
入札説明書に対する質問回答（第１回）

事業名：国道１号東小磯電線共同溝PFI事業



№ 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問内容 回　　答

1 入札説明書 4 3 （7） ② 事業スケジュール

入札説明書の交付から、第１回質問の締切まで
が、非常に短いスケジュールになっています。ま
た、第2回質問回答の公表日から第二次審査提出
書類の提出期限も1週間程度しかありません。事
業者側でより十分に検討できるよう、質問の受付
スケジュールの見直し、又は11月下旬頃に回答を
公表いただける質問機会を追加すべきではないで
しょか。

質問内容を限定せず、２回の質問回答機会を設定
しています。２回目の質問受付・回答のスケ
ジュールは、入札説明書のとおりとさせていただ
きます。

2 入札説明書 8 4 (3) ③ ア 管理技術者

構成員のうち２社が設計企業として参加し、それ
ぞれ電線共同溝設計と道路設計を分担するような
場合、それぞれの構成員に管理技術者を配置する
必要はあるのでしょうか？
またはいずれかの構成員に代表として１名配置す
ればよろしいのでしょうか？

構成員毎に管理技術者の配置を求めるものではあ
りません。調査・設計業務に対して、管理技術者
は１名配置してください。

3 入札説明書 9 4 (3) ③ 管理技術者
調整ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務（設計段階）のみを実施する者
について、管理技術者の配置は不要との理解で宜
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

4 入札説明書 10 4 (4) ③ 主任（監理）技術者
調整ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務（工事段階）のみを実施する者
について、主任（監理）技術者の配置は不要との
理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

5 入札説明書 16 9 （5） 提出日時

二次審査提出書類の提出日時は、入札公告に記載
されているとおり、「提出期間は競争参加資格の
通知日の翌日から令和元年12 月17 日の休日を除
く毎日、９時15 分から17 時00 分まで。ただ
し、提出締切最終日の12月17日は正午までとす
る。」との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

6 入札説明書 21 15 （3） ② 第二次審査

ヒアリングは、第二次審査提出書類を提出した後
に実施されると思います。従って、競争する事業
者の公平性を保つために、提出した第二次審査提
出書類にて説明を行うなど、ヒアリング用の追加
資料を認めないことが適切であると考えますが、
いかがでしょうか。

ヒアリング時の説明資料は、二次審査資料のみと
します。

7 入札説明書 21 15 （3） ② 第二次審査
ヒアリングで予定している説明時間、質疑応答時
間を教えてください。

競争参加資格審査結果通知とともにお知らせしま
す。

8 入札説明書 22 15 (3) ④ b 最低入札価格

最低入札価格とは、当該入札参加者の最低価格を
指すのでしょうか？あるいは、入札予定価格を指
すのでしょうか？

最低入札価格とは、当該入札参加者の最低価格を
指します。

　国道１号東小磯電線共同溝ＰＦＩ事業　入札説明書に対する質問回答（第１回）
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№ 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問内容 回　　答

　国道１号東小磯電線共同溝ＰＦＩ事業　入札説明書に対する質問回答（第１回）

9 入札説明書 23 18 （2） 契約書作成の要否等

「事業者は、落札決定の翌日から令和２年３月30
日までに、関東地方整備局（支出負担行為担当官
関東地方整備局長）を相手方として、「事業契約
書（案）」（添付１）により事業契約を締結しな
ければならない。」とありますが、　事業者選定
後に事業契約書（案）に大きな変更はないとの理
解で宜しいでしょうか。また、事業者にとって過
大なリスクとなる場合は、事業契約解除を含む協
議が実施されるとの理解でよろしいでしょうか。

事業者選定後に事業契約書（案）の変更はありま
せん。
契約締結時において、契約条件の変更は行いませ
ん。

10 入札説明書 23 18 （2） 契約書作成の要否等

「事業者は、落札決定の翌日から令和２年３月30
日までに、関東地方整備局（支出負担行為担当官
関東地方整備局長）を相手方として、「事業契約
書（案）」（添付１）により事業契約を締結しな
ければならない。」とありますが、事業契約書
（案）と実施方針に記載されているリスク分担に
ついて、どちらが優先されるのかご教示願いま
す。

事業契約書（案）が優先されます。

11 事業契約書（案） ４ 第7条 事業の期間
早期完成・引渡しを提案した場合、契約終了日も
前倒しされるという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

12 事業契約書（案） 全般
本契約書は、選定された落札者の事業提案も踏ま
え、関東地方整備局と落札者での協議により、最
終的に確定されるものでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、契約条件の変更は
行いません。

13 事業契約書（案） 12 第2章 第23条 第4項 事業費の確定

「特別な理由がないときにあっては、発注者及び
事業者が協議して定め、その他の場合にあって
は、工事費合意書の記載事項を基礎として発注者
及び事業者が協議して定める」とありますが、特
別な理由とは、具体的にどのような事由でしょう
か。

契約締結時において当事者双方が予見不可能な事
態を指します。

14 事業契約書（案） 12 第2章 第23条 第4項 事業費の確定

「発注者と事業者が協議して定める」とあります
が、協議においては、従来発注方式による電線共
同溝工事の設計変更と同様な事象が対象となり、
同様な判断基準に基づいて行われるとの理解でよ
ろしいでしょうか。

従来発注方式とは異なります。事業契約書及び要
求水準書に基づきます。
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15 事業契約書（案） 12 第２章 第２３条 5 事業費の確定

