
質問回答書

No. 区分 ページ 条項 質問 回答

1 入札説明書 6 7(6)イ

04_01_入札説明書【様式1-6】の様式4-1に記載のあるコメントについ
て、「（a）（b）は工事内容により変更下さい。～入札説明書ｐ.6.10の内容
と揃える。」とありますが、入札説明書ｐ.6.10とは「入札説明書 ７競争参
加資格の確認等 （6）イ技術提案書の提出（様式3-1～5-2）」に記載さ
れている内容と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

評価項目は入札説明書ｐ.10.Ⅱ(a)の内容が正となります。
正誤表により差し替えを行います。

2 入札説明書 6 7(6)イ
上記に続き、04_01_入札説明書【様式1-6】の様式3-1～5-2について
は、提案項目内容や（a）（b）の表記を修正しても良いと考えてよろしい
でしょうか。ご教示願います。

評価項目は入札説明書ｐ.10.Ⅱ(a)の内容が正となります。
正誤表により差し替えを行います。

3 特記仕様書　　数量総括表 5
５行目　14.2.2 原状回復工　の一行上に、集計行として「原状回復工
１式」が必要と思われます。ご検討願います。

正誤表により差し替えを行います。

4 特記仕様書　　本工事内訳書 6
下から２行「一般管理費等」「契約保証」は、14頁　最下段　工事原価の
下行へ移行と思われます。ご検討願います。

本工事内訳書に変更はありません。

5 入札説明書 3 ４　（7）

除染等共通仕様書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、
他の除染等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。ご教示願います。

貴見のとおりです

6 入札説明書　様式

様式2-2
配置予定
技術者
（放射線
管理責任
者）の能

力

様式２－２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。

第三者との契約書など客観的な確認資料としますが、申請期限まで
に準備できない場合など、真にやむを得ない場合は貴見のとおりとす
るのも可能とします。

7 入札説明書 6 7 (6) イ

評価項目Ⅱ(a)について、入札説明書は「(a)各仮置場で利用された遮
蔽土、保護砂、盛土材等の客土材利用に係る的確かつ効率的な品質
管理等に関する事項。」となっています。一方、様式４－２では「仮置場
から発生する盛土材等を農地復旧の客土材として利用するにあたり、
必要と考える作業等の留意点及びその施工管理･品質管理等に関する
事項。」となっております。どちらを正として作成すればよいでしょうか。

評価項目は入札説明書ｐ.10.Ⅱ(a)の内容が正となります。
正誤表により差し替えを行います。

8 入札説明書 6 7 (6) イ
評価項目Ⅱ(b)について、シート類等廃プラスチックの減容化によるコス
トダウンの金額の大小を評価するのでしょうか。また、コストダウンを提案
した場合、受注後に設計変更で減額されるのでしょうか。

評価につては入札説明書のとおりです。また、廃プラの設計変更につ
いては実績で清算を行います。

9 特記仕様書 5
第２章第４
－２条－１

各仮置場の土砂等については、棚塩ストックヤードへの運搬を考えて
いる、とあります。篩い分けが不要な土砂等も、すべて棚塩ストックヤー
ドへ運搬すると考えてよいでしょうか。また、篩い分けが不要な、撤去し
た保護砂や砕石も棚塩ストックヤードへ運搬すると考えてよいでしょう
か。

貴見のとおりです。

10 特記仕様書 7
第２章第４

－５条

（３）石礫除去、（４）石礫破砕について、数量総括表に含まれておりま
せん。これらが必要となった場合は、特記仕様書４ページ、第２章第３
（２）で提示された施工方法検討書（案）をもとに施工し、設計変更の対
象になると考えてよいでしょうか。

貴見のとおりです。

11 現場説明書 1
第２章 積
算に関す
る条件

間接費等の積算に係る処分費の取扱いについて、国交省「土木工事
標準積算基準書」による「処分費等の取扱い」に準ずるものと考えてよ
ろしいでしょうか。また、その取扱いによる共通仮設費及び現場管理費
の率計算については、各工区毎に算出すると考えてよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。

12 現場説明書 2 ２－１２ 物価資料の単価適用月は、令和４年６月と考えてよろしいでしょうか。 貴見のとおりです。

13 本工事費内訳書 1，7

8.1.1.1-
(4)土のう
袋への袋

詰め

土のう袋(1t土のう丸型径110cm*長108cm)の材料費は、含まれていると
考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

