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水建 第 209 号 

令和２年６月 19 日 

入札参加者 様 

          

 建設課長 

           

質 問 回 答 書 
 

 

１ 工 事 名：三ツ沢高区線口径 800mm 配水管布設替工事 

２ 工事担当部署：建設課 

３ 担 当 者：設計係長 

４ 連 絡 先：電話番号 045-331-5560 

    F A X 045-332-1494 

５ 内 容        

         

質 問 事 項 回    答 

(1) 仕様書において、５安全対策関係(1)開削工

事、(ｲ)、(ｳ)工事安全施設類及び交通誘導警備員

の別添図がありません。ご提示お願いいたしま

す。 

(1) 別添図とは、図番 7/93(施工条件)になり

ます。なお、配置については(18)を参照して

ください。 

(2) 大池道路側立坑築造時及び不断水接続作業 

時の使用重機・配置、安全設備、交通誘導員等の 

それぞれの標準案はどのような形態でしょうか。 

(2) 大池道路側における立坑築造時及び不断

水接続作業については、夜間・片側交互通行

での施工を想定しております。 

(3) 大池道路側の騒音・振動対策の標準案をご

提示ください。 

(3) 騒音・振動を抑制できる建設機械の選定

等が挙げられます。例えば、とりこわし掘削

積込の条件として「騒音・振動対策」を「有

り」とした場合の機械・規格は土木工事標準

積算基準書（令和元年度）「Ⅳ-3-④-2」のと

おり圧砕装置を使用します。 

(4) 両発進立坑の昇降設備の標準案をお提示く

ださい。 

(4) 設計書記載の立坑仮設階段工を参照して

ください。 

(5) 「下水独自施工単価に係るバックホウ排出

ガス対策型基準値について」にバックホウ規格

に係る単価を「第 2基準値」に条件固定とあり

ますが、管路土工大池側開削管路等について積

算条件に「第 1基準値」が混在しております。

積算条件に「第 1基準値」とあるもの以外は

「第 2基準値」適用と考えてよろしいでしょう

か。 

(5) そのとおりです。ただし第 0001 号 管路

土工 枝番 03045 基礎砕石 人力敷均しの入力

条件にある BH0.45m3 については排ガス対策型

(第１次基準値)となります。 

 

(6) 管路埋戻工において積算条件に転圧の記載

がありませんが、転圧の必要は無いと考えてよ

ろしいでしょうか。 

(6) 水道事業実務必携によります。なお、締

固めは有りです。 

(7) 管布設工におけるステンレス溶接工の労務 

単価について、採用単価をご教示ください。 

(7) 溶接工と同じ労務単価を採用していま

す。 

(8) 管布設工環 2側開削部における鋳鉄管切断･ 

溝切 2 工程に使用するﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機 800 ㎜の

損料について、採用単価をご教示ください。 

 

(8) 水道事業実務必携（第二編参考資料第２

章建設機械損料算定表）と横浜市水道局土木

工事資材等単価表（令和２年１月版）より算

出しています。 

 

(9) 施工条件明示書に「第 6路線における施工時 (9) 開削部における施工時間は、第６路線
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間は 22 時～5時」とありますが、他路線の施工時 

間は 20 時から 5時でよろしいでしょうか。 

（大池道路(B 交通)）は、22 時から５時、大

池道路部以外の開削部における施工時間は標

準の昼間作業(８時から 17時)としています。 

(10) 室設置工で使用されているシーリング材

PU-1-9030 について、採用単価をご教示くださ

い。 

(10) シーリング材の単価は横浜市水道局土木

工事資材等単価表（令和２年１月版）を採用

しています。 

(11) 電力量料金高圧（常時）と電力量料金低圧

（臨時）について単価をご教示ください。 

(11) 横浜市環境創造局土木工事資材等単価表

（令和２年 1月版）を採用しています。 

(12) 坑内照明の 40w 蛍光管に使用する蛍光灯器

具について、採用単価をご教示ください。 

(12) 物価資料令和２年３月版の単価を採用し

ています。 

(13) 労務単価は何年何月のものを採用でしょう

か。ご教示ください。 

(13) 令和２年３月版を採用しています。 

(14) 物価資料基準は何年何月のものを採用でし

ょうか。ご教示ください。 

(14) 令和２年３月版を採用し、単価は２誌を

平均しています。 

(15) 横浜市公表単価は何年何月のものを採用で

しょうか。ご教示ください。 

(15) 横浜市公表単価は、環境創造局土木工事

資材等単価表・道路局土木工事資材等単価

表・水道局土木工事資材等単価表のいずれも

令和２年 1月版を採用しています。 

(16) 機械損料は何年何月のものを採用でしょう

か。ご教示ください。 

(16) 建設機械等損料表および推進工事用機械

器具等損料参考資料は令和元年度版を採用し

ています。 

(17) SJ510 において、小計対象【1】∑

[1]*16.00％とありますが、対象[1]の項目がご

ざいません。対象項目をご教示ください。 

(17) 率分の諸雑費は計上されていません。必

要に応じて別途協議させていただきます。 

 

(18) 設計図 P7「施工条件」に書かれている交

通誘導員はすべて Bとなっておりますが、本工

事内訳書 P79 では「交通誘導警備員 B」の他に

「交通誘導警備員 A(昼間)」、「交通誘導警備員

A(夜間)」の人数が書かれています。どの箇所の

どの工種か、ご教示下さい。 

(18) 設計書のとおり積算してください。 

なお、環状２号線沿いの施工に関しては、「交通

誘導警備員 A」１名、「交通誘導警備員 B」２名

としています。 

また、その他の施工箇所については、交通誘導

警備員 B」３名としています。 

(19) 工事仕様書 P1 の“3.工期”に契約締結後 

1500 日となっておりますが、休日は土日祭日の

他、正月、盆についてはどの程度の日数をお考

えですか。 

(19) 現場説明書のとおりです。 

(20) 工事仕様書 P1 の“3.工期”に契約締結後 

1500 日となっておりますが、2021 東京オリンピ

ック大会に伴い、工事の休止が生じた場合は工

期の延期について協議に応じて戴けますか。 

(20) 必要に応じて別途協議させていただきま

す。 

(21) 工事仕様書 P3 に両発進立坑は SMW 工法と 

なっておりますが、専門業者からは工事場所は狭 

く、通常の SMW 機では難しいと聞きましたが、設 

計では通常の SMW 機仕様でしょうか。 

また、コンパクトタイプの SMW 機では施工日数

が多くかかります。設計で見られている施工日

数を御教示願いませんでしょうか。 

(21) 現場状況に合わせてコンパクトタイプの

SMW 機で積算しています。 

(22) 環二側の一次覆工を終えた後、ﾐﾆｼｰﾙﾄﾞ機

を引上げますが、再投入に当たっては工場に持

ち込み、点検整備を行うことはお考えでしょう

か。点検整備を行う場合、どのくらいの期間を

お考えですか。 

 

(22) ミニシールド機は、両発進立坑から環２

側到達立坑までの区間を施工した後、一時引き

上げ、工場に持ち込み、点検整備を行います。

その費用については、TJ0500 引上時整備費に含

まれています。整備期間は、1 箇月程度を見込

んでいます。 

(23) 設計図 P32､33､39､40､42～48 の環二側及び (23) 現場状況に応じて別途協議させていただ
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大池側開削部、排水施設、緊急給水栓・φ200

㎜新設工事、φ800 ㎜撤去及びエアモルタル充

填工事などについては狭い公道を大々的に占用

することになります。施工する箇所によっては

迂回路等の措置を取らなければならないことも

考えられます。それらも含め、警察との協議で

交通誘導員の増員が必要となった場合は協議に

応じて戴けますか。 

きます。 

(24) 設計図 P42～48 の緊急給水栓・φ200 ㎜新

設工事、φ800 ㎜撤去及びエアモルタル充填工

事については工程上１箇所施工(重複箇所での施

工は不可)でお考えでしょうか。 

(24) 工程上１箇所毎の施工を想定していま

す。なお、現場状況に応じて別途協議させて

いただきます 

(25) 本工事内訳書 P118 の「事業損失防止施設

費」に書かれた“東電洞道内保安措置”とは具

体的にどのような内容なのか御教示願います。 

(25) 東電洞道内保安措置の内容は具体的には

以下の項目について事前・事後の計２回おこ

なうものです。 

・水平、内空変位測定 

・鉛直変位測定 

・内壁変状点検 

(26) 本工事内訳書 P118 の「役務費」に書かれ

た“借地料”と“借地単価(道路局用地)”につ

いて交渉された時の単価は御教示願いませんで

しょうか。 

(26) 水道局設計単価根拠集（令和元年 10 月

版）を参照してください。 

(27) 本工事内訳書 P15 の摘要欄に改良土交換と

いうコメントが書かれています。また多くの箇

所で「購入土・改良土」と書かれています。改

良土は「横浜改良土センター」かと思われます

が、改良土のみ購入されるケースと発生土を持

込み、同量の改良土を購入するという二通りが

あるということでしょうか。 

(27) そのとおりです。ただし内訳書に改良土

のみ購入するケースは有りません。 

 

