
No. 区分 ページ 条項 質問 回答

1 入札説明書 2 3.(9) 特調単価をご提示下さい。
特調単価の開示は、「詰替袋（φ1,300、内袋なし）」「詰替袋（φ1,300、2重内袋付
き）」の2項目とします。
「【別紙】特調単価」で開示します。

2

入札説明書

除染等工事共通
仕様書

3

4

4 (8)

1-1-4（2）

除染等共通仕様書（第11版）1-1-4（2）に記載されているとおり、当工事に配置の放
射線管理責任者は受注者との直接的雇用関係は不要であり、また、他の除染工事
の放射線管理責任者との兼任が可能との理解でよろしいでしょうか。

「除染等工事共通仕様書（第11版）1-1-4（2）」のとおりです。
正誤表により訂正し、入札説明書を再掲します。

3 入札説明書 7 7.(6)
技術提案として「地元への配慮」とありますが、地元とは福島県内と
捉えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

4
入札説明書

様式3-2
配置予定技術者（放射
線管理責任者）の能力

様式3-2の注記※３にて、「記載したすべての業務に係る業務従事期間が確認でき
る書類（契約書、仕様書等）を添付すること。」と記載されていますが、所属会社の証
明印付きの経歴書は「確認できる書類」として認めていただけますでしょうか。ご教示
願います。

確認出来る書類として、所属する会社の代表者の押印した経歴書を添付して下さ
い。

5 現場説明書
1

5

2.(3)

12.7)

2.(3)では、共通仮設費と現場管理費の率が、それぞれ4.1％、26.2％となっておりま
す。また、12.7)では「間接費には復興係数(共通仮設費1.5、現場管理費1.2)を乗ず
るものとする。」と記載がありますので、「共通仮設費率：4.1%、現場管理費率：26.2%」
に復興係数を乗ずる、と考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

6 現場説明書 2 6

宿泊費や借上費など6項目が当初設計に計上しておらず、別途協議の上、設計変
更対象とされていますが、　共通仮設費及び現場管理費の率分にて、当初計上され
ている分も無いとの解釈でよろしいでしょうか。もし、率分で計上されている場合は、
その％をご教示ください。

積算基準書に記載のとおりです。入札参加者において適正に見積をしてください。

7 特記仕様書 5 第3章2.(3)1)
輸送車は、ダンプトラック(10t積)を標準とするとありますが、安全，環境負荷，調達，
効率等を勘案して協議の上、別仕様の車両を使用することは可能でしょうか。

ダンプトラック（10ｔ積）を標準としています。

8
本工事費内訳書

(金抜設計書)
19 11号代価表

「耐候性詰替袋 φ1,300、内袋付き」について、「１重内袋」と考えてよろしいでしょう
か。

「２重内袋」とします。
正誤表により訂正し、特記仕様書および積算参考資料を再掲します。

9
本工事費内訳書

(金抜設計書)
38 27号代価表

「19.1.1.3 除染電離則に係る安全講習費」について、｢環境省除染特別地域におけ
る除染等工事暫定積算基準（第11 版（改定版）：平成30 年5 月）｣(P261)に記載の
ある「普通作業員(内業)の労務単価の5.5/8.0 を適用する」と考えてよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。

10
本工事費内訳書

(金抜設計書)
資材単価 資材等の適用単価月は11月と考えてよろしいでしょうか。 平成30年12月単価とします。

11 入札説明書 1 3.(1)
提出書類等に記載する工事名は「①」や「②」を除いた「平成30年度中間貯蔵施設
に係る除去土壌等輸送工事（双葉町）」、「平成30年度中間貯蔵施設に係る除去土
壌等輸送工事（大熊町）」との認識で宜しいでしょうか。

貴見のとおりです。

平成３０年度中間貯蔵施設に係る除去土壌等輸送工事（双葉町）（大熊町）　質問・回答
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12 入札説明書 2 3.(9)
特記仕様書　P.3　第１章　８．　に示す『詰替袋（φ1,300、内袋なし）』及び『詰替袋
（φ1,300、内袋付き）』の特調単価についてお示しください。

回答No.1を参照してください。

13 入札説明書 3 4．（8）

放射線管理責任者について、「当該工事に専任で配置」とあり、一方、特記仕様書
P.3 11.主任（監理）技術者等の配置では、「放射線管理責任者を配置すること」とあ
ります。共通仕様書1-1-4（2）に記載の「他の除染等工事の放射線管理責任者と兼
任可」のとおり、他工事との兼任が可能との認識でよいでしょうか。

