
設計図書等に対する回答書 

 

令和３年１０月６日 

 

工事(業務)番号 建築第１３号 

 工事(業務)名  旧高齢者ふれあいセンター梅寿園解体撤去工事 

                   工事等担当課名 都市政策課 建築課 

番号 

１ 

質問内容・設計図書（P1）・図面番号（ ） 

 建設副産物処理費に積込運搬費は含まれていますか。  

回答内容 

 含んでおります。  

番号 

２ 

質問内容・設計図書（P1）・図面番号（ ） 

 屋根ふき材のカラーベストの石綿含有分析は実施されていますか。 

 未実施ならその分析費用と石綿含有の場合の撤去及び処分に係る費用は設計変更対象と

考えてよろしいか。 

回答内容 

 屋根ふき材の石綿含有分析は実施しておりません。 

石綿含有分析調査を実施の上、石綿を含有している場合は調査費と撤去費及び処分費を精

算対象とします。 

番号 

３ 

質問内容・設計図書（P6）・図面番号（A-5 A-10 A-11） 

搬出土を運搬して敷き均しをする場合は、解体跡地ですか広場ですか。 

2種類の図面があります。 

回答内容 

解体跡地の一部及び広場の全面に敷き均しを行います。 

番号 

４ 

質問内容・設計図書（P4）・図面番号（ ） 

地下オイルタンクの中和洗浄処理は済んでいますか。 

回答内容 

 地下オイルタンク貯留槽内部は中和洗浄処理済みです。 

番号 

５ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

屋根材カラーベスト・外壁リシン吹付・その他において石綿含有が認められた場合、別途

協議と考えてよろしいか。 

回答内容 

 石綿含有事前調査を行っており、吹付材及び保温材については含有していません。 

大平板については、アスベストを含有していたため、撤去処分費用を計上しております。 

屋根ふき材については、番号２のとおり。 

番号 

６ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

綾部山入り口において重機・車両進入に干渉する樹木の枝払いは可能ですか？ 

回答内容 

 重機・車両進入に干渉する樹木の枝払いは可能です。 



番号 

７ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

 アスベストの事前調査は行われていますか？ 

回答内容 

 番号５のとおり。 

番号 

８ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

 内部残置物がある場合別途清算と考えてよろしいか。 

回答内容 

図面に明記しているもの以外の残置物はありません。 

 

 

工事(業務)番号  都市計画第４０号 

 工事(業務)名   市営駐車場（下川原）整備工事 

                   工事等担当課名 都市政策部 都市計画課 

番号 

１ 

質問内容・設計図書（頁 0-0010）・図面番号（ ） 

「キャップ φ13」と「キャップ φ20」の詳しい規格をお教えください。 

回答内容 

 「キャップ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIφ13」、「キャップ 水道用硬質ポリ塩化

ビニル管継手 HIφ20」で積算しています。  

番号 

２ 

質問内容・設計図書（頁 0-0078）・図面番号（ ） 

 「施工 第 0-0055 号内訳表 プレキャストマンホール」の「PB 式ハンドホール H1-

6(600*600*600)R2K-60蓋付」の単価の出典元をお教えください。 

回答内容 

 物価資料等により積算しています。 

番号 

３ 

質問内容・設計図書（頁 0-0085）・図面番号（ ） 

 「施工 第 0-0062号内訳表 分電盤設置[ポール取付]」の歩掛元をお教えください。 

回答内容 

 国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編）に基づき積算しています。 

番号 

４ 

質問内容・設計図書（頁 0-0119）・図面番号（ ） 

 「施工 第 0-0092 号内訳表 平石張(花こう岩)」の「花こう岩」の単価の出典元をお教

えください。 

回答内容 

 物価資料等により積算しています。 

番号 

５ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

 使用材料の発注から納入までに要する期間が長期に及ぶ為、工期の延長は可能でしょう

か？（海外から搬入する石材等） 

回答内容 

現在のところは、工期延長は予定していません。 

実施にあたって、諸般の事情により考慮します。 

 

 