(28) 通常、深礎(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削)工事では地下

水下となる場合は薬液注入等の補助工事が必要

となりますが、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄの断面図には地下水位

が明記されておりません。契約後、地質調査資

料から地盤改良が必要となった場合は協議に応

じて戴けますか。 

(28) 現場状況に応じて別途協議させていただ

きます。 

(29) 上記深礎(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削)工事の内、地下

水下となる箇所における発生土は泥土扱いでし

ょうか。 

(29) 発生土については建設発生土処分費とし

て積算しています。なお、現場状況に応じて

別途協議させていただきます。 

(30) 本工事内訳書 P91 の建設汚泥処理料は

4,330m3 となっていますが、SMW、ミニシールド

及び推進工事の掘削土のみでしょうか。内訳を

場所ごとに御教示下さい。 

(30) 建設汚泥処理料の内訳は以下のとおりで

す。 

・ＳＭＷ立坑築造時 926m3 

・ミニシールド施工時 3,391m3 
・推進工事施工時 13m3 

(31) 設計書 P14 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧の再生ｱｽﾌｧﾙﾄ

混合物の規格をご教示ください。 

(31) 第 0001 号 管路土工 枝番 02247,02248

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧（車道・路肩部）、枝番

02249 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧（歩道部）の材料規格

は再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)、瀝青材料は

無しです。 

(32)設計書 P11 購入土,改良土は『改良土(購

入)不足埋戻し用』と考えてよろしいでしょう

か。 

 

(32) 入力条件「購入土,改良土」に記載してあ

る改良土とは横浜市道路局単価の「Z100009872 

ほぐし土量 大粒径 40mm 建設発生土持込ﾌﾟﾗ

ﾝﾄ渡し」です。 
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(33) 夜間工事の労務単価はすべて標準労務単価

×1.5 としてよろしいでしょうか。 

(33) 横浜市水道局土木工事積算基準 2-1-2 労

務費によります。 

(34) 設計書 P83 とりこわし掘削積込に使用する

機械は大型ブレーカですかｺﾝｸﾘｰﾄ破砕装置です

か。ご教示ください。 

(34) 第 0025 号 路面復旧工 枝番

03024,03025 条件として「騒音・振動対策」を

有りとしています。「有り」とした場合の機

械・規格は土木工事標準積算基準書（令和元

年度）「Ⅳ-3-④-2」のとおり圧砕装置を使用

します。 

(35) 設計書 P81 切羽照明について、切羽照明 1

個当りのランプの個数をご教示ください。 

(35) 切羽照明 1個当り、白熱灯ランプ７個と

なります。 

(36) 設計書 P78 鉄骨工 防音ハウス に計上す

る塗装費の材料費は『一般用さび止めﾍﾟｲﾝﾄ下塗

用 1種(油性系) JIS K5621：0.48kg/m3』と考え

てよろしいでしょうか。 

(36) そのとおりです。 

(37) 参考内訳書 P4 ブロワ設備工 換気工は 1

段運転ですか 2段運転ですか。 

(37) 運転区分については、分けていません。

ただし電力量、機械損料を算出するために建

設機械等損料表の記載事項を使用していま

す。   

(38) 参考内訳書 P20 購入土,改良土は『改良

土(購入)不足埋戻し用』と考えてよろしいでし

ょうか。 

(38) (32)と同様です。 

(39)交通誘導員の夜間補正係数は 1.5 と考えて

よろしいでしょうか。 

(39) 横浜市水道局土木工事積算基準 2-1-2 労

務費によります。 

(40) 一般管理費率算出に使用する前払金支出区

分は 35％を超え 40%以下としてよろしいでしょ

うか。 

(40) そのとおりです。 

(41) 一般管理費率算出に使用する契約保証に係

る補正は金銭的保証を必要とする場合としてよ

ろしいでしょうか。 

(41) そのとおりです。 

(42) 積算基準にはシールド本体を残置する場合

は本体価格の９５％となっていますが、個別登

録単価一覧表に記載されている単価は９５％し

た後の単価と考えてよろしいでしょうか 

(42) そのとおりです。 

(43) 第 0001 号管路土工内訳書－枝番 02558・

02559・02246・03150・03151・01340・01838 の

管路埋戻の購入土，改良土について、ほぐし土

量、 大粒径 40mm、建設発生土持込プラント渡

しでよろしいでしょうか。 

(43) そのとおりです。 

(44) 第 0001 号管路土工内訳書－枝番 02564・

02565・02247・02248・02249・03125・01841・

01331・01347・03165 の再生アスファルト混合

物について、再生密粒度アスファルト（13）で

よろしいでしょうか。 

(44) そのとおりです。 

(45) 第 0001 号管路土工内訳書－枝番 02566・

01311・01312・01348・01349・01842・01844 は

2 層・3層仕上げ（転圧）のどちらでしょうか。 

(45) 水道事業実務必携より、一層当たりの仕

上り厚さは、下層路盤は 20 ㎝、上層路盤は 15

㎝までとしています。 

(46) 第 0001 号管路土工内訳書－枝番 02568・

02570・02250・02257・01313・01349・01843・

01844 の再生クラッシャーラン RC-40 につい

て、再生路盤材でよろしいでしょうか。 

(46) そのとおりです。 

(47) 第 0001 号管路土工内訳書－枝番 02580・

02985・00656・03227・01325・01346・02990・

(47) そのとおりです。 
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01851 の BH0.8ｍ3 について、排出ガス対策型第

2次基準でよろしいでしょうか。 

(48) ，第 0001 号管路土工内訳書－枝番 00645

の入力条件「有り」は夜間施工の条件でよろし

いでしょうか。 

(48) そのとおりです。  

(49) 第 0001 号管路土工－枝番 03045 の

BH0.45m3 について、排出ガス対策型第 1次基準

でよろしいでしょうか。 

(49) そのとおりです。 

(50) 第 0001 号管路土工内訳書－枝番 03045 の

小型車割増数量は 100ｍ2 当り 9.68ｔでよろし

いでしょうか。 

(50) 第 0001 号管路土工内訳書－枝番 03045 の

基礎砕石 人力敷均しの入力条件には小型車

割増数量に関する入力はありません。  

(51) 第 0002 号管布設工内訳書－枝番 00569・

00664・00016・03018 の施工条件の補正につい

て、水道事業実務必携第 2部参考資料 P176 の補

正は無しでよろしいでしょうか。 

(51) そのとおりです。夜間作業の補正のみと

しています。 

(52) 第 0002 号管布設工内訳書－枝番 03019 の

無溶エポについて、水道局単価を採用されてい

ると考えてよろしいでしょうか。 

(52) そのとおりです。 

(53) 第 0002 号 管布設工内訳書―枝番 03020

外面塗装（ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ）熱収縮ﾀｲﾌﾟ 800ｍｍの材

料はﾁｭｰﾌﾞﾀｲﾌﾟでしょうか、ｼｰﾄﾀｲﾌﾟでしょうか

ご教示下さい。 

(53) シートタイプです。水道事業実務必携に

て熱収縮系チューブタイプは 500mm 以下、シー

トタイプは 600mm 以上を基準としています。 

(54) 第 0002 号 管布設工内訳書―枝番 03021

外面塗装（ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ）熱収縮ﾀｲﾌﾟ 700ｍｍの材

料はﾁｭｰﾌﾞﾀｲﾌﾟでしょうか、ｼｰﾄﾀｲﾌﾟでしょうか

ご教示下さい 

(54)（53）と同様です。 

(55) 第 0004 号路面覆工内訳書－枝番 02617 に

ついて入力条件「有り」は夜間でよろしいでし

ょうか。 

(55) そのとおりです。 

(56) 第 0006 号室設置工内訳書－枝番 01367 に

ついて、使用されているセメントは「高炉・

袋・大口」でよろしいでしょうか。 

(56) 高炉Ｂ25Kg 袋入（大口）です。 

(57) 第 0006 号室設置工内訳書－枝番 01367 に

ついて、使用されている砂は「洗い砂細目」で

よろしいでしょうか。 

(57) そのとおりです。 

(58) 第 0007 号管路防護工内訳書－枝番

02387・01369・01372・02967・02945・02946 に

ついて、生コンクリートの規格は高炉 18-8-25

（W/C≦60％）でよろしいでしょうか。 

(58) そのとおりです。 

(59) 第 0010 号立坑築造工内訳書－枝番

03060・02280・02281・03067・03068 につい

て、生コンクリートの規格は W/C≦60％でよろ

しいでしょうか 

(59) そのとおりです。 

(60) 第 0010 号立坑築造工内訳書－枝番

02315・02496 の BH0.8ｍ3 について、排出ガス

対策型第 2次基準でよろしいでしょうか。 

(60) そのとおりです。 

(61) 第 0010 号管立坑築造工内訳書－枝番

02272 の入力条件「有り」は夜間施工有りの条

件でよろしいでしょうか。 

(61) そのとおりです。 

(62) 第 0011 号路面覆工内訳書－枝番 02473 の

入力条件「有り」は小運搬有りの条件でよろし

いでしょうか。 

(62) そのとおりです。 
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(63) 第 0011 号路面覆工内訳書－枝番 02473・