回答No.2を参照してください。

14 入札説明書 6 7.（3）ウ

資料を添付しない他の工事に、様式20を確認資料に代えて添付した場合、様式1-
1、様式1-2それぞれの「競争参加資格確認申請書」の「記」への記載内容は、定め
られた1.～3.のままでよろしいでしょうか。それとも「4．入札説明書７(3)アに定める参
加を希望する工事等一覧（様式２０）」などとして追記する必要がありますか。ご教示
願います。

追記の必要はありません。

15 入札説明書 6 7.（6）
「提案書等は、次に従いA4サイズ両面で作成すること」とありますが、技術提案書
（様式4-1～4）のみ両面印刷し、その他の各種証明書類（実績、資格等）について
は片面印刷でよろしいでしょうか。

両面印刷としてください。

16 入札説明書 7 7.（6）ウ（イ）
技術提案書の作成にあたり、装飾文字を使用しないこととありますが、「下線」の使用
は可能でしょうか。

可能です。

17 入札説明書 10 10.（2）　Ⅳ 本項における「地元」とは、具体的にどの地域を示すものでしょうか。 回答No.3を参照してください。

18 現場説明書 1、5
2.（3）
12.7）

共通仮設費率（4.1％）、及び現場管理費率（26.2％）が明示されておりますが、これ
らの率に、復興係数（共通仮設費1.5、現場管理費1.2）を乗じて間接費を計算すれ
ばよいでしょうか。

回答No.5を参照してください。

19 現場説明書 3 9
設計単価の内、材料単価の適用月は、平成30年11月の単価を適用すると考えてよ
ろしいでしょうか。

回答No.10を参照してください。

20 現場説明書 3 11
本工事は複数の仮置場からの輸送となるため、「施工箇所が点在する工事」には該
当しないのでしょうか。

「施工箇所が点在する工事」は適用しておりません。

21 現場説明書 3 11.1) 搬出元である仮置場は、いつ決定されますでしょうか。 契約後、別途監督職員から指示します。

22 現場説明書 3 11.3) 仮置場の扱いは、設計変更の対象とあるが、具体的に何をさすのでしょうか。 仮置場等の状況を踏まえ、必要に応じて、契約後、別途協議となります。

23 現場説明書 4 12.2)
事業者システムは平成31年2月末までに運用開始できるようにとあるが、3月より輸送
が開始できるとの理解でよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

24 特記仕様書 2 3
除去土壌等の搬出元は、福島県内の仮置場等と記載がありますが、双葉町の仮置
場A、仮置場B、仮置場C、仮置場Dのそれぞれの具体的な箇所数についてご教示
願います。

契約後、別途監督職員から指示します。
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25 特記仕様書 3 8
遠隔地からの調達は設計変更とあるが、ダンプトラックやクレ-ンについても変更対
象の協議となりますか。

設計変更対象の考え方は積算基準書によりますが、現場説明書9.3)のとおりです。

26 特記仕様書 5 2.(3)2)
輸送ル-ト・時間帯は別途監督職員が指示するとあるが、評価項目Ⅲに記載される、
変動を考慮した安定・確実な輸送の実施の提案を妨げるものではないという理解で
よろしいでしょうか。

中間貯蔵施設区域内への出入り可能な時間帯を考慮した上で、貴見のとおりです。

27 数量総括表 1
特殊勤務手当184,100人、防護具A184,100人・日とあります。作業員と運転手によっ
て手当の支給対象が異なると認識しておりますが、記載された数量で間違いないで
しょうか。

当初設計においては、積算参考資料により、適正に見積をしてください。

28 様式 3-2 －
「配置予定技術者等（放射線管理責任者）」において、〈注記〉「※３」に「福島環境再
生事務所発注工事」とありますが、「福島地方環境事務所発注工事」の場合におい
ても同様のご指示と考えて宜しいでしょうか。

貴見のとおりです。

29 入札説明書 13 13 工事費内訳書の提出
　工事費内訳書について、入札時に提出する工事費内訳書の記載内容は、本工事
内訳書、工事費内訳明細書の内訳書（代価表を除く）でよろしいでしょうか。ご教示
願います。

