
番
号

頁 回答

設計図書等に対する質問及び回答

入 札 番 号 都26

工 事 名 米子駅南広場造成工事

質問内容

1
ボックスカルバート B700-H1100 L=2000の見積単
価をご教示ください。

頁0-0072
ボックスカルバート
B700-H1100 L=2000　179,800円/個
です。

2
ジオセルマットレス工のグランドセル200SP、樹脂
アンカーピン□20×300の見積単価をご教示くださ
い。

頁0-0073
グランドセル200SP　7,350円/㎡
樹脂アンカーピン□20×300　150円/本
です。

3
管渠型側溝の円形側溝、縦断用 D300 円形側溝用
グレーチング付、横断用 D300 円形側溝用グレー
チング付の見積単価をご教示ください。

頁0-0082
頁0-0084

円形側溝 縦断用 D300
円形側溝用グレーチング付　18,949円/m
円形側溝 横断用 D300
円形側溝用グレーチング付　33,929円/m
です。

4

導水ブロックの標準型 F型-200 L=1000、乗入型 F
型-200 L=600、フラット型 F型-200 L=600、テー
パー型 F型-200 L=600、点検口 F型-200 L=600 点
検蓋含むの見積単価をご教示ください。

頁0-0088
頁0-0092
頁0-0093
頁0-0094
頁0-0045

導水ブロック
標準型 F型-200 L=1000　11,133円/個
乗入型 F型-200 L=600　10,300円/個
フラット型 F型-200 L=600　10,300円/個
テーパー型 F型-200 L=600　13,833円/個
点検口 F型-200 L=600 点検蓋含む　56,166円/個
です。

5

導水ブロック桝のF型-200用 上段ブロック L600
点検蓋含む、F型-200用 下段ブロック L600、F型-
200用 調整ブロック L600の見積単価をご教示くだ
さい。

頁0-0049
頁0-0050

導水ブロック桝
F型-200用 上段ブロック L600
点検蓋含む　56,166円/個
F型-200用 下段ブロック L600 　17,800円/個
F型-200用 調整ブロック L600 　17,600円/個
です。

6
円形側溝桝のD300用 グレーチング蓋含むの見積単
価をご教示ください。

頁0-0051
円形側溝桝
D300用 グレーチング蓋含む　74,820円/個
です。

7
埋設管路 硬質塩化ビニル管、PV管 φ25 L=4000、
異形管 HIVP-FEPφ100の見積単価をご教示くださ
い。

頁0-0175
頁0-0011

PV管 φ25 L=4000　2,160円/本
です。
異形管 HIVP-FEP φ100　建設物価2022年7月号p578
FEP用異種管接続材料100㎜の単価を見込んでいます。

8

小型トラフの直線部 B300-H225 L1000、曲線部
B300-H225 L1000、小型トラフ用蓋 直線部 B460-
t95、曲線部 B460-t95の見積単価をご教示くださ
い。

頁0-0105
頁0-0107

小型トラフ
直線部 B300-H225 L1000　11,500円/個
曲線部 B300-H225 L1000　12,733円/個
小型トラフ用蓋
直線部 B460-t95　6,633円/個
曲線部 B460-t95　7,300円/個
です。

9
ハンドホール 1号・2号・3号・4-1号・4-2号・4-3
号・特殊桝（ハンドホール）の各見積単価をご教
示ください。

頁0-0110
頁0-0112
頁0-0116
頁0-0118
頁0-0120
頁0-0122
頁0-0124

1号ハンドホール 600×600×600 鉄蓋付き
82,000円/組
2号ハンドホール 1000×1000×1000 鉄蓋付き
158,000円/組
3号ハンドホール 1000×1500×1000 鉄蓋付き
706,000円/組
4-1号ハンドホール 1200×1600×1000　鉄蓋付き
セパレーター、アングル含む　614,000円/組
4-2号ハンドホール 1200×1600×1000 鉄蓋付き
セパレーター、アングル含む　617,500円/組
4-3号ハンドホール 1200×1600×1000 鉄蓋付き
セパレーター、アングル含む　614,000円/組
特殊桝（ハンドホール） B400-H500
端壁、鉄蓋（分割型受枠共）含む　626,200円/組
です。

10
殻処分のスクラップは、共通仮設費・現場管理
費・一般管理費の対象でしょうか。

共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象としてお
ります。
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入 札 番 号 都26

工 事 名 米子駅南広場造成工事

質問内容

以下の金額についてご教示ください。

1
・ます鉄蓋 T-14 材工共 米子市型

頁0-0063
・ます鉄蓋 T-14 材工共 米子市型　21,400円/個
です。

2
・管明示テープ 幅50×20m巻

頁0-0135
・管明示テープ 幅50×20m巻　1,700円/巻
です。

3

・サドル付分水栓 水道配水ポリエチレン管用
　φ50×φ20
・PE外面止水ユニオン継手 φ20 60°
・PE外面止水ユニオン継手 φ20 90°
・水道メーターボックス φ20用
・散水栓ボックス φ20用
・散水栓 φ20用