03161 について、生コンクリートの規格は W/C≦

60％でよろしいでしょうか。 

(63) そのとおりです。 

(64) 第 0011 号路面覆工内訳書－枝番 02337 に

ついて、入力条件「有り」は夜間施工の条件で

よろしいでしょうか。 

(64) そのとおりです。 

(65) 第 0012 号既設管撤去工内訳書－枝番

02983 について、開先加工は「無し」でよろし

いでしょうか。 

(65) 水道事業実務必携より撤去管の切断歩掛

は、鋼管切断歩掛に補正係数 0.35 を乗じて算

出しています。なお、鋼管切断の条件は罫書き、

切断及び開先加工です。また、現場状況に応じ

て協議させていただきます。 

 

(66) 第 0012 号 既設管撤去工―02983 鋼管

（撤去）切断の条件は罫書及び切断のみでよろ

しいでしょうか、ご教示ください。 

(66) 水道事業実務必携より撤去管の切断歩掛

は、鋼管切断歩掛に補正係数 0.35 を乗じて算

出しています。なお、鋼管切断の条件は罫書き、

切断及び開先加工です。また、現場状況に応じ

て協議させていただきます。 

(67) 第 0012 号既設管撤去工内訳書－枝番

02430・02431 の管路埋戻の購入土，改良土につ

いて、ほぐし土量、 大粒径 40mm、建設発生土

持込プラント渡しでよろしいでしょうか。 

(67) そのとおりです。 

 

(68) 第 0012 号既設管撤去工内訳書－枝番

02440・02442 の再生クラッシャーラン RC-40

について、再生路盤材でよろしいでしょうか。 

(68) そのとおりです。 

(69) 第 0018 号内訳書他 使用されている H鋼

材損料は生材で、修理費及び損耗費は山留主材

になっております。このまま積算してもよろし

いでしょうか。 

(69) 設計書のとおり積算してください。必要

に応じて別途協議させていただきます。 

 

(70) 第 0021 号 坑外設備工内訳書―AM00090

ブロワ設備工―枝番 03162 換気工において、1

台当たりの使用電力量をご教示ください。 

(70) １台当たりの使用電力量は、3,416kwh に

なります。 

(71) 第 0022 号 防音ハウス工内訳書―鉄骨工

―SJ0450 解体費の器具損料Σ[1]＊0.20％にお

いて、まるめは必要ないでしょうか、ご教示く

ださい。 

(71) 設計書のとおり積算してください。必要

に応じて別途協議させていただきます。  

  

(72) 第 0022 号 防音ハウス工内訳書―枝番

03163 換気工において、1台当たりの使用電力量

をご教示ください。 

(72) １台当たりの使用電力量は、4,924kwh に

なります。 

(73) 第 0024 号 仮設電力設備工内訳書―枝番

03210 坑内照明において、100ｍ当たりの蛍光ラ

ンプと照明器具（坑内照明用）の数量は、とも

に 20 個でよろしいでしょうか、ご教示くださ

い。 

(73) 坑内照明において、100ｍ当たりの蛍光ラ

ンプの数量は 40 個、照明器具（坑内照明用）の

数量は 20 個になります。 

(74) 第 0024 号 仮設電力設備工内訳書―枝番

03211 工事用照明において、白熱灯ランプの数

は照明器具（切羽照明用）1個に対して 1個で

よろしいでしょうか、ご教示ください。 

(74) そのとおりです。 

(75) 第 0024 号 仮設電力設備工内訳書―枝番

03212 切羽照明において、白熱灯ランプの数は

照明器具（切羽照明用）1個に対して 4個でよ

ろしいでしょうか、ご教示ください。 

 

(75) 切羽照明は、照明器具（切羽照明用）1個

に対して 7 個の白熱灯ランプが必要となりま

す。 
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(76) 第 0025 号路面復旧工内訳書－枝番 03168

について、生コンクリートの規格は W/C≦60％

でよろしいでしょうか。 

(76) そのとおりです。 

(77) 第 0025 号路面復旧工内訳書－枝番 03220

について、入力条件「無」は擦りつけ無しの条

件でよろしいでしょうか。 

(77) そのとおりです。 

(78) 第 0025 号路面復旧工内訳書－枝番

03024・03025 について、入力条件「有」は騒

音・振動対策有りの条件でよろしいでしょう

か。 

(78) そのとおりです。 

(79) 第 0025 号路面復旧工内訳書－枝番

03024・03025 について、入力条件「無」は擦り

つけ無しの条件でよろしいでしょうか。 

(79) そのとおりです。 

(80) 第 0026 号付帯工内訳書－枝番 02674 につ

いて、見込まれている歩車道境界ブロック A

は、片面 R・両面 R・切下げ用のいずれでしょう

か。 

(80) 内訳書第 0026 号付帯工の 02674 につい

ては、歩車道境界ブロック(Ａ)150/170×200

×600 を想定して積算しています。必要に応じ

て別途協議させていただきます。 

(81) 第 0026 号付帯工内訳書－枝番 02675 につ

いて、見込まれている歩車道境界ブロック A

は、片面 R・両面 R・切下げ用のいずれでしょう

か。 

(81) (80)と同様です。 

(82) 第 0028 号処分場への運搬工内訳書－枝番

02528 について、入力条件は「土砂」ですが摘

要欄には「As 塊」とあります。どちらを採用し

て積算すればよろしいでしょうか。 

 

(82) 内訳書第 0028 号処分場等への運搬工の

02528 発生土・As 塊・Co 塊処理について

は、設計書のとおり、入力条件「土砂」で積

算してください。なお、詳細につきましては

現場の状況等により別途協議させていただき

ます。 

(83) 第 0028 号処分場への運搬工内訳書－枝番

02538・02539 の BH0.8ｍ3 について、排出ガス

対策型第 2次基準でよろしいでしょうか。 

(83) そのとおりです。 

 

(84) 第 0036 号立坑工（排水発進立坑）内訳書

－枝番 01737 について、生コンクリートの規格

は W/C≦60％でよろしいでしょうか。 

(84) そのとおりです。 

 

(85) 第 0036 号立坑工（排水発進立坑）内訳書

－枝番 02998 の再生クラッシャーラン RC-40

について、再生路盤材でよろしいでしょうか。 

(85) そのとおりです。 

 

(86) 第 0037 号路面覆工内訳書－枝番 01719 に

ついて、生コンクリートの規格は W/C≦60％で

よろしいでしょうか。 

(86) そのとおりです。 

(87) 第 0039 号室設置工内訳書－枝番 01575・

01576 について、使用されているセメントは高

炉・袋・大口でよろしいでしょうか。 

(87) 高炉Ｂ25Kg 袋入（大口）です。 

(88) 第 0039 号室設置工内訳書－枝番 01575・

01576 について、使用されている砂は「洗い砂

細目」でよろしいでしょうか。 

(88) そのとおりです。 

(89) 第 0040 号管路防護工内訳書－枝番 01577

について、生コンクリートの規格は高炉 18-8-

25（W/C≦60％）でよろしいでしょうか。 

(89) そのとおりです。 

(90) 第 0042 号鋼製さや管推進ボーリング推進

工－枝番 01624 偏芯先導管損料（TJ0092）につ

いて、損料の単位は「円/推ｍ・本」（推進工事

用機械器具等損料参考資料）です。推進延長が

(90) 設計書のとおり積算してください。 

必要に応じて、別途協議させていただきま

す。 
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乗じられていませんが、設計変更と考えてよろ

しいでしょうか。 

(91) 第 0043 号仮設備工内訳書－枝番 01703 に

ついて、生コンクリートの規格は W/C≦60％で

よろしいでしょうか。 

(91) そのとおりです。  

(92) 第 0910 号運搬費内訳書－枝番 01295 仮設

材運搬費 往復について、数量 427.197ｔの内

訳をご教示ください。 

(92) 仮設材運搬費 往復分の内訳は、軽量鋼矢

板、Ｈ形鋼、覆工板、ライナープレートになります。

ただし、残置するものについては、片道分としてい

ます。 

(93) 第 0910 号運搬費内訳書－枝番 02699 仮設

材運搬費 片道について、数量 194.957ｔの内

訳をご教示ください。 

(93) (92)と同様です。 

 

