由勾配側溝

用」を想定しています。 

単価に関する質問はお答えできませ

ん。 

 

25 

施工 第 0-0085 号表「側溝（AS

G 300×300×4000 同等品）」

の積算単価は、見積り徴収によ

り採用されていますか。見積り

徴収による場合はその採用方法

（見積数、平均値採用、安値採

用 等）をご提示ください。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 

 

26 

 施工 第 0-0086 号表「側溝蓋

（ASG300 型 横断用）」の積算

単価は、見積り徴収により採用

されていますか。見積り徴収に

よる場合はその採用方法（見積

数、平均値採用、安値採用 

等）をご提示ください。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 

 

27 

施工 第 0-0113 号表「カーブミ

ラー建柱（手間のみ）」につい

て、積算単価は土木工事標準単

価の「道路反射鏡設置工 支

柱・基礎設置」から「支柱製品

代」を控除したものと考えてよ

ろしいでしょうか。異なる場合

には、積算単価の出典元、採用

方法をご提示ください。また、

歩掛（下位代価）等がある場合

には、それをご提示ください。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 

 

28 

施工 第 0-0005、0-0006、0-003

8 号表の各材料について、積算単

価は協会単価資料をそのまま採

用していると考えてよろしいで

しょうか。査定等がされている

場合にはその査定方法を、見積

り徴収による場合はその採用方

法（見積数、平均値採用、安値

採用 等）をご提示ください。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 



 

29 

特記仕様書１．施工条件（２）

用地関係①で「工事着手までに

相当な周知期間を用意」との記

載がありますが、この“相当

な”とはどの程度の期間を想定

されていますか。また、周知後

は速やかに工事着手が可能との

解釈でよいですか。各種法令に

よる制限等で速やかな着手が不

可能な場合は、それら条件の明

示をお願いします。 

現時点では速やかな工事着手が可

能と考えております。 

 

30 

土砂搬出経路について、制限・

制約等がありましたら明示をお

願いします。 

現時点では特別な制限等はありま

せん。 

 

31 

一般道路の補修について、施工

前に発注者と現地を確認し、施

工後に再度確認した結果、舗装

修繕などが生じた場合には、そ

の費用は変更の対象として頂け

ますか。 

現地の状況等を確認し、必要に応

じて変更協議の対象とします。 

 

32 

金抜設計書 貢 0-0008 転落防止

柵撤去工（L=45m）について、

数量計算書・図面等、設計図書

を確認しましたが施工箇所が不

明です。施工箇所の明示をお願

いします。 

転落防止柵撤去工について図面 34/

34 の取壊し平面図に追記しました。 

 

33 

金抜設計書 貢 0-0011 高密度

ポリエチレン管について、施工

内訳表がありませんが、現設計

では材料費のみを計上されてい

るとの解釈でよいですか。また

布設手間が必要となりますが、

その費用は変更対象として考え

てよいですか。 

材料費のみの計上となります。布

設手間については軽作業のため計上

を省略しています。施工規模に応じ

て変更協議の対象とします。 



 

34 

金抜設計書 貢 0-0016～17 準備

費（伐採除却費）の歩掛を治山

林道必携に記載のもので採用さ

れていますが、同歩掛ですと使

用機械はチェンソー及び携帯手

動ウインチのみの内容となって

おります。実際に現地を確認し

ましたが、当該工事の伐採には

バックホウ（グラップル仕様）

や積載式集材車両などの専用機

械が必要となり、設計金額と実

勢金額に大きな差が生じます。

先の理由により伐採除却費を実

勢に基づく金額（見積採用）に

変更して頂く事は可能でしょう

か。 

本工事は国庫補助事業による災害

復旧工事のため、水勢または地形の

変動等、やむを得ないと認める場合

は、国に変更申請し、認められた場

合は設計変更の対象とします。 

 

35 

以下の施工内訳表について、諸

雑費でまるめ処理はされていま

すか。 

施工 第 0-0007 号表 エフケー

不陸調整枠設置工 

施工 第 0-0039 号表 引抜き試

験 

施工 第 0-0067 号表 かご枠設

置工 

いずれも単位数量当りの単価表の

合計金額が、有効数字４桁になるよ

うに所定の諸雑費率以内で端数処理

をしています。 

 

36 

施工 第 0-0004 号表グラウト注

入（アンカー）について、注入

材は「m３=ｔ単価×1.23」との

表記がありますが、その計算値

は有効桁処理されていますか。 

有効桁処理はしていません。 

 

37 

施工 第 0-0041 号表山腹コルゲ

ートフリューム明暗渠据付けに

ついて、コルゲートフリューム

（ダイポリンエチレン角型 U 字

溝）の“個→ｍ換算方法”は、

「１個当り単価÷有効長」でよ

いですか。また、その計算値は

有効桁処理されていますか。 

「１個当り単価÷2」としています。

有効桁処理はしていません。 



 

38 

施工 第 0-0041 号表山腹コルゲ

ートフリューム明暗渠据付けに

ついて、コルゲートフリューム

（ダイポリンエチレン角型 U 字

溝）の採用根拠は刊行物と長野

県実施設計単価表（農政部）の

どちらになりますでしょうか。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 

 

39 

施工 第 0-0069 号表プレキャス

ト集水桝据付について、集水桝

（７００型）の採用根拠は長野

県実施設計単価表（林務部、分

水口（桝））との解釈でよいで

すか。異なる場合は当該工事に

おける採用根拠の明示をお願い

します。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 

 

 

40 

施工 第 0-0074、75、76、77 号

表プレキャスト擁壁設置につい

て、コンクリート擁壁（L型擁

壁 GR 型）の採用根拠は「見

積」との解釈でよいですか。異

なる場合は当該工事における採

用根拠の明示をお願いします。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 

 

41 

施工 第 0-0080、89 号表排水構

造物工 蓋版据付について、グ

レーチングの仕様は一般型と防

音型のどちらになりますか。ま

た採用根拠は「見積」との解釈

でよいですか。異なる場合は当

該工事における採用根拠の明示

をお願いします。 

防音型になります。 

単価に関する質問はお答えできませ

ん。 

 

42 

施工 第 0-0085 号表 排水構造

物工 U 型側溝について、横断

用側溝（ASG300×300×4000）

の採用根拠は「見積」との解釈

でよいですか。異なる場合は当

該工事における採用根拠の明示

をお願いします。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 



 

43 

施工 第 0-0086 号表 排水構造

物工 蓋版据付について、グレ

ーチング蓋（ASG300 型 横断

用）の採用根拠は「見積」との

解釈でよいですか。異なる場合

は当該工事における採用根拠の

明示をお願いします。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 

 

44 

施工 第 0-0110 号表 Gｒ設置工

について、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（Gｒ-C-2B

 塗装）の採用根拠は刊行物と

長野県実施設計単価表（農政

部）のどちらになりますでしょ

うか。 

単価に関する質問はお答えできま

せん。 

 

45 

施工 第 0-0113 号表カーブミラ

ー移設工について、撤去は「建

柱単価 1/2」との表記があります

が、その計算値は有効桁処理を

されていますか。 

有効桁処理はしていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