工事(業務)番号 都市計画第４９号 

 工事(業務)名  龍野 さくら再生事業樹木伐採・植樹業務委託 

                   工事等担当課名 都市政策部 都市計画課 

番号 

１ 

質問内容・設計図書（7ページ）・図面番号（ ） 

 有機質土壌改良材の施用基準図の 併用改良材：ピートモス特 A級（国産泥炭）3.3ｇは、 

併用改良材：ピートモス A級（国産泥炭）3.3㎏で、良いでしょうか 

 ピートモス特 A級であれば見積単価を、お知らせください。  

回答内容 

 併用改良材：ピートモス A級（国産泥炭）3.3kgで積算しています。 

番号 

２ 

質問内容・設計図書（頁 0-0006）・図面番号（ ） 

 「施工 第 0-0001 号内訳表 植栽工」の「ピートモス特 A 級」の単価元をお教えくださ

い。 

回答内容 

 併用改良材：ピートモス A級（国産泥炭）で積算しており、物価資料等により積算してい

ます。 

番号 

３ 

質問内容・設計図書（頁 0-0006）・図面番号（ ） 

 「施工 第 0-0001号内訳表 植栽工」の植栽割増は材料費・労務費が対象でしょうか？ 

回答内容 

 兵庫県県土整備部土木工事標準基準書に基づき積算しています。 

番号 

４ 

質問内容・設計図書（P2）・図面番号（ ） 

 ソメイヨシノの規格が樹高 3.5ｍ幹周 15 ㎝ですが、建設物価の樹高 3.5ｍ幹周 15 ㎝枝張

1.2ｍでよろしいでしょうか？ 

 枝張 1.2ｍが記載されていない理由がありますか？ 

回答内容 

 ソメイヨシノ樹高 3.5ｍ、幹周 15㎝、枝張 1.2ｍで積算しています。 

番号 

５ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（施用基準図） 

 併用改良材：ピートモス特 A級 3.3ｇ→3.3㎏ですね 

回答内容 

 番号１のとおり。 

番号 

６ 

質問内容・設計図書（施工単価表 第 2号内訳書）・図面番号（ ） 

 施工単価表→支柱工で植栽割増は、入ってないですか 

回答内容 

 植栽工の植栽割増には支柱工も含まれています。 

 

 

 

 

 

 

 



工事(業務)番号 道路維持第１６号 

 工事(業務)名  市道沢田６号線道路修繕工事 

                   工事等担当課名 都市建設部 建設課 

番号 

１ 

質問内容・設計図書（8/68）・図面番号（ ） 

 鋼製グレーチングの側溝用ゴム付きＧＩＳタイプの重量をご教授ください。  

回答内容 

鋼製グレーチング 側溝用ゴム付き（騒音防止）JIS タイプ 300 用 T-25 細目

500*410*95の重量は 22.0kg/枚を想定しています。 

 

 

工事(業務)番号 道路維持第１９号 

 工事(業務)名  市道松原４号線外舗装修繕工事 

                   工事等担当課名 都市建設部 建設課 

番号 

１ 

質問内容・設計図書（頁 0-0001）・図面番号（ ） 

 「C=時間的制約を著しく受ける場合,E=労務費調整係数(実数値)」は 14％の割増補正が労

務費に掛かっていると考えてよろしいでしょうか？  

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

 

 

工事(業務)番号 道路維持第２０号 

 工事(業務)名  矢ノ原橋架け替え工事（その２） 

                   工事等担当課名 都市建設部 建設課 

番号 

１ 

質問内容・設計図書（頁 0-0073）・図面番号（ ） 

 「施工 第 0-0054 号内訳表 大型ﾌﾞﾛｯｸ積」のうらかたくんＡ型は㎥あたりの単価で積算

しているということでよろしいでしょうか？  

回答内容 

 お見込みのとおりです。 

番号 

２ 

質問内容・設計図書（ ）・図面番号（ ） 

 施工単価表 第 0-0074 号内訳表 Ｈ形鋼賃料について、Ｈ型鋼（山留）主部材、副部材

Ａ・Ｂにはそれぞれ修理・損耗費を計上すればよろしかったでしょうか。 

回答内容 

 Ｈ型鋼（山留）主部材、副部材Ａ・Ｂについて、修理費及び損耗費を含む賃料として計上

しております。 

 

 