(94) 第 0935 号役務費について、負担金引込線

工事費（高圧）及び水道基本料金等の計上があ

りませんが設計変更と考えてよろしいでしょう

か。 

(94) 設計書のとおり積算してください。な

お、必要に応じて別途協議させていただきま

す。また、水道基本料金は水の単価に含まれ

ています。 

(95) 共 SJ0150・SJ0230 単価表の縞鋼板単価に

ついて、スクラップを前提としての 80％計上で

しょうか。 

(95) 縞鋼板単価については、中古品を想定し

ていないため、市中価格を計上しておりま

す。 

(96) 共 SJ0230 単価表の鋼材設置撤去工の摘要

欄について、数量未定とは実施工に合わせて変

更ということでしょうか。 

(96) 設計書の数量のとおり積算してくださ

い。 

(97) 共 SJ0350 単価表の防音パネル損料 標準

（タイプ B）について、数量未定とは実施工に

合わせて変更ということでしょうか。 

(97) 設計書の数量のとおり積算してくださ

い。 

(98) 共 SJ0350 単価表－枝番 00336・00337・

00338・00339 について、供用日数をご教示くだ

さい。 

(98) SJ0350 ブロワ室用防音パネル供用日数

は、593 日を想定しております。 

(99) 共 SJ0350 単価表－単価コード TJ1550・

TJ1560・TJ1570・TJ1580 について、計算式「基

礎価格×(0.2+供用日数/(4×365))」（出典：下

水道用設計標準歩掛表-別冊 参考資料-横浜市 

H25 年度）で計算されているのでしょうかご教

示ください。 

(99) そのとおりです。 

(100) 共 SJ0430 単価表－枝番 00474・00475・

00476 について、供用日数をご教示ください。 

(100) SJ0430 防音ハウス用防音パネル供用

日数は、871 日を想定しております。 

(101) 共 SJ0430 単価表－単価コード TJ1920・

TJ1930・TJ1960 について、計算式「基礎価格×

(0.2+供用日数/(4×365))」（出典：下水道用設

計標準歩掛表-別冊 参考資料-横浜市 H25 年

度）で計算されているのでしょうかご教示くだ

さい。 

(101) そのとおりです。 

(102) 共 SJ0480 単価表の構造物とりこわしにつ

いて、入力条件は不要になっていますが騒音・

振動対策は不要でよろしいでしょうか。 

(102) 設計書のとおり積算してください。 

(103) 共 SJ0510 号単価表において諸雑費（率+

まるめ）の記載がありますが、適用欄に小計対

象：【1】Σ[1]*16.00％[1]と有ります。【1】及

び[1]はどれを対象としているかご教示くださ

い。 

(103) (17)と同様です。 

(104) 共 SJ1130 単価表－枝番 02794 の坑口止水

器について、推進損料参考資料の平均価格もし

(104) 坑口止水器の単価は、横浜市環境創造

局土木工事資材等単価表（令和２年１月版）
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くは 低価格のどちらを採用さているかご教示

ください。 

によります。 

(105) 東京電力洞道は、縦断図に記載されてい

る東電シールドでよろしいでしょうか。 

(105) そのとおりです。 

(106) 施工条件明示書 11 その他（7）につい

て、建設機械・仮設材等の日々回送を行い公道

上に駐機・仮置をしないことになっています、

分解組立を要する重機等もありこれらについて

は協議と考えてよろしいでしょうか。 

(106) 土木工事積算基準書記載のとおり 20t

未満の建設機械の搬入・搬出及び現場内小運

搬（分解・組立含む）は、共通仮設費に計上

しています。 

 

(107) 施工条件明示書 11 その他（9）につい

て、東電洞道内の垂直変位・水平変位・内部変

状の影響調査を行うことになっていますが、具

体的な内容が不明のため使用する機器名称・精

度・側線数及び計測期間等をご教示ください。 

(107) (25)と同様です。 

(108) 仮囲いなど第三者分離に要する費用は設

計書に積み上げ計上がありませんが、その費用

は共通仮設費の率分に含まれ、その内容は率分

相当の A型・B型バリケード等でよろしいでし

ょうか。 

(108) そのとおりです。 

(109) SMW にて地中連続壁を築造しますが、セメ

ントを使用するので六価クロム試験が必要にな

りますが、設計変更と考えてよろしいでしょう

か。 

(109) 必要に応じて別途協議させていただき

ます。 

(110) 積算で使用されている物価資料は令和何

年何月版でしょうか。 

(110) (14)と同様です。 

(111) 低入資料提出時に添付する個別登録単価

コードの TJ0100・TJ0110・TJ0120・TJ0130・

TJ0140・TJ0150・TJ0160・TJ0170・TJ0180・

TJ0190・TJ0200・TJ0210・TJ0252・TJ0480・

TJ0490・TJ0500・TJ0770・TJ0771・TJ0830・

TJ0990・TJ1000・TJ1010・TJ1040・TJ1070・

TJ1080・TJ1089・TJ1090・TJ1100・TJ1220・

TJ1230・TJ1300・TJ1380・TJ1390・TJ1410・

TJ1420・TJ1430・TJ1460・TJ1470・TJ1480・

TJ1490・TJ1510・TJ1530・TJ1540・TJ1590・

TJ1610・TJ1680・TJ1681・TJ1790・TJ1800・

TJ1840・TJ1850・TJ1860・TJ1861・TJ2190・

TJ2200・TJ2210・TJ2220・TJ2230・TJ2240・

TJ2250・TJ2260・TJ2270・TJ2280・TJ2440・

TJ2540・TJ2550・TJ2560・TJ2570・TJ2590・

TJ2610・TJ2630・TJ2650・TJ2710・TJ2720 につ

いて、職種別労務及び機種別機械損料（賃料）

等の集計の提出は必要でしょうか、必要な場合

は歩掛の開示をお願いします。 

(111) 横浜市工事請負契約に係る低入札価格

取扱要綱より、入札金額の積算内訳（第２号

様式、第２－１号様式、第２－２号様式、第

２－３号様式）を提出することが必要です。

なお、提出資料にはＴＪコードの内訳を明示

する必要はありません。 

(112) 第 0010 号立坑築造工内訳書－枝番

02866・0287 について、深度が 0～7.4ｍと 8.4

～18.7ｍになっています。7.4～8.4ｍの 1.0ｍ

分はどこに計上されているかご教示ください。 

(112) 第 0010 号立坑築造工内訳書－枝番

02866 については GL-1.00m を施工基面として

いるため、深度 7.4ｍ～8.4ｍの 1.0ｍ分も含

んで積算しています。 

(113) 推進立坑位置が電線に接近しておりま

す。立坑築造及び推進作業において支障となる

場合は架空線の切回しなど協議と考えてよろし

いでしょうか。 

(113) 現場状況に応じて別途協議させていた

だきます。 
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(114) 環状 2号線にある車止め・植樹等につい

て支障になると思われます。撤去・再設置につ

いては協議と考えてよろしいでしょうか。 

(114) 現場状況に応じて別途協議させていた

だきます。 

(115) 旧単価（労務など）で見積もられている

TJ 単価は、スライドの対象となりますか、ご教

示ください。 

(115) ヨコハマ・入札のとびらの中、お知ら

せ一覧の 2020.2.28「【工事】公共工事設計労

務単価等の改定（令和２年３月）に伴う特例

措置及びインフレスライドの実施について」

を参照してください。 

(116) 大池道路を占用しての工事（路面覆工、

立坑掘削、配管工、不断水工事）における道路

占用条件を教えて下さい。通行止めによる施工

を一部計画されていますでしょうか、それと

も、すべての工種で 1車線占用の片側通行での

施工をお考えでしょうか。 

(116) 大池道路は周辺に迂回路がないことか

ら、全面通行止めは行わず、1車線占用の片側

通行での夜間施工を想定しています。 

 

(117) 大池道路の夜間占用において歩行者の通

行に関する条件をご教示下さい。 

(117) 交通管理者との協議による道路使用許

可条件を遵守してください。 

(118) 大池道路の立坑および不断水の施工箇所

は、駐車場や地元企業の出入り口と支障しま

す。施工時間や施工方法について取決めはあり

ますでしょうか。 

(118) 営業の支障にならないよう夜間作業と

していますが、施工計画検討後再度協議願い

ます。 

(119) 大池道路での施工時間は 22 時～5時とな

っていますが、路線バスは 23 時台まで運行して

います。バス会社との取決めはありますでしょ

うか。 

(119) 事前協議は行っていますが詳細につい

ては施工計画作成後再度協議願います。 

(120) 大池道路の立坑施工時は、近接する駐車

場を一部占用することと考えてよろしいでしょ

うか。 

(120) 駐車場は作業時の歩行者用通路として

使用するため、借地する予定です。 

(121) 大池側到達立坑、Φ700 不断水連絡部に

おいて、上空の架空線が支障あるいは超近接作

業となりますが、施工時には切り回しが終了し

ていると考えてよろしいでしょうか。 

(121) 切り回しの必要はないと想定しており

ますが、現場状況に応じて協議させていただ

きます。 

(122) 設計書 本工事内訳書 管路工（シール

ド）シールド水替工 第 0017 号 シールド水替

工について、電力料は含まれていますでしょう

か。 

(122) シールド水替工には電力料は含まれて

いません。 必要に応じて、別途協議させてい

ただきます。 

(123) 設計書 本工事内訳書 管路工（シール

ド）シールド設備工 鏡切工について、発進立

坑部（2方向）が計上されていません。設計変

更と考えてよろしいでしょうか。 

(123) 鏡切り工については、計上しておりま

せん。必要に応じて、別途協議させていただ

きます。 

 

(124) 設計書 本工事内訳書 管路工（シール

ド）坑外設備工 第 0021 号 坑外設備工 共

SJ0330 号 濁水処理設備運転工の濁水処理設備

損料について、電力料は含まれていますでしょ

うか。 

(124) 濁水処理設備損料には、電力料が含ま

れていません。 必要に応じて、別途協議させ

ていただきます。 

 

(125) 設計書 本工事内訳書 管路工（シール

ド）一次覆工（鞘管工） 第 0014 号 機械器具

損料（一次覆工）下 AM00010 号 機械器具損料

（１）シールド機 共 SJ0030 号 シールド機本

体外径φ1360 及びカッター用モーター15kw×2

台について、設計図面 掘進機構造図（参考

図）78/93 ではシールド機本体外径φ1594 及び

カッター用モーター22kw×2 台となっていま

(125) 設計書共 SJ0030 号 00057 シールド機本

体の工種は、セグメント外径φ1360mm に対応

するシールド機外径φ1594mm のシールド本体

の損料になります。  

カッター用モーターについては、設計書のと

おり積算してください。 
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す。設計図面の表記が正しいと考えてよろしい