第２３条第５項の対象となる範囲は、同条第１項
のとおり電線共同溝費及び舗装復旧費を除く本体
工事費であり、これについては、要求水準書Ｐ２
第１　総則　６．事業の概要　の表中における道
路付属物に係る工事費が該当するものと考えられ
るところですが、第２３条第５項の「工事費内訳
書に記載された積算数量」については、どの書類
にて確認すればよろしいでしょうか。

詳細設計にて施工が必要になった道路附属物につ
いては、事業契約書（案）第23条第４項により取
り扱います。

16 事業契約書（案） 22 第3章 第49条 4 近隣への対応
「前項以外の地域住民等の要望活動又は訴訟に起
因して増加費用が生じる場合」とはどのような例
が考えられますでしょうか。ご教示願います。

例えば、第1項の例示が考えられます。

17 事業契約書（案） 22 第4章 第51条 2 既存ストックの利用
所有者から既存ストックを引き渡しする際の検査
は必要と認識しておりますが、その検査費用は事
業者が負担しなければならないでしょうか。

事業者の負担は求めません。

18 事業契約書（案） 25 第4章 第61条 1、2
本施設の引渡しの遅延
又は変更に伴う措置

「発注者の責めに帰すべき事由により、本施設の
引渡しが引渡予定日より遅延した場合には、発注
者は、引渡予定日から引渡日までの期間（両日を
含む。以下、本条において同じ。）において、事
業者が負担した合理的な増加費用を負担し、事業
者との協議により当該増加費用の金額及び支払方
法を定める。この場合において、発注者は第25条
第1項に定める遅延利息を負担しない。」とあり
ますが、遅延利息は「事業者が負担した合理的な
増加費用」に含まれるという理解でよろしいで
しょうか。

事業契約書（案）第61条に記載のとおりです。

19 事業契約書（案） 26 第63条 技術提案の履行

早期完成により引き渡しを前倒しする場合、第63
条の手続に基づき調査・設計業務完了時に引渡予
定日を変更することとなっていますが、契約代金
額（様式27シリーズの内訳を含む）は、早期完成
を前提としてた条件で契約を締結するという理解
でよろしいでしょうか。

当初契約においては、早期完成による引渡しを前
倒しする技術提案を基にして、事業期間を16年間
として契約します。
なお、早期完成による引渡しの前倒しについて
は、締結された事業契約書に基づく協議の上、契
約変更します。
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20 事業契約書（案） 26 第4章 第63条 第3項 技術提案の履行

「発注者に対して通知を行わない場合、事業者
は、発注者に対して、[本件工事費等の10分の1に
相当する額]を違約金として、発注者の指定する
期間内に支払わなければならない」とあります
が、各業務の節目に種々の通知や報告等が事業者
に課されている中で、本条項で規定する通知にの
み多大なペナルティが課されているのはどのよう
な理由によるものなのでしょうか。通知ではなく
提案の不履行との理解でしょうか。

通知ではなく提案の不履行です。

21 事業契約書（案） 48
用語の定義
『技術提案』

工期に関わる事項を『技術提案』、コスト削減策
等は『事業提案』と称するとの理解でよろしいで
しょうか。

技術提案については、ご理解のとおりです。
コスト削減策等は、事業計画書に示す内容になり
ます。

22 事業契約書（案） 51 別紙2 用語の定義
共同企業体を組成の上契約当事者となる場合、
「事業者」は「共同企業体」と読み替えるとの理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

23 事業契約書（案） 55

本件工事費等に工事監理業務に係る費用は含まれ
ないのでしょうか。

本件工事費等に工事監理業務に係る費用は含まれ
ます。事業契約書（案）別紙２用語の定義の当該
箇所を訂正します。

24 要求水準書 2 第1 6 事業の概要

「○：特定事業が対象とする項目
なお、電線共同溝（管路部）の引込管、連系管を
含み、連系設備は含まない。」とありますが、連
系設備は貴局にて別途電線管理者へ委託するとい
う理解で宜しいでしょうか。併せて引込設備の取
り扱いについてもご教示願います。

連系設備は当該企業が行う行為であるため、「含
まない」と表記しています。ただし、工事は同時
期に行うように事業者にて調整してください。
引込設備も同様に調整してください。

25 要求水準書 2 第1 6 維持管理業務
『車道と歩道は舗装の補修のみを行う』とは排水
施設（街渠縦断管、集水桝、取付管等）や縁石等
は含まないとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

26 要求水準書 2 第1 6 維持管理業務

道路付属物　道路照明は対象外（－）とあります
が、道路照明の灯具・照明柱・照明柱基礎、整備
上必要となった照明用ハンドホールや配管も対象
外となるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

27 要求水準書 3 第1 7 （5） 事業期間

設計業務・工事業務期間の短縮が可能ということ
ですが、例えば設計業務・工事業務期間を事業契
約の締結～令和7年3月と提案した場合、維持管理
業務期間は令和7年4月～令和15年3月になると理
解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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28 要求水準書 3 第1 7 (5) 2) 事業期間

「維持管理業務：本施設の完成・引渡し～令和17
年３月末（８年）」とあります。一般的に舗装本
復旧は抜柱後に実施すると考えますが本事業では
維持管理業務段階で抜柱する計画となっておりま
す。本施設の完成・引渡しに舗装本復旧は含まな
いという理解で宜しいでしょうか。