頁0-0066

・サドル付分水栓 水道配水ポリエチレン管用
　φ50×φ20　19,900円/個
・PE外面止水ユニオン継手 φ20 60°　4,750円/個
・PE外面止水ユニオン継手 φ20 90°　4,750円/個
・水道メーターボックス φ20用　13,600円/個
・散水栓ボックス φ20用　11,000円/個
・散水栓 φ20用　6,500円/個
です。

4

・不断水バルブ設置
　コア挿口費含む
・不断水バルブ 鋳鉄管-ポリ管用
　φ75×φ75
・SUS製密着コア φ75×φ75
・仕切弁ボックス
　蓋付枠（車道用） H150
・仕切弁ボックス 調整リング H30
・仕切弁ボックス 上部ブロック H150
・仕切弁ボックス 中間ブロック H200
・仕切弁ボックス 中間ブロック H300
・仕切弁ボックス 下部ブロック H150
・仕切弁ボックス 底板
・継足し棒 SUS304 φ32 L=700
・PE挿し口付鋳鉄製T字管フランジ台付き
　φ75×φ75 7.5k
・フランジ短管 φ75 L150
・フランジ短管 φ75 L500
・消火栓ボックス
　鉄蓋（歩道用） FCD製
・消火栓ボックス 調整リング
・消火栓ボックス
　上部桝 レジンコンクリート
・消火栓ボックス
　下部桝 レジンコンクリート
・消火栓ボックス
　分割型底版 コンクリート2つ割
・止水栓ボックス
　鉄蓋（歩道用） H150
・止水栓ボックス 調整リング H30
・止水栓ボックス 上部ブロック H150
・止水栓ボックス 中間ブロック H200
・止水栓ボックス 中間ブロック H300
・止水栓ボックス 下部ブロック H300
・止水栓ボックス 分割型底版 H70

頁0-0207

頁0-0208

頁0-0209

頁0-0211

頁0-0213

・不断水バルブ設置
　コア挿口費含む　131,000円/箇所
・不断水バルブ 鋳鉄管-ポリ管用
　φ75×φ75　275,870円/個
・SUS製密着コア φ75×φ75　13,100円/個
・仕切弁ボックス
　蓋付枠（車道用） H150　26,100円/個
・仕切弁ボックス 調整リング H30　4,400円/個
・仕切弁ボックス 上部ブロック H150　9,900円/個
・仕切弁ボックス 中間ブロック H200　9,200円/個
・仕切弁ボックス 中間ブロック H300　11,500円/個
・仕切弁ボックス 下部ブロック H150　9,400円/個
・仕切弁ボックス 底板　13,200円/個
・継足し棒 SUS304 φ32 L=700　65,300円/個
・PE挿し口付鋳鉄製T字管フランジ台付き
　φ75×φ75 7.5k　139,290円/個
・フランジ短管 φ75 L150　14,440円/基
・フランジ短管 φ75 L500　20,380円/基
・消火栓ボックス
　鉄蓋（歩道用） FCD製　67,800円/個
・消火栓ボックス 調整リング　9,900円/個
・消火栓ボックス
　上部桝 レジンコンクリート　29,900円/個
・消火栓ボックス
　下部桝 レジンコンクリート　17,000円/個
・消火栓ボックス
　分割型底版 コンクリート2つ割　8,800円/組
・止水栓ボックス
　鉄蓋（歩道用） H150　23,900円/個
・止水栓ボックス 調整リング H30　5,000円/個
・止水栓ボックス 上部ブロック H150　10,400円/個
・止水栓ボックス 中間ブロック H200　7,400円/個
・止水栓ボックス 中間ブロック H300　9,500円/個
・止水栓ボックス 下部ブロック H300　11,400円/個
・止水栓ボックス 分割型底版 H70　7,200円/組
です。

5

・目隠しフェンス H-4000
・メッシュフェンス H-1500
・基礎ブロック フェンス用ブロック
　25×25×45（cm）
・メッシュフェンス H-2000

頁0-0067
頁0-0068
頁0-0069

・目隠しフェンス H-4000　121,333円/m
・メッシュフェンス H-1500　11,360円/m
・基礎ブロック フェンス用ブロック
　25×25×45（cm）　1,850円/個
・メッシュフェンス H-2000　15,520円/m
です。
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4