でしょうか。 

(126) 設計書 本工事内訳書 材料費（管材

費）第 0030 号 材料費（管材費）（ダクタイ

ル）および第 0031 号 材料費（管材費）（鋼

管）について、同じ項目の「不断水プラグ分岐

管φ800×800（鋼管用）、10K 仕様」が含まれて

いますが、2基必要なのでしょうか。 

(126) 設計書のとおり積算してください。必

要に応じて別途協議させていただきます。 

 

(127) JR 貨物直下のシールド掘進工及び既設管

の使用廃止（充填）工の施工にあたり、協議や

JR 資格者の配置は必要でしょうか？ 

(127) ＪＲ貨物線直下の施工について事前協

議は行っておりますが、別途施工協議が必要

となります。 

(128) 東電鉄塔杭下端６.7ｍ下のシールド掘進

工について、協議及び有資格者の配置は必要で

しょうか？ 

(128) 電鉄塔杭下端通過時の事前協議結果よ

り、事前・事後の変位計測が必要となりま

す。 

(129) 内訳書 第 0001 号 管路土工【試掘】の

数量は、図面 44/93、45/93、46/93 に記載の 12

箇所と図面 7/93 記載の緊急給水栓 10箇所が該

当しますか。22 箇所以外に計上されている場

合、試掘箇所をご教示下さい。 

(129)【試掘工】の数量については図面に記載

数量のとおりです。なお、必要に応じて別途

協議させていただきます。  

(130) 内訳書 P11 第 0001 号 管路土工【階段

部】アスファルト舗装仮復旧(歩道部)におい

て、階段状でアスファルト仮復旧するお考えで

しょうか。 

(130)【階段部】はスロープ状の仮復旧を想定

しています。現場状況等に応じて別途協議さ

せていただきます。 

(131) 内訳書 P40 第 0007 号 管路防護工【大

池側開削管路】の管防護コンクリート人力打設

2.4m3 は、図面 36/93 に示す大池側到達立坑内

防護コンクリートが該当しますか。計上してい

る施工箇所をご教示下さい。 

(131) 計上している施工箇所は図面 36／93 の

B-B 断面図、C-C 断面図に示す防護コンクリー

トです。 

(132) 内訳書 P40 第 0007 号 管路防護工【大

池側φ700 不断水栓設置】の数量は、図面 36/93

の B-B 断面図、C-C 断面図に示す防護コンクリ

ートが該当しますか。数量に計上している施工

箇所をご教示下さい。また、図面には、底版コ

ンクリート、基礎砕石も記載されていますが、

内訳書のどこに計上されているかご教示下さ

い。 

(132) 計上している施工箇所は図面 48／93 の

A-A 断面図、B-B 断面図に示す防護コンクリー

トです。また、底版コンクリート、基礎砕石

については内訳書 第 0001 号 管路土工に計上

しています。 

(133) 内訳書 P40 第 0007 号 管路防護工【大

池側開削管路】防護コンクリート人力打設に含

まれる生コンクリート 18-8-25 は、高炉セメン

ト、W/C60%以下でしょうか。 

(133) そのとおりです。 

 

(134) 内訳書 P44 第 0009 号 両発進立坑用地

準備工 ガイド定規設置工 61m には、図面

51/93 両発進立坑仮設図(3)（参考図）のガイド

定規鋼材損料が含まれますか。鋼材損料の計上

先をご教示下さい。 

(134) ガイド定規鋼材損料は計上しておりま

せん。必要に応じて別途協議させていただき

ます。 

 

(135) 内訳書 P45 第 0010 号 立坑築造工【柱

列式地下連続壁】継手材料費 204 箇所の摘要欄

に 1本 3分割と記載されていますが、芯材 68 本

で 204 箇所ならば 4分割となります。継手数量

は 204 箇所でよろしいでしょうか。 

(135) 設計書のとおり積算してください。必

要に応じて別途協議させていただきます。 

 

(136) 内訳書 P46 第 0010 号 立坑築造工 床

掘りにおいて、SMW 内壁面のソイル壁を平坦に

(136) 立坑築造時における掘削については床

掘りを想定して積算しています。なお、現場
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除去する作業が発生しますが、その作業は別途

変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。 

状況に応じて別途協議させていただきます。 

(137) 内訳書 P46 第 0010 号 立坑築造工 床

掘りで発生する SMW 内壁面のセメント混入塊

は、発生残土と同様な処分扱いでしょうか。 

(137) そのとおりです。なお、現場状況に応

じて別途協議させていただきます。 

(138) 内訳書 P46 第 0010 号 立坑築造工 床

掘りにおいて、柱状図で泥岩と記載された深度

も土砂扱いの掘削計上となっています。強度に

より変更協議の対象と考えてよろしいでしょう

か。 

(138) 必要に応じて別途協議させていただき

ます。 

(139) 内訳書 P48 第 0010 号 立坑築造工

03234 発生土・AS 塊・Co 塊処理 308m3 は摘要欄

に「発生土 仮⇔改」と記載されていますが、

仮置場→現場の改良土運搬のことでしょうか。 

(139) そのとおりです。 

(140) 内訳書 P77 第 0021 号 坑外設備工 濁

水処理設備運転工 1式において、濁水処理後の

排水の放流先をどのようにお考えでしょうか。 

(140) 公共下水道に放流する想定です。 

 

(141) 内訳書 P77 第 0021 号 坑外設備工 濁

水処理設備運転工に含まれる泥土運搬工 705 回

の処分費はどこに計上されていますか。 

(141) 第 0021 号 坑外設備工 濁水処理設備

運転工は泥土及び泥水量を確定することが困

難であるため処分量を計上しておりません。

必要に応じて別途協議させていただきます。 

(142) 内訳書 P81 第 0024 号 仮設電力設備工 

切羽照明において、1個当りランプ個数は何個

計上されていますか。 

(142) (74)と同様です。 

 

(143) 内訳書 P83 第 0025 号 路面復旧工 と

りこわし掘削積込において、大型ブレーカまた

はコンクリート圧砕装置のどちらによるとりこ

わしかご教示下さい。 

(143) (34)と同様です。 

(144) 内訳書 P91 第 0029 号 発生土等処理 

建設汚泥処理料 4330m3 の摘要欄にヨコハマ全建

と記載されていますが、現在、汚泥処分を行っ

ていないようです。処分先が変わる場合は変更

協議の対象と考えてよろしいでしょうか。 

(144) 設計書のとおり積算してください。   

状況に応じて別途協議させていただきます。 

(145) 内訳書 P114 第 42 号 鋼製さや管推進

ボーリング推進工において、挿入用本管はφ

500VU となっていますが、図面 15/93 では FRPM

と記載されています。内訳書のとおりでよろし

いでしょうか。 

(145) そのとおりです。 

(146) 内訳書 P118 第 0925 号 事業損失防止

施設費 東電洞道内保安措置 1式に見込まれて

いる変位変状調査は常時観測をお考えでしょう

か。調査の具体的方法と期間をご教示下さい。 

(146) (25)と同様です。 

(147) 内訳書 P118 第 0935 号 役務費 借料

及び借地単価は、現場管理費・一般管理費の率

対象額に含まれますか。 

(147) そのとおりです。 

(148) 内訳書 P118 第 0935 号 役務費 借地

単価（道路局用地）1872m2 は、図面 93/93 シー

ルド発進基地 仮囲い・敷鉄板配置図（参考

図）に示す仮囲い内の全てが対象面積ではない

のでしょうか。道路局用地以外の作業ヤード

は、無償と考えてよろしいでしょうか。1872m2

の数量根拠をご教示下さい。 

(148) 両発進立坑道路局用地全体から減免対

象である防音ハウス面積を差し引いた面積

52m2 に借用予定期間 36 箇月を掛けたもので

す。 
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(149) 内訳書 P118 第 0935 号 役務費 借地

料 5330m2 は、仮置場の借地料でしょうか。ま

た、借地期間は全工期でしょうか。借地目的、

借地期間及び借地面積をご教示下さい。 

(149) 借地料 5,330m2 は、仮置場として使用

し、借地期間は管及び残土が発生する期間を

算定し、計算しております。 

なお、数量は以下の計算によります。 

・管材用(φ800) 220m2×10 箇月(2,200m2･月) 

・管材用(φ200) 70m2×2箇月(140m2･月) 

・残土等用(φ800) 130×20 箇月(2,600m2･月) 

・残土等用(φ200) 130×3 箇月(390m2･月) 

(合計 5,330m2) 

(150) 内訳書 P118 第 0935 号 役務費 借地

料 5330m2 において、具体的な借地場所は想定さ

れていますか。 

(150) 位置等の指定はありません。 

(151) 内訳書 P118 第 0935 号 役務費 借地

単価（道路局用地）は、占用料単価 1200 円（1

年以上は非課税）を課税分割り戻した単価 1090

円になっているのでしょうか。また、道路局と

の契約にはどのくらいの手続き期間が必要です

か。 

(151) そのとおりです。また、契約について

は使用届を出したのち１箇月程度必要となり

ます。 

 