本施設の完成・引渡しに舗装本復旧は含みます。
なお、抜柱は調整マネジメント業務（工事段階）
から実施可能と考えており、条件が整い次第速や
かに実施するように調整してください。
よって、調整マネジメント業務（維持管理段階）
に記載の「工事完了後に行う連系設備、入線及び
抜柱」は、工事段階で一部完了できないもの及び
工事完了後の新規占用業者への対応など示してい
ます。

29 要求水準書 4 第1 10 適用基準

記載以外の適用すべき基準として、横浜国道事務
所で定められている電線共同溝、道路付属物に関
する整備基準や、公安委員会、占用企業と取り決
めている基準がありますか。また、ある場合は事
業提案作成にあたって公開いただきたい。

要求水準書に記載された適用基準を遵守してくだ
さい。

30 要求水準書 8 第2 1 （１）
車いす利用者等へ配慮

した設計

歩道の縦断勾配を5%～8%とする整備水準を想定さ
れているのでしょうか。
現況の歩道が不適格な場合、歩道の改築に必要と
なる構造物や各工種は設計、工事の変更対象とな
る理解でよろしいでしょうか。

前段については、要求水準書のとおりです。
後段については、現況が不適格の場合は、協議の
うえ要求水準書を変更します。

31 要求水準書 12 第2 2 （２） ２） 定義

地下埋設物探査については、既存ストック活用検
討結果如何に関わらず、既存ストック設備を地下
埋設物として探査対象設備とすることでよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

32 要求水準書 12 第2 2 （４） 1）
CIMモデルの作成・更

新

工種としての電線共同溝に関するCIM規定がない
ことから細部仕様を協議により決定するとの認識
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

33 要求水準書 13 第2 2 （４） 1）
CIMモデルの作成・更

新

本事業で要求されている調査業務の対象は、路線
測量（横断測量）となっています。従って、CIM
モデル作成に当たっての3次元測量の平面デー
タ、地形データは、発注者から提供されると考え
てよろしいでしょうか。
地形等の3次元データが無い場合、これを取得す
るための調査は、設計変更の対象になると考えて
良いでしょうか。

道路管理平面図（1/500、CAD図面）は貸与しま
す。
ＣＩＭモデル作成に係る費用は本業務に含まれま
す。実施内容については提案書によります。

34 要求水準書 13 第2 2 （４） 3） CIMモデルの納品
納品時期は、本事業完了後と捉えてよろしいで
しょうか。　又は設計業務完了後に納品すること
を求めているのでしょうか。

納品時期は、本事業完了時です。
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35 要求水準書 14 第2 3 （１）
１）
２）

設計条件

参画公益事業者及び復旧時の舗装厚については、
別途指示することとされておりますが、原価費用
への影響が大きいため早急な提示をお願い致しま
す。指示予定日が事業開始後となる場合、事業提
案を踏まえて協議し、設計変更の対象になると考
えてよろしいでしょうか。

参画公益事業者は、第２．５（６）に示す７社を
想定してください。
舗装厚は、入札時積算数量書に示すとおりです。

36 要求水準書 14 第2 3 （１） 5）
バリアフリーに十分配

慮した計画

歩道の縦断勾配を5%～8%とする整備水準を想定さ
れているのでしょうか。
歩道の改築に必要となる構造物や各工種は設計、
工事の変更対象となる理解でよろしいでしょう
か。

前段については、要求水準書のとおりです。
後段については、歩道の改築が必要な場合は、協
議のうえ要求水準書を変更します。

37 要求水準書 15 第2 3 （４） 関係企業者との調整
東小磯地区で4回と示されていますが、回数の増
減は設計変更の対象になると考えてよろしいで
しょうか。

事業実績により、４回としており、変更の対象と
はしません。

38 要求水準書 15 第2 3 （6）
路線測量

（横断測量）

地形測量、路線測量（中心線測量、縦断測量）の
成果は、貸与いただだけるのでしょうか。
貸与いただける場合、測量精度は、どの程度で
しょうか。
貸与されない場合、平板測量、中心線測量、縦断
測量、水準測量、基準点測量が必要になると考え
ますが、これは設計変更の対象と考えてよろしい
でしょうか。

道路管理平面図（1/500、CAD図面）は貸与しま
す。
また、測量については、要求水準書のとおりで
す。

39 要求水準書 15 第2 3 （9） 試掘調査

「試掘調査は必要に応じて埋設物管理者の立ち会
いのもと実施すること。」とありますが、重要文
化財である松並木に関する樹木医立会等に要する
費用は設計変更対象と理解してよろしいでしょう
か。

樹木医の立会等については、協議により要求水準
書の変更の対象とします。

40 要求水準書 15 第2 3 （7）
埋設物地中探査（現場

測定）

調査で対象としている既設埋設物、地下埋設物に
は、現地に設置されている「松」の根の状態は含
まないと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

41 要求水準書 15 第2 3 （８）
埋設物地中探査（解

析）

既存資料がない場合や不明管等は管径、管種の
『確定』ではなく『想定』と判断する認識でよろ
しいでしょうか。

試掘により、判断してください。

42 要求水準書 15 第2 3 （９） 試掘調査
調査箇所数の増減は設計変更の対象となるとの理
解でよろしいでしょうか。

協議により要求水準書の変更の対象とします。
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№ 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問内容 回　　答

　国道１号東小磯電線共同溝ＰＦＩ事業　入札説明書に対する質問回答（第１回）

43 要求水準書 17 第2 5 （３）
事業（設計）

説明会

説明会の開催規模を把握するため、隣接工区での
実施状況、もしくは想定規模を教えてください。
　・周知方法：文面郵送、ポスティング等
　・周知規模：郵送部数、ポスティング部数等
　・説明会会場：役場、その他