14 本工事費内訳書 1，7

8.1.1.1-
(4)土のう
袋への袋

詰め

土のう袋(1t土のう丸型径110cm*長108cm)の資材単価は、「福島地方
環境事務所が定める資材単価」の「耐候性大型土のう袋 φ1100 2重内
袋」と考えてよろしいでしょうか。

耐候性大型土のう袋 φ1100 2重内袋ではなく、物価版にある安価な
ものを想定しています。

15 本工事費内訳書 3，7，11
14.2.2.2
畦畔復旧

使用する客土材は、再利用資材（現地発生材）と考えてよろしいでしょう
か。

貴見のとおりです。
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16 本工事費内訳書 14
18.1.1.1
敷鉄板撤

去

現在設置されている敷鉄板を撤去作業のみするものと考えてよろしい
でしょうか。

貴見のとおりです。

17 本工事費内訳書 14
18.1.1.1
敷鉄板撤

去

供用日数の記載がありますが、鋼板賃料および整備費ともに計上する
と考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

18 本工事費内訳書 21
仮設材運

搬
積込費および取卸費は計上されていると考えてよろしいでしょうか。 積込費および取卸費は計上していません。

19 入札説明書 2
3(9)

材料単価

環境省福島地方環境事務所６階閲覧コーナー（６階受付脇）において
閲覧できる材料単価（特調単価）の他に本工事での積算に使用する資
材ならびに機械器具損料等、専門業者の見積等はございますか。ある
場合にはそれぞれの名称および単価をご教示願います。

見積りの名称及び単価については貴社で想定してくださ
い。

20 入札説明書 3 4(7)

放射線管理責任者について、除染等工事共通仕様書（第１２版）の中
に、「放射線管理責任者は、他の除染等工事の放射線管理責任者と兼
任可」とあります。貴省発注でである浪江町・富岡町・双葉町・大熊町に
おける特定復興工事および輸送工事との兼務は可能と考えてよろしい
でしょうか。ご教示願います。

兼務可能です。

21 入札説明書 3 4(7)

放射線管理責任者に従事する者の資格で、放射線管理の実務経験
（業
務従事期間）が1年以上有することとあり、業務従事期間を確認できる
書
類として「契約書、仕様書等」を添付することと様式２－２に記載がありま
す。所属会社の経歴証明印付きの経歴書は「確認できる書類」として有
効でしょうか。

第三者との契約書など客観的な確認資料が必要ですが、申請期限ま
でに準備できない場合など、真にやむを得ない場合は貴見のとおりと
するのも可能とします。

22 入札説明書 5
7(4)

提出部数

副13部について、提案者が特定できないよう、提案者の社名（印影を含
む）を黒く塗りつぶすこととありますが、技術提案書において工事実績
（工事名）まで黒く塗りつぶさなくてもよろしいでしょうか。

工事実績（工事名）は塗りつぶす必要はありません。

23 入札説明書 5
7(4)

提出部数

申請書類等については、A4サイズ片面で提出したほうがよろしいでしょ
うか。それとも、印刷枚数削減のため、A4サイズ両面で印刷して提出し
てもよろしいでしょうか。

Ａ４サイズ両面での提出可能です。

24 入札説明書 5 7(6)ア(ウ)

同一の主任技術者等を重複して複数の工事の配置予定技術者と･･･
入札してはならず直ちに申請書及び提案書の取下げを行うこととありま
すが、落札者決定通知が出る前に別の工事の入札をした場合は、入札
した後に結果が判明した時点で遅滞なく取下げをおこなうということでよ
ろしいでしょうか。それとも同一の配置予定技術者では入札日の近い案
件に応募してはならないということでしょうか。

別の工事で落札決定がされ、本工事に参加できなくなった場合は、
速やかに取り下げを申し出てください。本工事の落札決定後に辞退さ
れた場合は、指名停止の措置の対象となります。

25 入札説明書 14,15 16(3)

「調査基準価格の割合の算定は、予定価格算出の基礎となった以下に
掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して
得た割合とする」と記載されていますが、割合の算定について、端数は
少数点第３位を四捨五入と考えてよろしいでしょうか。

予算決算及び会計令第８５条の定めるところにより算定します。

26 本工事費　　　　内訳書 全般 資材単価
本工事の積算における材料単価の適用地区をご教示願います。
また、工事途中で著しい資材単価の上昇がある場合は、協議の対象と
なるでしょうか？