(152) 内訳書 下 AM00090 号 ブロワ設備工

03162 換気工には電力料金が含まれますか。 

(152) 換気工は電力料金を含みます。 

(153) 内訳書 共 SJ0190 号 シールド機仮発進

工 ジャッキ台 8.9 台は、8.9m の単位の誤記載

でしょうか。 

(153) 設計書のとおり積算してください。 

(154) 内訳書 共 SJ0030 号 機械器具損料(１)

において、諸雑費(まるめ)項目がありません

が、端数処理がないと考えてよろしいでしょう

か。 

(154) 設計書のとおり積算してください。 

(155) 内訳書 共 SJ0510 号 流動化材充填工に

おいて、諸雑費(率+まるめ)の対象は項目すべて

と考えてよろしいでしょうか。 

(155) (17)と同様です。 

(156) 個別登録単価一覧表 P10 V001001016-

03200 600V ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV22mm2～

V001208004-03209 漏電遮断器 600V 3P 

200AF まで 8項目は購入単価が表示されている

と考えてよろしいでしょうか。 

(156) そのとおりです。 

(157) 個別登録単価一覧表 P10 V001311001-

03210 照明器具（坑内照明用）40w 蛍光灯 6660

円/個は、購入単価あるいは損料単価のどちらで

しょうか。 

(157) 本設計では、40w 蛍光灯の購入単価を

6660 円/個として積算しておりますが、必要に

応じて別途協議させていただきます。 

(158) 個別登録単価一覧表 P10 V001514008 が

いし（配電線用）低圧引留がいし 75×65 の 187

円/個は購入単価でしょうか。 

(158) そのとおりです。 

(159) 個別登録単価一覧表 P11 Y001102000-

03172 アスファルト混合物 10100 円/ｔの規格を

ご教示下さい。 

(159) 再生開粒度アスファルト混合物(13)で

す。 

(160) 条件明示書 P1 2 用地関係(2)「本工事の

工事用地は別紙図面のとおりとし・・・」と記

載されていますが、別紙図面とはどの図面でし

ょうか。図面番号をご教示下さい。 

(160) 別紙図面とは、図番 92/93, 93/93 にな

ります。 

(161) 施工条件明示書 1工程関係(2) 「第 6

路線における施工時間は 22 時から 5時までとす

る。」とありますが、路線バス運行時間は（５時

(161) (119)と同様です。 
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代後半～２２時後半）になっており、バス会社

との協議ではさらに施工時間が短くなります

か。 

(162) 施工条件明示書 5安全対策関係 (3)安

全管理指定工事に「東電洞道、相鉄トンネル及

び JR 貨物栓軌道が影響範囲となり、鉄塔が近接

する」と記載されていますが、各施設の影響検

討結果を踏まえて各管理者と設計協議を終えて

いると考えてよろしいでしょうか。 

(162) 事前協議は行っておりますが、施工計

画検討後、別途施工協議が必要となります。 

 

(163) 図面 2/93 平面図(1) A 部詳細図でφ400

不断水取出しは、環状 2号線車道内の施工とな

りますが、昼間に道路上工事ができると考えて

よろしいでしょうか。また、道路管理者との設

計協議を終えていると考えてよろしいでしょう

か。 

(163) (162)と同様です。  

 

(164) 図面 2/93 平面図(1) に示す環２側φ800

不断水立坑、環２側到達立坑、第１～3路線施

工において、隣接家屋の自家用車の代替え駐車

場等が必要な場合、その費用は変更協議対象と

考えてよろしいでしょうか。 

(164) 現場状況を考慮した設計としておりま

すが、必要に応じて別途協議させていただき

ます。 

 

(165) 図面 2/93 平面図(1) 環 2 側到達付近の

歩道には、車止めポールが多数設置してありま

すが、工事に支障がとなるものは撤去復旧にな

ります。その費用は変更協議の対象と考えてよ

ろしいでしょうか。 

(165) 必要に応じて別途協議させていただき

ます。 

  

(166) 図面 55/93 環２側 800×800 不断水立坑仮

設図(参考図)に BorNO.1 ボーリング柱状図が記

載され、地表面から 8.4m まで盛土となっており

ます。ライナープレート掘削土留施工時に崩壊

の恐れがある場合、対策工は変更協議の対象と

考えてよろしいでしょうか。 

(166) 地質調査に基づき土留め工法を選定し

ておりますが、現場状況に応じて別途協議さ

せていただきます。 

(167) 図面 40/93 排水管推進部概要図(参考図)

において、既設 特殊人孔内は常時流入されて

いますか。人孔内施工時は排水処理が必要でし

ょうか。 

(167) 排水処理は必要ありません。  

(168) 図面 42/93 緊急給水栓平面図に示す上星

川小学校内及び学校裏側階段部の施工は、時期

や時間制約の条件はありますか。また、小学校

とは協議を終えていますか。 

(168) 事前協議により基本的には施工時期は

長期休暇中に行うことが望ましいとの要望を

受けていますが、施工計画検討後に協議が必

要となります。 

(169) 図面 45/93 撤去・使用廃止管平面図(2)に

示す撤去Ｂタイプの施工は、車両通行止めで行

うお考えでしょうか。 

(169) 片側交互通行での施工を想定しており

ます。 

(170) 図面 92/93 シールド発進基地設備図(参考

図)において、発進基地出入り口歩道には植樹帯

があり、その一部の撤去復旧及び舗装の打ち替

えが必要になりますが、変更協議の対象と考え

てよろしいでしょうか。 

(170) 現場状況に応じて別途協議させていた

だきます。 

(171) 図面 93/93 シールド発進基地 仮囲い・

敷鉄板配置図(参考図)に示す仮囲い及び敷き鉄

板の費用は、内訳書のどこに含まれています

か。含まれていない場合、変更協議の対象と考

えてよろしいでしょうか。 

(171) 仮囲いなどの費用は共通仮設費の率分

に含まれます。敷鉄板については、現場状況

に応じて協議させていただきます。 
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(172) 本工事の積算に使用されている物価資料

は令和 2年 3月版と考えてよろしいでしょう

か。単価採用月をご教示下さい。 

(172) (14)と同様です。 

(173) 本工事の積算に使用されている局単価の

採用年月版をご教示下さい。 

(173) (15)と同様です。 

(174) 本工事の積算に使用されている土木工事

積算基準は、横浜市水道局令和 2年 3月版でよ

ろしいでしょうか。市民情報センターでは閲覧

図書にないと聞きました。 

(174) 土木工事積算基準の適用年版について

は、現場説明書では、令和２年３月版との記

載がありますが、令和元年 10 月版を適用して

ください。なお、積算内容に変更はありませ

ん。 

(175) 本工事に通水試験等が計上されていませ

んが、既設管φ800、700 の廃止撤去が可能とな

る施工条件は、二次覆工を含めた新設管の通水

後になりますか。既設管廃止・撤去に着手可能

となる施工条件をご教示下さい。 

(175) そのとおりです。二次覆工を含めた新

設管の通水後施工可能となります。 

 

(176) 本工事で使用されている物価資料（建設物

価・積算資料）は何月号を使用されているかご教示

下さい。 

(176) (14)と同様です。 

(177) 「管路埋戻(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ) 購入土,改

良土, ｸﾛ-ﾗ型山積 0.28m3, 排出ｶﾞｽ対策型(第 2

次基準値)」で使用される改良土の単価は、横浜

市道路局単価の「Z100009872 ほぐし土量 大

粒径 40mm 建設発生土持込ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し」、横浜市

環境創造局単価の「Z403011001 埋戻用改良土 

大粒径 40」、「Z403011005 改良土(購入) 不足

埋戻用」のどの単価を使用されているかご教示

下さい。 

(177) 入力条件「購入土,改良土」に記載して

ある改良土とは横浜市道路局単価の

「Z100009872 ほぐし土量 大粒径 40mm 建設

発生土持込ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し」を使用しております。 

   

(178) 「基礎砕石 人力敷均し  H0.45m3,RC-

40,15cm」のバックホウは 2 次基準値と考えてよ

ろしいでしょうか。 

(178) バックホウ クローラ型 山積 0.45m3

［平積 0.35m3］は排出ガス対策型１次基準値

です。 

(179) 「管路埋戻（人力） 改良土」において、

改良土の単価は、横浜市道路局単価の

「Z100009872 ほぐし土量 大粒径 40mm 建設

発生土持込ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し」、横浜市環境創造局単価

の「Z403011001 埋戻用改良土 大粒径 40」、

「Z403011005 改良土(購入) 不足埋戻用」のど

の単価を使用されているかご教示下さい。 

(179) 入力条件「改良土」に記載してある改

良土とは横浜市道路局単価の「Z100009872 ほ

ぐし土量 大粒径 40mm 建設発生土持込ﾌﾟﾗﾝﾄ

渡し」を使用しております。 

 