事業説明会は事業者の判断により開催してくださ
い。

44 要求水準書 17 第2 5 （4）
支障物件等調査及び移

転協議

「事業者は、詳細設計にあたり電線共同溝の設置
位置と影響範囲を現地確認した上で、支障物件の
抽出と移転計画を立案すること。」とあります
が、対象となる占用企業名をご教示願います。ま
た、工事着手時期に大きく影響するため、支障移
転工事の想定所要期間及び今後計画されている工
事等があればご教示願います。

地中埋設物探査において確認して、実施してくだ
さい。また、支障移転工事についても事業者にて
想定してください。

45 要求水準書 17 第2 5 （4）
支障物件等調査及び移

転協議

「また、調査に伴い試掘が必要な場合は、業務計
画書を関東地方整備局へ提出し、実施するものと
する。」とありますが、重要文化財である松並木
に関する調査及び樹木医との協議等についても業
務計画書を提出し、実施するとの理解で宜しいで
しょうか。また、それに要する費用は設計変更対
象との理解でよろしいでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。
後段の樹木医の立会等に係る費用については、協
議により要求水準書の変更の対象とします。

46 要求水準書 17 第2 5 （5） 家屋調査等

「事業者は、「新版工損調査標準仕様書（案）の
解説」に基づき、必要に応じて家屋調査等を実施
し、工事の同意を得るものとする。なお、家屋調
査等を実施する場合はその理由を提出するものと
する。」とありますが、家屋調査の必要性につい
て認められた場合、設計変更対象との理解でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

47 要求水準書 18 第2 5 （7）
入線業者等と引込管及

び連系管の協議

入線業者等へ引込管、連系管の設計を依頼すると
ありますが、入線事業者等が実施する設計費は、
本事業に含まれるのでしょうか。

本事業に含まれます。

48 要求水準書 18 5 (7) 引込管及び連携管

引込連系管の設計・工事について、本体設計およ
び工事と一体で実施する（入線事業者に依頼しな
い）という選択肢は無いのでしょうか？

本事業に含まれますが、実施に関する時期及び方
法については、事業者が入線事業者と調整を行っ
てください。
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№ 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問内容 回　　答

　国道１号東小磯電線共同溝ＰＦＩ事業　入札説明書に対する質問回答（第１回）

49 要求水準書 18 5 (7) 引込管及び連携管

入線事業者に依頼する場合、その事業費概算は依
頼する入線事業者に算出していただくということ
でよろしいでしょうか？
また、入線事業者から提示された事業概算額の承
認ならびに精算等の対応は構成員での対応となる
のでしょうか？

ご理解のとおりです。ただし、入線事業者と調整
の上、協議により要求水準書の変更の対象としま
す。

50 要求水準書 18 5 (7) 引込管及び連携管

依頼先の入線事業者は東京電力とＮＴＴの２社と
いう解釈でよろしいでしょうか？
また、上記２社以外の入線企業者の対応につい
て、いずれかの入線企業者に対応を委ねるという
解釈でよろしいでしょうか？
さらに、いずれかに委ねる判断基準は示されるの
でしょうか？

前段については、ご理解のとおりです。
中段については、入線事業者は２者です。
後段について、対応を委ねる想定はしておりませ
ん。

51 要求水準書 18 第2 5 （8）
道路照明、道路標識、
信号等の計画調整

「道路照明、道路標識、信号等の計画について
は、関東地方整備局が交差道路の道路管理者及び
所轄警察署と調整を行うものとする。」とありま
すが、詳細設計に大きく影響する事項であるた
め、方針化の決定時期等についてご教示くださ
い。また、道路照明や標識、信号等の調整マネジ
メント業務は貴局で実施し、決定事項を詳細設計
へ反映するという理解でよろしいでしょうか。

前段については、事業着手時に各管理者との調整
を開始します。
後段については、ご理解のとおりです。

52 要求水準書 18 第2 5 （8）
道路照明、道路標識、
信号等の計画調整

「道路照明は、関東地方整備局が設置方針を検討
した上で、必要な場合は事業者が詳細設計を行う
ものとする。」とありますが、事業者が詳細設計
を行う場合、設計に要する費用及び工期は設計変
更対象と理解してよろしいでしょうか。
事業提案に含まれる場合は、詳細設計の対象とな
る数量をご提示ください。

前段について、費用は要求水準書の変更の対象と
しますが、事業期間は変更しません。
後段については、事業提案に含まれません。

53 要求水準書 18 第2 5 （8）
道路照明、道路標識、
信号等の計画調整

「道路標識は、関東地方整備局が設置を検討した
上で関係機関と協議し決定した後、必要な場合は
事業者が詳細設計を行うものとする。」とありま
すが、事業者が詳細設計を行う場合、設計に要す
る費用及び工期は設計変更対象と理解してよろし
いでしょうか。
事業提案に含まれる場合は、詳細設計の対象とな
る数量をご提示ください。

前段について、費用は要求水準書の変更の対象と
しますが、事業期間は変更しません。
後段については、事業提案に含まれません。
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№ 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問内容 回　　答

　国道１号東小磯電線共同溝ＰＦＩ事業　入札説明書に対する質問回答（第１回）

54 要求水準書 31 第3 1 （33） 1） 完成検査
「事業者は、前項の報告終了後速やかに報告」と
ありますが、完成検査の終了後速やかに報告との
理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