南相馬市となります。
また、単価の著しい上昇については工事請負契約書のとおりです。

27 本工事費　　　　内訳書 全般 見積書
本工事の積算において、専門業者からの見積を採用されている場合
は、材料名、業者名および単価をご教示願います。

現場説明書P3　２－１７参考歩掛　に示すとおりです。

28 本工事費　　　　内訳書 全般 -
本工事の積算において準拠する基準は「除染特別地域における除染
等工事暫定積算基準（第15版）」でよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

29 本工事費　　　　内訳書 全般 -
本工事の積算において、施工パッケージによる積算は適用されていな
いと考えてよろしいでしょうか。

貴見のとおりです。

30 本工事費　　　　内訳書 全般 -
共通仮設費（率分）、現場管理費、一般管理費の算出において、対象
額から控除している項目がありましたら、ご教示願います。

国土交通省「土木工事標準積算基準書」のとおりです。



質問回答書

No. 区分 ページ 条項 質問 回答

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業務名：　令和４年度浪江町仮置場復旧等工事

31 本工事費　　　　内訳書 4

14.2.2.4-
(2)地力回
復（ｾﾞｵﾗｲ

ﾄ散布）

材料費として計上されているのは、ｲｽﾞｶﾗｲﾄと考えてよろしいでしょう
か。

物価資料に記載のゼオライトを計上しております。

32
本工事費
内訳書

6,9,14
交通誘導

員
警備員B

交通誘導員警備員Bの配置予定等について、ご教示願います。 契約後に提示します。

33 特記仕様書 3
2-3(2)

施工手順
立野中・上仮置場、加倉仮置場の資料提供予定時期は何時ごろを予
定していますでしょうか？

どちらの仮置場も8月初旬に資料提供できる予定です。

34 特記仕様書 3
2-3(4)

施工手順
各仮置場の水田として、地権者への返却予定時期をご教授ください。 契約後提示します。

35 特記仕様書 5
2-4-1(2)
除草工

別工事の草刈での、集草・運搬処理については設計変更協議の対象
と考えてよろしいでしょうか？

貴見のとおりです。

36 入札説明書 3
4(7)

放射線管
理責任者

放射線管理責任者について、貴省発注の同一(中間貯蔵施設工事等）
又は福島県内における工事との兼務は可能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。

37 入札説明書 3
4(7)

放射線管
理責任者

放射線管理責任者について、参加申請するA社が協力会社の資格を
有するCさんを放射線管理責任者に参加資格申請し、参加申請するB
社もCさん（A社が参加申請した同一人物）を放射線管理責任者に申請
した場合は、A社およびB社の放射線管理責任者Cさんは配置予定技
術者としてお認めになりますでしょうか。ご教示願います。

貴見のとおりです。

38 現場説明書 ２頁
2-11 労

務単価に
ついて

資材単価は物価資料と積算資料の二誌平均とする適用単価月は、令
和4年6月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。

39 特記仕様書 5頁
2-4-1　除
草工(2)

当仮置場とは、川添、苅宿、加倉仮置場すべてを指していると考えてよ
ろしいでしょうか。また、集草物については施設側で搬出を予定してい
るとの記載がありますが、本工事では、集草物を浪江町減容化処理施
設の仮置き場に運搬すると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

当仮置場とは貴見のとおりです。また、集草物は処理施設側が当仮
置場まで引取りに来る予定です。

40 特記仕様書 8頁

2-4-6-2
廃棄物運
搬及び処

分費
表2-4-6-

2　イ)

産業廃棄物（コンクリート殻、廃プラスチック類）の搬出場所には、谷津
田仮置場が記載されておりますが、赤宇木仮置場から搬出する産業廃
棄物も同じ施設に運搬・処分す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 工事費内訳書 １頁

8.1.1.1-
(4)土のう
袋への袋

詰め

土のう袋への袋詰め（土のう1t土のう 丸型径110cm*長108cm）には材
料を計上されているものと解釈し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。