(180) 「SJ0510 号 流動化材充填工」SJ0510 号（率

+まるめ）16％の対象行は、【1】とありますが、

【1】が見当たりません。諸雑費（率+まるめ）の

対象項目をご教示下さい。 

(180) (17)と同様です。 

(181) 切羽照明のランプの個数をご教示ください。 (181) (75)と同様です。 

(182) 全体工程表を、ご提示願います。 (182) 想定している全体工程は、契約後設計

説明時に提示します。 

(183) 公共工事設計労務単価について、令和 2

年 3月を適用されていますか。あるいは、平成

31 年 3 月を適用されていますか。 

(183) 公共工事設計労務単価について、令和

２年３月版を適用しています。 

(184) 物価資料の適用年月をご教示ください。 (184) (14)と同様です。 

(185) 建設機械等損料表の適用年度をご教示く

ださい。 

(185) (16)と同様です。 

(186) 共通仮設費、現場管理費、一般管理費等

の経費率について、土木工事積算基準（横浜市

(186) そのとおりです。 
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水道局令和 2年 3月版）を適用していると考え

てよろしいでしょうか。 

(187) 受注者希望型週休 2日制確保ﾓﾃﾞﾙ工事に

ついて、国土交通省通達の休日率「4週 8休以

上」の補正率を適用して増額補正をされている

でしょうか。 

(187) 当初設計において補正はしていませ

ん。詳細については、横浜市週休２日制確保

モデル工事実施要領をご確認下さい。 

(188) 夜間施工について、労務費の補正をされ

ているでしょうか。 

(188) (33)と同様です。  

(189)夜間施工は、22 時から 5時までの 7時間

ですが、労務費は 7時間分を計上されているの

でしょうか。それとも、一日分（8時間分）の

労務費を計上されているのでしょうか。 

(189) 一日分（８時間分）の労務費を計上し

ています。 

(190) 第 0001 号内訳書 管路土工 の 02612 発

生土・As 塊・Co 塊処理、02573 発生土・As 塊・

Co 塊処理、02613 発生土・As 塊・Co 塊処理、

02575 発生土・As 塊・Co 塊処理及び 02579 発生

土・As 塊・Co 塊処理について、処理料金は計上

しないものと考えてよろしいでしょうか。 

(190) 第 0001 号内訳書 管路土工 枝番

02612,02573,02613,02575 の発生土・As 塊・

Co 塊処理は現場から仮置場までの運搬を積算

しているため処分費は計上しません。また、

枝番 02579 の発生土・As塊・Co 塊処理は改良

土の建設発生土持込ﾌﾟﾗﾝﾄ渡しの運搬を積算し

ているため処分費は計上しません。 

(191) 第 0001 号内訳書 管路土工 の 02252 発

生土・As 塊・Co 塊処理、02253 発生土・As 塊・

Co 塊処理、00646 発生土・As 塊・Co 塊処理、

02254 発生土・As 塊・Co 塊処理、02256 発生

土・As 塊・Co 塊処理及び 02255 発生土・As

塊・Co 塊について、処理料金は計上しないもの

と考えてよろしいでしょうか。 

(191) 第 0001 号内訳書 管路土工 枝番

02252,02253,00646,02254 の発生土・As 塊・

Co 塊処理は現場から仮置場までの運搬を積算

しているため処分費は計上しません。枝番

02256 の発生土・As 塊・Co 塊処理は埋戻土を

仮置場から現場への運搬を積算しているため

処分費は計上しません。また、枝番 02255 の

発生土・As塊・Co 塊処理は改良土の建設発生

土持込ﾌﾟﾗﾝﾄ渡しの運搬を積算しているため処

分費は計上しません。 

(192) 第 0001 号内訳書 管路土工 の 01318 発

生土・As 塊・Co 塊処理、01320 発生土・As 塊・

Co 塊処理、01322 発生土・As 塊・Co 塊処理及び

03152 発生土・As 塊・Co 塊処理について、処理

料金は計上しないものと考えてよろしいでしょ

うか。 

(192) 第 0001 号内訳書 管路土工 枝番

01318,01320, 01322, 03152 の発生土・As

塊・Co 塊処理は現場から仮置場までの運搬を

積算しているため処分費は計上しません。 

(193) 第 0001 号内訳書 管路土工 の 01341 発

生土・As 塊・Co 塊処理、01342 発生土・As 塊・

Co 塊処理、01343 発生土・As 塊・Co 塊処理及び

01344 発生土・As 塊・Co 塊処理について、処理

料金は計上しないものと考えてよろしいでしょ

うか。 

(193) 第 0001 号内訳書 管路土工 枝番

01341, 01342, 01343 の発生土・As 塊・Co 塊

処理は現場から仮置場までの運搬を積算して

いるため処分費は計上しません。また、枝番

01344 の発生土・As 塊・Co 塊処理は改良土の

建設発生土持込ﾌﾟﾗﾝﾄ渡しの運搬を積算してい

るため処分費は計上しません。 

(194) 第 0001 号内訳書 管路土工 の 01845 発

生土・As 塊・Co 塊処理、01846 発生土・As 塊・

Co 塊処理、01847 発生土・As 塊・Co 塊処理、

01848 発生土・As 塊・Co 塊処理及び 01850 発生

土・As 塊・Co 塊処理について、処理料金は計上

しないものと考えてよろしいでしょうか。 

(194) 第 0001 号内訳書 管路土工 枝番

01845, 01846, 01847, 01848 の発生土・As

塊・Co 塊処理は現場から仮置場までの運搬を

積算しているため処分費は計上しません。ま

た、枝番 01850 の発生土・As 塊・Co 塊処理は

改良土の建設発生土持込ﾌﾟﾗﾝﾄ渡しの運搬を積

算しているため処分費は計上しません。 

(195) 第 0002 号内訳書 管布設工 の 03019 内

面塗装(無溶ｴﾎﾟ 0.5 ㎜塗)管円周について、内面

塗料を計上しないものと考えてよろしいでしょ

(195) 材料費も含まれています。内面塗料の

規格については、水道工事標準仕様書により

ます。 
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うか。また、計上する場合は、内面塗料の規格

等をご教示ください。  

 

 

(196) 第 0002 号内訳書 管布設工 の 03020 外

面塗装(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ)熱収縮ﾀｲﾌﾟ及び 03021 外面塗

装(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ)熱収縮ﾀｲﾌﾟについて、ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ

を計上しないものと考えてよろしいでしょう

か。また、計上する場合は、ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄの規格等

をご教示ください。 

(196) 材料費も含まれています。ジョイント

コートの規格は、水道工事標準仕様書により

ます。 

(197) 第 0002 号内訳書 管布設工 の 00018 鋳

鉄管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工及び 02902 鋳鉄管布設 

管明示ﾃｰﾌﾟ工について、明示ﾃｰﾌﾟ材料費を計上

しないものと考えてよろしいでしょうか。ま

た、計上する場合は、明示ﾃｰﾌﾟの規格等をご教

示ください。 

(197) そのとおりです。明示テープ材料費は

内訳書 第 0032 号 材料費（管材費以外）にて

計上しています。 

(198) 第 0002 号内訳書 管布設工 の 00019 ﾎﾟ

ﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工及び 02903 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆

工について、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞを計上しないものと

考えてよろしいでしょうか。また、計上する場

合は、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞの規格等をご教示くださ

い。 

(198) 材料費も含まれています。ポリエチレ

ンスリーブの規格は配管材料調達に関する特

記仕様書によります。 

(199) 第 0002 号内訳書 管布設工 の 00020 管

明示ｼｰﾄ工について、材料費を計上しないものと

考えてよろしいでしょうか。また、計上する場

合は、明示ｼｰﾄの規格等をご教示ください。 

(199) そのとおりです。明示シート材料費は

内訳書 第 0032 号 材料費（管材費以外）にて

計上しています。 

(200) 第 0002 号内訳書 管布設工 の 01350 不

断水連絡工について、不断水穿孔機損料計上方

法をご教示ください。 

(200) 水道事業実務必携（第二編参考資料第

２章建設機械損料算定表）と横浜市水道局土

木工事資材等単価表（令和２年１月）より算

出しています。 

(201) 第 0002 号内訳書 管布設工 の 01351 鋳

鉄管布設ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合について、材料費を計上

しないものと考えてよろしいでしょうか。ま

た、計上する場合は、材料の名称・規格等をご

教示ください。 

(201) そのとおりです。材料費は内訳書 第

0030 号 材料費（管材費）（ダクタイル）にて

計上しています。 

(202) 第 0002 号内訳書 管布設工 の 01352 鋳

鉄管布設及び継手接合工(GX 形)、01353 鋳鉄管

布設及び継手接合工(GX 形)及び 01354 鋳鉄管布

設及び継手接合工(GX 形)について、材料費を計

上しないものと考えてよろしいでしょうか。ま

た、計上する場合は、材料の名称・規格等をご

教示ください。 

(202) そのとおりです。材料費は内訳書 第

0030 号 材料費（管材費）（ダクタイル）にて

計上しています。 

(203) 第 0002 号内訳書 管布設工 の 01854 鋳

鉄管布設 吊込み据付工 機械、01855 鋳鉄管

布設 吊込み据付工 機械及び 01856 鋳鉄管布

設 吊込み据付工 機械について、材料費を計

上しないものと考えてよろしいでしょうか。ま

た、計上する場合は、材料の名称・規格等をご

教示ください。 

(203) そのとおりです。材料費は内訳書 第

0030 号 材料費（管材費）（ダクタイル）にて

計上しています。 

(204) 第 0002 号内訳書 管布設工 の 01868 鋳

鉄管切断・溝切 2工程(切断機)(NS・S・KF・UF)