貴見のとおりです。

30 現場説明書 1 2．基本事項

　（3）共通仮設費と現場管理費の率について、「共通仮設費率：4.1%、現場管理費
率：26.2%」を乗ずるとありますが、共通仮設費（率）算出における対象項目は「平成
30年度国土交通省土木工事積算基準書」に準拠していると考えてよろしいでしょう
か。ご教示願います。

現場説明書に記載のとおりです。

31 現場説明書 1 2．基本事項
　積算にあたって「平成30年度国土交通省土木工事積算基準書」は、「平成30年度
国土交通省土木工事積算基準書（東日本大震災の被災地で適用する積算基準：
岩手県、宮城県、福島県）」と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

入札参加者において適正に見積をして下さい。

32 現場説明書 4 12．その他

　2)の総合管理システムについて、「その運用経費（運用費（月曜日から土曜日、1
日 8 時間稼働）、ハードウェア／ソフトウェア保守費、ハードウェア利用料（車載器、
操作端末、パソコン、サーバ、ネットワーク機器）、ソフトウェア利用料、データセン
ター利用料、回線費用等を想定）を 1 か月あたり 21,460,000 円を見込んでいる。」
との記載がありますが、今回の2つの工事について双葉工区、大熊工区ではダンプ
台数が異なる為、ハードウェアー、ソフトウェアーの使用料が異なることが予想されま
す。ダンプ台数に応じて、運用経費は、設計変更の対象となるのでしょうか。ご教示
願います。

設計変更は想定していません。

33 現場説明書 4 12．その他

　7)の間接費について、「間接費には復興係数（共通仮設費1.5、現場管理費1.2）を
乗ずるものとする」とありますが、現場説明書　2基本事項（3）共通仮設費と現場管理
費の率にある「共通仮設費率：4.1%、現場管理費率：26.2%」を乗ずると考えてよろし
いでしょうか。ご教示願います。

回答No.5を参照してください。

34 本工事費内訳書 1 2．交通管理費
　交通誘導警備員について、打合せ等で環境省指示により交通誘導警備員を追加
配置した場合、全て設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

契約後、別途協議となります。
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35 本工事費内訳書 8 1号代価表
　「（詰替袋）φ1,300、内袋付き」について、内袋は二重でしょうか。ご教示願いま
す。

回答No.8を参照してください。

36 本工事費内訳書 38 27号代価表

　19.1.1.3　除染電離則に係る安全講習費について、除染特別地域における除染
等工事暫定積算基準では「安全講習費は、普通作業員（内業）の労務単価の
5.5/8.0を適用する」とあります。27号代価表では「5.5/8.0」を数量に乗じた結果
「9,200人」なのか、「単価」に乗じているか、ご教示願います。

回答No.9を参照してください。

37 本工事費内訳書 51 40号代価表
　高速道路料金について、「仮置場Ａ：6,576台」、「仮置場Ｂ：75,617台」に計上する
料金は往復料金でしょうか。ご教示願います。

正誤表により訂正し、代価表を再掲します。

38 本工事費内訳書 51 40号代価表
　高速道路料金について、料金は消費税を含まない単価を計上していると考えてよ
ろしいでしょうか。ご教示願います。

入札参加者において適正に見積をしてください。

39 本工事費内訳書
　共通仮設費、現場管理費、一般管理費の算出について、対象額から控除している
項目があればご教示願います。

控除している項目はありません。入札参加者において適正に見積をしてください。

40 本工事費内訳書
　一般管理費の算出は「平成30年度国土交通省土木工事積算基準書」に準拠して
いると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

貴見のとおりです。

41 本工事費内訳書
　一般管理費率の補正について、契約保証に係る補正（0.04%）は行っているので
しょうか。ご教示願います。

入札参加者において適正に見積をしてください。

42 本工事費内訳書 　予定価格算出において、採用されている単価の適用年月をご教示願います。 回答No.10を参照してください。

43 本工事費内訳書

　下記特調単価をご提示願います。
詰替袋（φ1,300内袋付き）、詰替袋（φ1,300内袋なし）、水、GM管式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ、
防じんマスク（使い捨てﾀｲﾌﾟ粒子捕集効率80%）、個人線量計賃料、電離放射線健
康診断、一般健康診断追加分、NaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ、ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、
採取道具（ﾍﾞｰﾗｰ他）、検査分析費（放射能度測定・ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器）、簡易
検査用ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ検出器、被ばく線量登録管理制度参加費用、放射線手帳、その
他

特調単価は回答No.1を参照してください。