55 要求水準書 33 第3 2 （２） ２） 定義

ＣＩＭモデル活用範囲としては「電線共同溝」と
されておりますが、「道路附属物（照明、道路標
識）」については対象外であると捉えることでよ
ろしいいでしょうか。

ＣＩＭモデルの活用は電線共同溝事業を効率的に
実施するために導入するものであるため、対象工
種を電線共同溝としていますが、活用範囲につい
ては事業者の提案内容によるものと考えていま
す。

56 要求水準書 33 第3 2 （３） 業務内容及び対象範囲

本文中の、「別紙５　ＢＩＭ／ＣＩＭ実施計画
書」の部分については、「別紙１１　ＢＩＭ／Ｃ
ＩＭ実施計画書」に置換することでよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。
要求水準書、第３.２(３)の記述を訂正します。

57 要求水準書 41 第3 8 （3） 平板ブロック
景観に配慮することを前提にインターロッキング
ブロック等の採用も協議対象となるとの認識でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

58 要求水準書 45 第3 10 (4） -
地元に対する工事説明

会

実施方法については第2.4.(3)に準じると記載さ
れておりますが、内容が一致しないように思われ
ますので、正規の項番をご教授願います。

第2.5.（3）が正です。
要求水準書、第３.１２(４)の記述を訂正しま
す。

59 要求水準書 45 第3 12 （4）
地元に対する工事説明

会

「事業者は、地域住民に対して工事着手前に工事
内容について説明会を実施し、同意を得るよう努
めなければならない。」とありますが、松並木保
存地区での工事実施について、地元住民及び保存
協会等の合意は得られているのかご教示願いま
す。

当該事業区間についての地元説明は行っていませ
ん。事業着手後に事業者にて調整してください。

60 要求水準書 45 第3 12 （5）
隣接家屋・店舗等との

出入口調整

「縁石の位置と外側線の位置は、関東地方整備局
が所轄警察署と協議して決定するものとする。」
とありますが、設計に要する費用及び工期は設計
変更対象と理解してよろしいでしょうか。

調査・設計業務に含んでいるため、設計変更の対
象となりません。

61 要求水準書 50 第5 2 (1) 業務の実施
点検は施設完成の５年後に実施と記載されていま
すが、どのような点検内容を想定されているかご
提示願います。

要求水準書及び適用基準を参考に提案してくださ
い。

62 要求水準書 51 第5 3 （1） 業務の実施

「補修費用は原則事業者の負担とするが、これに
より難い場合は関東地方整備局と協議するものと
する。」とありますが、瑕疵以外については、事
業契約書（案）の第74条に記載されているとお
り、発注者と事業者にて協議するとの理解でよろ
しいでしょうか。

事業契約書の規定に基づきます。
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№ 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問内容 回　　答

　国道１号東小磯電線共同溝ＰＦＩ事業　入札説明書に対する質問回答（第１回）

63 要求水準書 51 第5 4 （１） -
連系設備・入線・抜柱

に関して

維持管理段階での調整マネジメント業務におい
て、連系設備、入線、抜柱に関する各業務範囲に
おいて役割分担は示されているが、最終期限が明
記されておりません。早期の抜柱計画と調整に努
めますが、最終抜柱期限は本事業の維持管理業務
期限との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

64 要求水準書 別紙11

2ページ目と3ページ目が重複していますので、修
正版をご提示ください。

要求水準書、別紙１１の３ページを差し替えま
す。

65 事業者が付す保険等 1 第１ 1 (3) ① 付保条件

保険の契約期間について７年を超える一括契約が
できないため、超過期間については１年ごとに更
新するなど、保険期間を分けて対応することは可
能でしょうか。

可能です。

66 事業者が付す保険等 2 第1 3 （3） 付保条件
第三者賠償責任保険に関して、保険金額の指定は
なく、事業者が任意に設定するという理解で宜し
いでしょうか。

事業者の提案に基づきます。

67 事業者が付す保険等 3 第2 （3） 付保条件
維持管理業務における第三者賠償責任保険に関し
て、保険金額の指定はなく、事業者が任意に設定
するという理解で宜しいでしょうか。

事業者の提案に基づきます。

68
事業費の算定方法
及び支払い方法

3 第2 2
支払い条件の基本的事

項

早期完成・引渡しとなった場合について記載され
ていますが、例えば、完成・引渡しが当初予定よ
り１年早くなった場合かつ予算措置も行なわれた
場合、維持管理開始日、第1回支払時期及び事業
終了日もそれぞれ１年早まるとの理解でよろしい
でしょうか。
また、予算措置が行なわれなかった場合、完成・
引渡しは令和９年３月３１日になるのでしょう
か。あるいは、早期完成・引渡しは可能である
が、維持管理開始日、第1回支払時期及び事業終
了日は当初予定の期日のままとなるのでしょう
か。

前段については、ご理解のとおりです。
後段については、引渡しは令和９年３月３１日と
します。

69
事業費の算定及び

支払方法
2 第1 事業費の内訳

施設整備費の支払区分「消費税等」において「施
設整備に係る消費税等」とありますが、割賦手数
料には消費税はかからないとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

70
事業費の算定

及び支払い方法
3 第2 3 (1) ① 施設費

早期完成・引渡しの場合も、全8回の支払いとい
う理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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71
事業費の算定

及び支払い方法
3 第2 3 (1) ① 施設費

施設費と割賦手数料の合計額が毎年度均等ではな
く、施設費単体で毎年度の均等（元金均等）とい
う理解でよろしいでしょうか。

元利均等返済です。

72
事業費の算定

及び支払い方法
4 第2 3 (2) 維持管理費

早期完成・引渡しの場合も、全8回の支払いとい
う理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

73
事業費の算定
及び支払い方法

4 第2 3 (3) その他の費用
早期完成・引渡しの場合も、全8回の支払いとい
う理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