 1) アンカープレート φ12.7㎜

 2) 自由勾配側溝 縦断泥溜歩道用グレーチング蓋
　  B400L500 細目
 3) 足掛金物 W-250
 4) グレーチング蓋 110°開閉式 B600-L600用
    T-2用 細目
 5) グレーチング蓋 落とし込み式 B600-L800用
    T-25
 6) PF管 φ22は一重管でしょうか、二重管でしょ
うか。
 7) PF管 φ28は一重管でしょうか、二重管でしょ
うか。
 8) 重圧管 内径250、長さ2000、質量300kg
 9) ます鉄蓋 T-14 材工共 米子市型
10) 管明示テープ 幅50×20m巻
11) サドル付分水栓 水道配水ポリエチレン管用
    φ50×φ20 分止水栓用継手含む
12) PE外面止水ユニオン継手 φ20 60°
13) PE外面止水ユニオン継手 φ20 90°
14) 水道メーターボックス φ20用
15) 散水栓ボックス φ20用
16) 散水栓 φ20用
17) 不断水バルブ設置 コア挿口費含む
18) 不断水バルブ 鋳鉄管-ポリ管用 φ75×φ75
19) SUS製密着コア φ75×φ75
20) 仕切弁ボックス 蓋付枠（車道用） H150
21) 仕切弁ボックス 調整リング H30
22) 仕切弁ボックス 上部ブロック H150
23) 仕切弁ボックス 中間ブロック H200
24) 仕切弁ボックス 下部ブロック H150
25) 仕切弁ボックス 底板
26) 継足し棒 SUS304 φ32 L=700

 1) 頁0-0035

 2) 頁0-0164

 3) 頁0-0047
 4) 頁0-0099

 5) 頁0-0100

 6) 頁0-0171

 7) 頁0-0172

 8) 頁0-0108
 9) 頁0-0063
10) 頁0-0135
11)～16)
    頁0-0066

17)～19)
    頁0-0207

20)～26)
    頁0-0208

 1)建設物価2022年7月号p348 シングルストランド工法
（後付用）1T12.7の単価を見込んでいます。
 2)15,000円/個

 3)4,366円/個
 4)53,500円/個

 5)98,933円/個

 6)一重管の単価を見込んでいます。

 7)一重管の単価を見込んでいます。

 8)建設物価2022年7月号p307を参照してください。
 9)21,400円/個
10)1,700円/巻
11)19,900円/個

12)4,750円/個
13)4,750円/個
14)13,600円/個
15)11,000円/個
16)6,500円/個
17)131,000円/箇所
18)275,870円/個
19)13,100円/個
20)26,100円/個
21)4,400円/個
22)9,900円/個
23)9,200円/個
24)9,400円/個
25)13,200円/個
26)65,300円/個
です。

2
ポリエチレン異形管 片受ベントEF継手φ75は積算
資料p292ではなく建設物価p292ではないでしょう
か。

頁0-0065

ポリエチレン異形管 片受ベンドEF継手φ75は設計図書の
とおり建設物価p291です。なお、ポリエチレン異形管 ソ
ケット EF継手は積算資料p292ではなく、建設物価p292で
す。

3
ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁φ50の規格
の詳細をご教示ください。

頁0-0212
水道配水用ポリエチレン管ソフトシール仕切弁φ50 FCD
内外面粉体塗装 7.5k（内ねじ）を見込んでいます。

以下の単価又は損料をご教示ください。

1 鋼管SGP-φ125品名等詳細をご教示下さい。 頁0-0064
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA（SGP黒、
ねじ無し）φ125を見込んでいます。

設計図書等に対する質問及び回答

入 札 番 号 都26

工 事 名 米子駅南広場造成工事

質問内容
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27)～29)
      頁0-0209

30)～34)
      頁0-0211

35)～38)
      頁0-0213

39) 頁0-0067
40) 頁0-0068
41)42)頁0-0069

43)44)頁0-0020

27)139,290円/個

28)14,440円/基

29)20,380円/基

30)67,800円/個

31)9,900円/個

32)29,900円/個

33)17,000円/個

34)8,800円/組

35)23,900円/個
36)9,500円/個
37)11,400円/個
38)7,200円/組
39)121,333円/m
40)11,360円/m
41)1,850円/個

42)15,520円/m
43)43,000円/人
44)25,333円/人
です。

27) PE挿し口付鋳鉄製T字管 フランジ台付
    φ75×φ75 7.5k
28) フランジ短管 φ75 L150 上面GF型
    下面RF型フランジ
29) フランジ短管 φ75 L500 上面GF型
    下面RF型フランジ
30) 消火栓ボックス 鉄蓋（歩道用）
    FCD製 550×350×100
31) 消火栓ボックス 調整リング
    550×350×30
32) 消火栓ボックス 上部桝レジンコンクリート
    角型 550×350×200
33) 消火栓ボックス 下部桝レジンコンクリート
    角型 550×350×200
34) 消火栓ボックス 分割型底版
    コンクリート2つ割 750×200×80
35) 止水栓ボックス 鉄蓋（歩道用） H150
36) 止水栓ボックス 中間ブロック H300
37) 止水栓ボックス 下部ブロック H300
38) 止水栓ボックス 分割型底版 H70
39) 目隠しフェンス H-4000
40) メッシュフェンス H-1500
41) 基礎ブロック フェンス用ブロック
    25×25×45
42) メッシュフェンス H-2000
43) 工事管理者
44) 列車見張員