について、鋳鉄管切断機・溝切加工機損料の計

上方法をご教示ください。 

(204) 水道事業実務必携（第二編参考資料第

２章建設機械損料算定表）と横浜市水道局土

木工事資材等単価表（令和２年１月）より算

出しています。 

(205) 第 0002 号内訳書 管布設工 の 01871 ﾎﾟ (205) 材料費も含まれています。ポリエチレ
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ﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工、01872 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工

及び 01873 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工について、ﾎﾟﾘｴﾁ

ﾚﾝｽﾘｰﾌﾞを計上しないものと考えてよろしいでし

ょうか。また、計上する場合は、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ

の名称・規格等をご教示ください。 

ンスリーブの規格は配管材料調達に関する特

記仕様書によります。 

(206) 第 0002 号内訳書 管布設工 の 01874 鋳

鉄管布設 管明示ﾃｰﾌﾟ工、01875 鋳鉄管布設 

管明示ﾃｰﾌﾟ工及び 01876 鋳鉄管布設 管明示ﾃｰ

ﾌﾟ工について、明示ﾃｰﾌﾟ材料費を計上しないも

のと考えてよろしいでしょうか。また、計上す

る場合は、明示ﾃｰﾌﾟの規格等をご教示くださ

い。 

(206) そのとおりです。明示テープ材料費は

内訳書 第 0032 号 材料費（管材費以外）にて

計上しています。 

(207) 第 0002 号内訳書 管布設工 の 01877 管

明示ｼｰﾄ工について、材料費を計上しないものと

考えてよろしいでしょうか。また、計上する場

合は、明示ｼｰﾄの規格等をご教示ください。 

(207) そのとおりです。明示シート材料費は

内訳書 第 0032 号 材料費（管材費以外）にて

計上しています。 

(208) 第 0004 号内訳書 管路路面覆工 の

03100 横矢板設置・撤去、03248 横矢板設置・撤

去及び 03102 横矢板設置・撤去について、横矢

板材料の名称、規格をご教示ください。 

(208) 横矢板材料の名称は松板材です。規格

は長さ４ｍ、厚さ 3.0ｃｍ、巾 18～21ｃｍを

使用して積算しています。 

(209) 第 0004 号内訳書 管路路面覆工 の

02617 構造物とりこわし、02963 構造物とりこわ

しについて、夜間作業有りと考えてよろしいで

しょうか。 

(209) そのとおりです。 

 

(210) 第 0005 号内訳書 弁類及び消火栓設置工 

の 02904 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(鋳鉄・鋼板)機械、02905

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(鋳鉄・鋼板)機械、01895 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ

弁設置(鋳鉄・鋼板)機械及び 01896 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設

置(鋳鉄・鋼板)機械について、ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁の材料

費を計上しないものと考えてよろしいでしょう

か。 

(210) そのとおりです。材料費は内訳書 第

0030 号 材料費（管材費）（ダクタイル）にて

計上しています。 

(211) 第 0005 号内訳書 弁類及び消火栓設置工 

の 02908 空気弁及び空気弁座設置及び 01897 空

気弁及び空気弁座設置について、空気弁の材料

費を計上しないものと考えてよろしいでしょう

か。 

(211) そのとおりです。材料費は内訳書 第

0030 号 材料費（管材費）（ダクタイル）にて

計上しています。 

(212) 第 0005 号内訳書 弁類及び消火栓設置工 

の 02966 仕切弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横)人力及

び 01898 仕切弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(縦・横)人力に

ついて、仕切弁の材料費を計上しないものと考

えてよろしいでしょうか。 

(212) そのとおりです。材料費は内訳書 第

0030 号 材料費（管材費）（ダクタイル）にて

計上しています。 

(213) 第 0005 号内訳書 弁類及び消火栓設置工 

の 02965 鋳鉄管布設ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合及び 02911 鋳

鉄管布設ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合ついて、材料費を計上し

ないものと考えてよろしいでしょうか 

(213) そのとおりです。材料費は内訳書 第

0030 号 材料費（管材費）（ダクタイル）にて

計上しています。 

(214) 第 0005 号内訳書 弁類及び消火栓設置工 

の 01365 鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型)ついて、

弁の設置方法は縦型と考えてよろしいでしょう

か。また、仕切弁の材料費を計上しないものと

考えてよろしいでしょうか。 

(214) そのとおりです。材料費は内訳書 第

0030 号 材料費（管材費）（ダクタイル）にて

計上しています。 

(215) 第 0010 号内訳書 立坑築造工 の 02272

構造物とりこわしについて、夜間作業有りと考

(215) そのとおりです。 
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えてよろしいでしょうか。 

(216) 第 0010 号内訳書 立坑築造工 の 02283

ｸﾞﾗｳﾄ工及び 02284 ｸﾞﾗｳﾄ工について、材料費を

計上しないものと考えてよろしいでしょうか。

また、計上する場合は、ｸﾞﾗｳﾄ材の配合をご教示

ください。 

(216) 第 0010 号内訳書 立坑築造工 の

02283 ｸﾞﾗｳﾄ工及び 02284 ｸﾞﾗｳﾄ工にはｸﾞﾗｳﾄ材

は含まれています。配合については特定の配

合を使用していませんが、計上しているｸﾞﾗｳﾄ

材は環境創造局土木資材等単価表に記載のｸﾞﾗ

ｳﾄ材を使用しています。 

(217) 第 10 号内訳書 立坑築造工について、鋼

製山留材の損料が 7～１２箇月となっています

が、シールド一次覆工、二次覆工の期間で考え

ると期間がもっと長くなると思われます。期間

延長となった場合、設計協議対象と考えてよろ

しいでしょうか。 

(217) 現場状況に応じて別途協議させていた

だきます。 

(218) 第 10 号内訳書 立坑築造工について、床

掘り、残土一次運搬工等が昼間の施工条件とな

っておりますが、改良土二次運搬工 1259m3 は夜

間の施工条件となっています。改良土二次運搬

工は夜間施工と考えてよろしいでしょうか。 

(218) 設計書のとおり積算してください。 

 

(219) 第 0011 号内訳書 路面覆工 の 02337 構

造物とりこわしについて、夜間作業有りと考え

てよろしいでしょうか。 

(219) そのとおりです。 

(220) 第 0012 号内訳書 既設管撤去工 の

02110 流動化材充填工について、SJ0510 号単価

表 流動化材充填工の諸雑費(率)の対象をご教

示ください。 

(220) 単価表 共ＳＪ0510 号 流動化材充填工

に率分の諸雑費は計上されていません。な

お、必要に応じて別途協議させていただきま

す。 

(221) SJ0440 号単価表 鉄骨工防音ﾊｳｽ の

03111 塗装費(防音ﾊｳｽ)について、塗装材料費を

計上していると考えてよろしいでしょうか。 

(221) そのとおりです。 

(222) 個別登録単価表 P-10 V001311001-03210 

照明器具(坑内照明用)40W 蛍光灯防湿・防雨型 

の単価 6,660 は基礎価格ですか。損料査定後の

価格ですか。 

(222) 設計書のとおり積算してください。 

(223) 基礎価格の場合、上記の項目を使用する

坑内照明は器具損料率(3年未満)を掛けた単価

に変更することでよろしいでしょうか。 

(223) (222)と同様です。 

 

(224) 個別登録単価表 P-10 V001310005-03211 

照明器具(切羽照明用)ﾘﾌﾚｸﾀ投光器 500W ｶﾞｰﾄﾞ取

付金具付きの単価 3,870 は基礎価格ですか。損

料査定後の価格ですか。 

(224) 個別登録単価表 P-10 V001310005-

03211 照明器具(切羽照明用)ﾘﾌﾚｸﾀ投光器 500W

ｶﾞｰﾄﾞ取付金具付きの単価 3,870 は基礎価格に

なります。代価（WB253890）の中で横浜市土

木工事標準積算基準に基づいた器具損料率

（３年未満）がかけられています。 

(225) 上記価格が基礎価格の場合、上記の項目

を使用する工事用照明及び切羽照明は器具損料

率(3 年未満)を掛けた単価に変更することでよ

ろしいでしょうか。 

(225) (224)と同様です。 

 

(226) 第 0024 号内訳書 仮設電力設備工の

03193 切羽照明 について、照明器具 1個当りに

ランプは何個見込んでいますか。 

(226) (75)と同様です。 

 

(227) 管理費区分について、記号：Uは管材費

の取扱いを表していると考えてよろしいでしょ

うか。 

(227) 管理費区分については、土木積算シス

テム管理費区分一覧表のとおりです。下記 URL

に掲載されています。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/ 



20 

 

city-info/zaisei/kokyo/sekkei-sekoh/ 

sekisan-system.html 

(228) 改良土について、仮置場からプラントに

運搬とありますがどこのプラントかご教示くだ

さい。 

(228) 横浜改良土センターを想定していま

す。 

(229) 各掘削にて仮置場ありますが、どちらを

想定していますか。 

(229) 仮置場として特定の場所は想定してい

ません。 

(230) 役務費にて借地料が 5330ｍ2・月とあり

ます。数量の算出根拠をご教示ください。 

(230) (149)と同様です。 

(231) 役務費にて借地単価(道路局用地)で 1872

ｍ2・月とあります。数量の算出根拠をご教示く

ださい。 

(231) (148)と同様です。 

以下余白 以下余白 

 