74
事業費の算定及び

支払方法
5 第4 1 基本的考え方

「施設整備費については、基準金利の確定日まで
の金利変動相当分及び下記２による改定を除き、
原則として改定を行わない。」とありますが、同
項下段では「なお、要求水準の変更その他により
必要に応じて、関東地方整備局及び事業者が協議
の上、事業費の改定を行うことができるものとす
る。」と記載されています。また、事業契約書
（案）第23条では「 事業費の確定は発注者と事
業者が協議の上」と記載されております。「原則
として改定を行わない」の意図をご教示願いま
す。

原則は、改定を行わないものとします。ただし、
やむを得ない理由がある場合には改定を行いま
す。

75 基本協定書（案） 5 第10条 第1項 業務の委託

共同企業体を組成の上契約当事者となる場合、
「代表企業」を「共同企業体」と読み替えて、委
託契約又は請負契約を締結するとの理解でよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

76
共同企業体協定書
（甲）（案）

共同企業体協定書（甲）（案）が示されおります
が、協定書（案）に記載されていない項目（例え
ば構成員の役割義務、秘密保持、違約金等債務負
担）に関する条項を追加することは可能でしょう
か。

可能です。ただし、「構成員の出資の割合」につ
いては必ず記載してください。

77
共同企業体協定書
（甲）（案）

第８条 構成員の出資の割合
構成員の出資の割合は、各構成員の業務分担額、
融資額（立替額）等を考慮して、構成員間で合意
した比率でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

78 様式集及び記載要領
様式一
覧

４）
第一次
審査提
出書類

様式12
配置予定技術者の資

格・工事経験

入札説明書Ｐ１０～Ｐ１１の４．（４）③ウ～オ
に示されている配置予定技術者に係る確認書類に
ついては、４．（４）③ア～イと同じ提出期限と
し、様式１６に添付することでよろしいでしょう
か

ご理解のとおりです。
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79 様式集及び記載要領 様式6 グループ構成表

チェック欄に「ＳＰＣを設立しない（共同企業体
（甲型）と契約）」の選択肢がありますが、この
選択肢は共同企業体を組成の上「事業契約書」の
契約当事者となるとの理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

80 様式集及び記載要領 様式16 V 印鑑証明書

入札及び契約に関する権限を支店等に委任してお
り、各書類への押印は支店等の使用印で押印しま
すが、この使用印を印鑑登録していない場合、提
出する印鑑証明書は、会社として印鑑登録してい
る実印のものでよろしいでしょうか。

本件に使用する印の印鑑証明を添付してくださ
い。

81 様式集及び記載要領 様式16 - - - 添付資料提出確認書
各添付資料部数提出を求められておりますが、す
べて原本での提出が必要でしょうか。
複写での提出でも問題ないでしょうか。

正本以外は、複写での提出でも問題ありません。

82 様式集及び記載要領 様式27-2
資金調達計画

様式作成にあたっての注意事項に「2．ＳＰＣを
設立しない場合は全額自己資本として記入するこ
と」とあります。＜資金調達の内訳＞の調達形態
の欄で「全額自己資本」の文言に修正して記載す
ればよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

83 様式集及び記載要領 様式27-2
資金調達計画

ＳＰＣを設立しない場合であって、資金の全額を
代表企業から調達するときは、＜資金調達の内訳
＞の資金提供者名の欄は「代表企業」と記載すれ
ばよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

84 様式集及び記載要領 様式27-7 工事費内訳書

添付10の入札時積算数量書にて「事業者は、施工
方法、地質条件等を十分考慮して、設計、工事、
維持管理、調整マネジメント等、事業目的を完
成・維持するための一切の手段について事業者の
責任において定めるものとする。」とあります
が、工事費内訳書は入札時積算数量書に示された
数量に基づくものではないとの理解で宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりです。工事費内訳書は見積参考資
料を参考として作成をお願いします。

85 様式集及び記載要領 様式30
調査・設計及び施工計

画

枠内の「注２．提案の意図を伝えるため、適宜、
必要な図面・スケッチ等を任意様式で追加するこ
とができる。」は、枠外の「注）１．Ａ４版８
ページ以内」に含まれないという理解で宜しいで
しょうか。

含まれます。

86 様式集及び記載要領 様式39 記載方法の確認

様式一覧に記載ありますが、様式なしです。様式
38を用い、２枚以内での作成でよろしいでしょう
か。それとも、様式39はなしで、様式38工事段
階・維持管理段階の調整ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄとして作成する
ことでよろしいでしょうか。

様式39は不要です。様式38工事段階・維持管理段
階の調整ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄとして作成してください。
添付９様式集及び記載要領の１．６）を訂正しま
す。
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№ 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問内容 回　　答

　国道１号東小磯電線共同溝ＰＦＩ事業　入札説明書に対する質問回答（第１回）

87 入札時積算数量書 -
本件積算採用単価のベースと採用月をご提示願い
ます。

令和元年１２月を採用します。

88 入札時積算数量書 -
現在提示されている入札時積算数量表に記載され
ている材料等の詳細を提示する予定はあります
か。

予定はありません。

89 入札時積算数量書

本入札時積算数量書に記載された数量等について
は、入札説明書　添付２　要求水準書Ｐ１６の第
２　３．（１０）に示されている貸与資料に基づ
くものと捉えてよろしいでしょうか。
また、その捉え方で良い場合、入札説明書　添付
９　様式集及び記載要領　の様式３０（調査・設
計及び施工計画）については、その貸与資料に対
して提案をさせていただくことでよろしいでしょ
うか。
また、上記貸与資料については、令和元年６月２
７日公表された要求水準書（案）Ｐ１３に示され
ている貸与資料と同一のものと捉えてよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