42 工事費内訳書 1頁

14.1.3.1.1
-(1)-②下
部シート
（遮水

シート）の
撤去（機

械）

遮水シートの単位が設計図-1に記載しているものと相違があります。ど
ちらが正しいでしょうか。ご教示願います。

工事費内訳書数値を正とします。
設計図は正誤表により差換えます。

43 工事費内訳書 1頁

14.1.4.1
保護層
（集水補
助層）撤

去

保護砂t=100の数量が設計図-1に記載しているものと相違があります。
どちらが正しいでしょうか。ご教示願います。

工事費内訳書数値を正とします。
設計図は正誤表により差換えます。

44 工事費内訳書 2頁

14.1.4.2
浸出水集
排水工、
集排水管

撤去

集排水管φ75の単位が設計図-1に記載しているものと相違がありま
す。どちらが正しいでしょうか。ご教示願います。

工事費内訳書数値を正とします。
設計図は正誤表により差換えます。

45 工事費内訳書 ３頁
集水タン
ク　C型
撤去

集水タンクC型撤去についての提示代価を公表願います。 現場説明書P3　２－１７参考歩掛　に示すとおりです。

46 工事費内訳書 ３頁
湛水均平
20a以上

湛水均平　20a以上についての提示代価を公表願います。 現場説明書P3　２－１７参考歩掛　に示すとおりです。
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47 工事費内訳書 4頁
ダンプト

ラック運搬
49.5以下

搬出・搬入箇所の提示をお願いいたします。 契約後提示します。

48 工事費内訳書 4頁
取水口工
落水口工

取水口工及び落水口工の単位と数量が設計図-3、4に記載しているも
のと相違があります。どれが正しいでしょうか。ご教示願います。

工事費内訳書数値を正とします。
設計図は正誤表により差換えます。

49 工事費内訳書 ４頁
取水口工
落水口工

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設、65~100mm及び125~150mmついて、使
用される管材は硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管(VU)、4ｍ/本を使用するこ
とでよろしいでしょうか。ご教示願います。

VU管としています。

50 工事費内訳書 ４頁
客土篩い

分け
客土篩い分け粒径40mm以下について提示代価を公表願います。 現場説明書P3　２－１７参考歩掛　に示すとおりです。

51 工事費内訳書 4頁
ダンプト

ラック運搬
1.5以下

搬出・搬入箇所の提示をお願いいたします。 契約後提示します。

52 工事費内訳書 7頁
14.2.2原
状回復工

特記仕様書の2-3施工手順（2）に立野中・上、加倉仮置場について
は、受注後に設計図書を提示するとの記載があり、設計図-6、7に数量
の記載がありませんが、2工区の原状回復工の数量には、苅宿仮置場
以外の数量も含まれていると考えてよろしいでしょうか。ご教示くださ
い。

貴見のとおりです。

53 工事費内訳書 10頁

14.1.3.1.1
-(1)-②下
部シート
（遮水

シート）の
撤去（機

械）

遮水シートの単位が設計図-8に記載しているものと相違があります。ど
ちらが正しいでしょうか。ご教示願います。

工事費内訳書数値を正とします。
設計図は正誤表により差換えます。

54 工事費内訳書 10頁

14.1.4.1
保護層
（集水補
助層）撤

去

砕石の数量が設計図-8に記載しているものと相違があります。どちらが
正しいでしょうか。ご教示願います。

工事費内訳書数値を正とします。
設計図は正誤表により差換えます。

55 工事費内訳書 11頁

14.1.4.2
浸出水集
排水工、
集排水管

撤去

集排水管φ75の単位と数量が設計図-8に記載しているものと相違があ
ります。どちらが正しいでしょうか。ご教示願います。

工事費内訳書数値を正とします。
設計図は正誤表により差換えます。

56 工事費内訳書 13頁

遮蔽土の
う破袋

作業半径
6m以下

遮蔽土のう袋破袋の数量が設計図-9に記載しているものと相違があり
ます。どちらが正しいでしょうか。ご教示願います。

工事費内訳書数値を正とします。
設計図は正誤表により差換えます。

57 工事費内訳書 13頁
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯ

ｸ運搬

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬（ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)土砂 DID無 15.5以下
普通について、使用されるダンプトラック10ｔの損耗費、補修費は普通
であると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

良好としています。

58 工事費内訳書 14頁
18.1.1.1
敷鉄板撤

去

敷鉄板撤去（22*1524*6096）供用210日及び18.1.1.1 敷鉄板撤去
(22*1524*3048)供用210日には鋼板賃料及び整備費が計上されている
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。

59 工事費内訳書 14頁
18.1.1.1
敷鉄板撤

去

敷鉄板撤去（22*1524*6096）及び敷鉄板撤去(22*1524*3048)に賃料
が計上される場合は鋼板賃料は720日以内賃料単価が適用されるもの
でしょうか、それとも360日以内賃料単価でしょうか。ご教示願います。

工事費内訳書のとおりです。

60 設計図 3、4、5 客土 数量総括表に客土　t=5cmの項目がありません。ご教示願います。
工事費内訳書数値を正とします。
設計図は正誤表により差換えます。