90 入札時積算数量書 日当り施工量の補正

事務連絡（国土交通省大臣官房技術調査課建設シ
ステム管理企画室長　平成23年3月31日
http://www.mlit.go.jp/common/000139689.pdf）
によりますと、道路修繕工事、電線共同溝工事及
び道路維持工事で、特定工種の日当たり作業量の
補正の試行を行うとされておりますが、今回事業
の予定価格の算出にあたっても本試行を適用して
いますか。
適用している場合、本事務連絡に則り、入札時積
算数量書の各要素で、日当たり作業量補正を実施
していることを判別できる資料を提供してくださ
い。

適用していません。契約後、協議により変更しま
す。

91 入札時積算数量書

電線共
同溝
費、舗
装費
（路面
復旧）

舗装版
撤去工

舗装版
破砕工

- 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

既設アスファルト舗装のうち、車道表層は排水性
アスファルト舗装と思われますが、要求水準書23
ページに記載の再資源化施設（ガイアートT・K）
では、排水性アスファルト殻とその他のアスファ
ルト殻では受入単価が異なっております。
予定価格算出時のアスファルト殻受入費は排水性
以外のアスファルト殻として見込み、設計業務完
了時に条件を確認のうえ協議して確定すると考え
てよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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№ 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問内容 回　　答

　国道１号東小磯電線共同溝ＰＦＩ事業　入札説明書に対する質問回答（第１回）

92 入札時積算数量書

電線共
同溝
費、舗
装費
（路面
復旧）

舗装版
撤去工

掘削
（路

盤）、
残土等
処分

- 掘削路盤材の処分

掘削路盤材の処分数量が、残土等処分に含まれて
いると思われますが、掘削路盤材の扱いは産業廃
棄物ではなく残土と同様の建設発生土として、要
求水準書27ページの建設発生土受入地（神奈川県
大磯町大磯）へ搬入すると理解して宜しいでしょ
うか。

掘削路盤材は廃材としてください。
建設発生土とは別としてください。

93 入札時積算数量書
4,
18

電線共
同溝費

電線共
同溝工

管路工
（管路
部）

-
通信管布設(3)-1,(3)-
2　φ250 直管、曲管

φ250管は電線共同溝用ボディ管と思われます
が、最終的なボディ管内さや管の種類及び条数
は、詳細設計を行わなければ確定できません。
予定価格算出及び入札時に見込む、さや管径とそ
れぞれの条数をご提示願います。

入札時積算数量書により積算してください。

94 入札時積算数量書
電線共
同溝費

電線共
同溝工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ
ﾎﾞｯｸｽ工
（特殊
部）

-
ダクトスリーブ材料

費、取付費

特殊部端壁に取付を行うダクトスリーブについ
て、入札時積算数量書に記載がございませんが、
ダクトスリーブ材料費および取付費については、
端壁材料費に含まれていると考えてよろしいです
か。
また、取り付けるダクトスリーブの種類及び数量
については、詳細設計を行わなければ確定できま
せん。予定価格算出及び入札時に見込む、それぞ
れの端壁ごとに、取り付けるダクトスリーブの種
類および数量をご提示願います。

前段については、端壁材料費に含まれます。
後段については、当初見込みは入札時積算数量書
に示す通りです。

95 入札時積算数量書
電線共
同溝費

電線共
同溝工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ
ﾎﾞｯｸｽ工
（特殊
部）

- 材料費（個）

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工（特殊部）下位のそれぞれの参考
事項のうち、蓋設置直上の項目「材料費（個）」
については、蓋高調整材（調整リング）をお見込
みと考えてよろしいですか。
また、予定価格算出及び入札時に見込む、それぞ
れの材料の規格（形状、厚さ等）をご提示願いま
す。

前段については、蓋高調整材（調整リング）を含
みます。
後段については、当初見込みは入札時積算数量書
に示す通りです。

96 入札時積算数量書
電線共
同溝費

電線共
同溝工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ
ﾎﾞｯｸｽ工
（特殊
部）

- 特殊部構造

特殊部の構造等については、詳細設計等で確定し
ていくこととなりますが、入札時にどのような構
造の特殊部で費用を計上すればよいのか不明瞭で
す。
入札時の費用計上は入札時積算数量書が根拠とな
るため、発注者と応札者で見込む根拠となる仕様
が不明確である場合、後々に障碍の要因となりか
ねません。
適正な競争入札に資するため、また詳細設計後の
事業費確定時の根拠資料とするため、予定価格算
出時及び入札時に根拠とすべき特殊部構造図等の
資料をご提示いただけないでしょうか。

当初見込みは入札時積算数量書に示す通りです。
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№ 資料名 頁 大項目 中項目 小項目 その他 項目名 質問内容 回　　答

　国道１号東小磯電線共同溝ＰＦＩ事業　入札説明書に対する質問回答（第１回）

97 入札時積算数量書
13,2
6

電線共
同溝費

電線共
同溝工

運搬処
理工

- 支給品運搬

支給品について、要求水準書に明記がありません
が、入札時積算数量書では支給品運搬を上り・下
りで各１式（１回ずつ）見込まれております。
入札時積算数量書にて見込む材料の種類、仕様、
および運搬距離（または、積込場所および取卸場
所）についてご教授願います。