61 設計図 4
ほ場整備
整地工

数量総括表にほ場整備整地工の項目がありません。ご教示願います。
工事費内訳書数値を正とします。
設計図は正誤表により差換えます。
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62 設計図 8 撤去工
数量総括表にU字溝　300以下、暗渠排水管　400以下の項目がありま
せん。ご教示願います。

工事費内訳書数値を正とします。
設計図は正誤表により差換えます。

63 設計図 2、3，5 田面均平

設計図において、小野田・田尻・苅宿仮置場にて田面均平の数量が記
載されておりますが、特記仕様書P3　表2-1では、小野田仮置場のみ
湛水均平との記載があります。また、工事費内訳書P3、8　湛水均平20a
以上で合算して計上されております。すべて湛水均平にて施工と考え
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。

64 入札説明書様式1-6 様式4-1、4-2 (a)

技術提案事項Ⅱ　提案項目(a)について、入札説明書P-6では、「各仮
置場で利用された遮蔽土、保護砂、盛土材等の客土利用に係る的確
かつ効率的な品質管理に関する事項」となっておりますが、様式4-1で
は、「仮置場から発生する盛土材料等を農地復旧の客土材として有効
利用するにあたり……」となっております。どちらが正しいのでしょうか。
ご教示願います。

評価項目は入札説明書ｐ.10.Ⅱ(a)の内容が正となります。
正誤表により差し替えを行います。

65 現場説明書 3 2-17
参考歩掛の提示について、参考歩掛の中に諸雑費（率計上）を含む場
合、対象項目をご提示願います。

現場説明書P3　２－１７参考歩掛　に示すとおりです。

66
本工事費
内訳書

3
項目

上から7行
目

14.2.2.2畦畔復旧について、畦畔築堤材は流用土でしょうか、ご教示願
います。

現地発生材を予定しています。

67
本工事費
内訳書

14
項目

上から3・4
行目

18.1.1.1敷鉄板撤去について、「供用210日」との記載があります。撤去
費用の他の見積対象項目（敷鉄板の損料、整備費、不足分弁償金な
ど）をご教示願います。

現場説明書P3　２－１７参考歩掛　に示すとおりです。

68
本工事費
内訳書

14
項目

上から3・4
行目

18.1.1.1敷鉄板撤去について、設置は見積対象外でしょうか、ご教示願
います。

貴見のとおりです。

69
本工事費
内訳書

全般

本工事費内訳書のP.5 廃プラスチック(シート・フレコン類)処分費の単
位は㎥表記になっています。一方P.1 14.1.3.1-(1)-②
下部ｼｰﾄ(遮水ｼｰﾄ)の撤去(機械)、14.1.3.1-(2)下部ｼｰﾄ(保護ﾏｯﾄ)の撤
去(機械)、土木安定用材(ﾏｯﾄ､ｼｰﾄ等)撤去の単位は㎡表記になってい
ます。シート類の㎡→㎥への換算係数をご教示下さい。

過去の実績に基づき換算しています。

70
本工事費
内訳書

13
項目

上から10
行目

4工区において遮蔽土のう破袋が7,300袋計上されていますが、破袋の
処分費が計上されておりません。記載漏れでしょうかご教示願います。

契約後に協議を行います。

71 本工事費内訳書 全般 予定価格算出上用いている資材単価月をご教示願います。 令和4年6月となります。

72
数量総括表

本工事費内訳書
全般

現場状況と設計書・数量に差異が生じた場合は、協議で設計変更して
いただけるとの解釈で宜しいでしょうか。ご教示願います。

貴見のとおりです。

73
数量総括表

本工事費内訳書
全般

畦畔土となる粘性土材料が、現地では確認することができませんでした
が、購入土として設計変更して頂けると考えて宜しいでしょうか。ご教示
願います。

現地発生材を予定しています。
購入土は想定していません。

74 特記仕様書 P4 2-1
３工区赤宇木仮置場と４工区井手仮置場について、帰還困難区域内と
なっておりますが、積算にあたり現場状況把握のため現地に立ち入るこ
とは可能でしょうか。

通行許可証が必要です。

75 特記仕様書 P4 2-1
３工区赤宇木仮置場と４工区井手仮置場について、帰還困難区域内と
なっておりますが、除染作業は完了しているものと考えて宜しいでしょう
か。ご教示願います。

一部、線量低減を行っています。