入札時積算数量書を訂正しましたのでご確認くだ
さい。

98 入札時積算数量書
15,2
7,30

電線共
同溝

費、舗
装費

（路面
復旧）

仮設工
交通管
理工

- 交通誘導警備員

要求水準書27ページでは、交通誘導員の配置につ
いて全て夜間作業で1,030人（うち有資格者530
人）とされていますが、入札時積算数量書では、
電線共同溝（上り線）にてA:176人日、B:188人
日、B:3人日、電線共同溝（下り線）にてA:204人
日、B:220人日、B:2人日、舗装費（路面復旧）に
てA:150人、B:89人、B:2人であり、合計A:530
人、B:497人＋7人、総合計1034人であり合致しま
せん。入札時積算数量書を正として見込んでよろ
しいですか。
また、入札時積算数量書の参考事項として、交通
誘導警備員Bを2段書きで計上している理由をご教
授ください。

前段については、要求水準書を訂正します。
後段については、数量集計の段階で２段書きに表
示されただけで、資格等の条件の差異はありませ
ん。

99 入札時積算数量書 28
舗装費
（路面
復旧）

舗装版
破砕工

舗装版
破砕

-
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗

装 t=4cm

標記について、アスファルト厚がごく薄いため、
バックホウによる直接破砕・積込として実施した
場合、騒音振動対策を実施した場合（コンクリー
ト圧砕機を使用した場合）と比較しても、近隣の
影響はほぼ変わらないと考えておりますが、予定
価格算出時及び入札時にあっては、積算条件区分
としての「騒音振動対策」を「不要」として費用
を計上してよろしいでしょうか。

「騒音振動対策」は「必要」として計上してくだ
さい。

100 入札時積算数量書 29
舗装費
（路面
復旧）

舗装工
本復旧
工 歩道
一般部

-
平板舗装 300×300×

60

平板舗装等の歩道舗装の規格は、詳細設計で検討
のうえ決定致しますが、予定価格算出及び入札時
に見込む平板の規格としては、「舗道用ｶﾗｰ平板
30*30*6cm 透水性」として見込んでよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

101 入札時積算数量書 記載なし
縁石や街渠等に関する工事数量の計上がありませ
んが、別途提示及び設計変更対象と理解してよろ
しいでしょうか。

協議により要求水準書の変更の対象とします。

102 入札時積算数量書 記載なし
道路照明、道路標識、信号について工事数量の記
載がありませんが、設計変更対象との理解してよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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103 入札時積算数量書 記載なし
既設情報ボックスに関する工事数量の計上があり
ませんが、残置するという理解で宜しいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

104 見積参考資料 1,2
測量
調査

横断測量
埋設物地中探査及び試

掘調査

標記について、予定価格算出時に根拠としている埋設
物地中探査の単価出典、試掘調査１箇所当たりの内
訳、試掘寸法等の根拠、および間接業務費等の根拠を
ご提示いただけないでしょうか。
本資料はあくまで見積参考資料でありますが、詳細設
計を行う中で内容が大きく変動することも考えられ、
応札業者が該当部分を故意に安価に値入を行い、契約
後に増額協議で賄う等、操作を行うことも考えられま
す。
適正な競争入札に資するために、入札時においても見
積条件としてはできる限り費用算出のための前提条件
を一致させておくことが必要と考えます。

埋設物地中探査は、事業者にて検討し、提案して
ください。
なお、試掘箇所数は見積参考資料に示していま
す。これを参考に費用を算出してください。

105 見積参考資料 3 CIM活用業務

要求水準書12頁、(4) 1)CIMモデルの作成・更新
において、CIMモデルの作成・更新に当たっては
CIMガイドラインを参考に、関東地方整備局と協
議するとされています。電線共同溝はCIMガイド
ラインが未整備である現状もあるため、CIM活用
業務費用は、事業提案に基づいて関東地方整備局
と協議した上で、設計変更の対象になると考えて
よろしいでしょうか。

事業提案に基づきます。ただし、要求水準書の変
更の対象になりません。

106 見積参考資料 5 支障移設

「電線共同溝工事（工事価格）と舗装（路面復
旧）工事　（工事価格）の11％を見込む」とあり
ますが、事業者が移設補償費を支払うことは可能
なのでしょうか。

移設補償費については、本事業に含んでいます
が、個々の移設対象物件の管理者との調整により
変更が生じる可能性はあります。変更が生じた場
合は協議により要求水準書の変更の対象としま
す。

107 見積参考資料 7 工事監理業務
2日に１回の検査業務に相当する歩掛りをご教示
願います。

施工者と契約した第3者による品質証明業務運用
ガイドラインにより算出してください。

108 見積参考資料 8 補修業務
電線共同溝・車道舗装・歩道舗装の補修業務費
は、業務実施内容に応じて設計変更の対象となる
と考えてよろしいでしょか。

原則として変更しません。事業提案に基づき実施
してください。

109 見積参考資料 9 調整マネジメント

設計段階、施工段階、維持管理段階のそれぞれに
いて、作業は何日分を想定しているのかを開示し
てください。
また、地元や関係機関の要請など正当な理由で、
作業日数が増えた場合は、設計変更の対象となる
と考えてよろしいでしょうか。

見積参考資料を訂正しましたのでご確認くださ
い。
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