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工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取り 

止めや不調が予想される工事について下記①～④の不調・不落対策を試行しております。 

①「見積活用方式」 

 標準的な積算と乖離が予想される工種が存在するため、入札者から見積の提出を求め、その価

格の妥当性を検証の上、予定価格に反映する「見積活用方式」を採用します。 

②「間接工事費実績変更方式」 

運搬費・安全費について、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが予想されるため、そ

の妥当性を確認の上、実績により共通仮設費（率分）を変更する「間接工事費実績変更方式」を

採用します。 

③「難工事指定」 

 本工事は、工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施

工実績評価対象工事（試行）」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。 

④「施工箇所が点在する積算方法」 

施工箇所が点在することから、資機材を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生す

るなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に共通仮設費、現

場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する積算方法」を採用します。 

今回発注する「Ｒ１大宮
おおみや

春日部
か す か べ

出張所管内橋梁補修工事」、「Ｒ１浦和
うらわ

大宮
おおみや

出張所管内歩道橋

補修他工事」及び「Ｒ１熊谷
くまがや

春日部
か す か べ

出張所管内歩道橋補修他工事」について、別紙の通り不調・

不落対策を試行します。 

「橋梁補修工事」及び「歩道橋補修工事」において 

「間接工事費実績変更方式」「施工箇所が点在する積算方法」等を採用します。 
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別紙

●Ｒ１大宮春日部出張所管内橋梁補修工事 

《工事概要》 

（１）工事場所：大宮出張所管内及び春日部国道出張所管内 

（２）工 期：契約の翌日から令和３年１月２９日まで（予定） 

（３）入札方式：一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価Ⅱ型） 

（４）工事種別：維持修繕工事 

（５）工事内容（概要）

《間接工事費実績変更方式について》

○実績により変更を行う工種 

 共通仮設費（率分）のうち、運搬費及び安全費 

《難工事指定について》

○難工事指定 

 「難工事指定」された工事は、完成時に 70 点以上の工事成績評定を通知された場合、今後

発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象

となります。 

《施工箇所が点在する積算方法について》

○点在する工事箇所 

・宮ヶ谷塔橋（さいたま市見沼
みぬま

区宮ヶ谷
み や が や

塔
とう

地先） 

・越谷高架橋（下り）（埼玉県越谷
こしがや

市下間
しもま

久
く

里
り

地先） 

（宮ヶ谷塔橋）            

・取り付け階段撤去工 １式         ・情報管路移設工 １式 

・防護柵設置工 １式            ・仮設工 １式 

（越谷高架橋（下り）） 

・上部工補修工 １式            ・横桁補修工 １式 

・支承補修工 １式             ・伸縮装置補修工 １式 

・壁高欄補修工 １式            ・伸縮装置交換工 １式 

・仮設工 １式 
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《間接工事費実績変更方式を実施する理由》 

   さいたま市見沼区宮ヶ谷塔地区及び越谷市下間久里地区は交通量が多く、勾配があり、ま

た夜間での車線規制を想定している箇所です。規制計画における保安対策について、より安

全性を求められ、費用が多大になることが想定されます。 

   また、高架橋のため、資材置き場等の確保も困難であり、資材運搬等についても資材置き

場と現場の往復が１日に何度も発生することが想定されます。 

   以上のことから、安全費と運搬費について標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが

予想されるため、その妥当性を確認の上、実績により共通仮設費（率分）を変更する「間接

工事費実績変更方式」を実施します。 

《スケジュール》 

○入札公告                ：令和 ２年 ３月２４日（火） 

○開札日                  ：令和 ２年 ５月２１日（木）
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●Ｒ１浦和大宮出張所管内歩道橋補修他工事 

《工事概要》 

（１）工事場所：浦和出張所管内及び大宮出張所管内 

（２）工 期：契約の翌日から令和３年１月２９日まで（予定） 

（３）入札方式：一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価Ⅱ型） 

（４）工事種別：維持修繕工事 

（５）工事内容（概要） 

《見積活用方式について》

○見積の提出を求める主な工種 

 主桁補修工のうち、既設部材ガス切断仕上げ、現場孔明、部材取付 

 床版補修工のうち、既設部材ガス切断仕上げ、部材取付 

塗膜除去工のうち、塗膜除去 

 排水装置補修工のうち、既設部材ガス切断仕上げ、排水管取替 

 足場工のうち、吊足場、枠組足場 

なお、見積の提出を求める工種は、歩道橋により異なります。 

《間接工事費実績変更方式について》

○実績により変更を行う工種 

 共通仮設費（率分）のうち、運搬費及び安全費 

《難工事指定について》

○難工事指定 

 「難工事指定」された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後

発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象

となります。 

《施工箇所が点在する積算方法について》

○点在する工事箇所 

 【国道１７号】 

 ・美女木（北）歩道橋（埼玉県戸田
と だ

市美女
びじょ

木
ぎ

地先） 

・主桁補修工 １式            ・塗膜除去工 １式 

・横桁補修工 １式            ・現場塗装工 １式 

・床版補修工 １式            ・排水装置補修工 １式 

・階段撤去工 １式            ・仮設工 １式 

・舗装打換工 １式            ・伸縮継手工 １式 
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 ・曲本（北）歩道橋（さいたま市南
みなみ

区松
まつ

本
もと

地先） 

 ・与野（南）歩道橋（さいたま市中央
ちゅうおう

区桜
さくら

丘
おか

地先） 

 ・第二鴨川大橋（さいたま市西
にし

区内
うち

野本
のほん

郷
ごう

地先） 

 ・奈良町歩道橋（さいたま市北
きた

区奈良町
ならちょう

地先） 

 ・常盤（南）歩道橋（さいたま市浦和
うらわ

区常
とき

盤
わ

地先） 

 【国道１６号】 

 ・大塚新田（北）歩道橋（埼玉県川越
かわごえ

市大塚
おおつか

新田
しんでん

地先） 

《見積活用方式を実施する理由》 

   本工事は、浦和出張所管内及び大宮出張所管内における横断歩道橋の補修工事及び道路橋

の補修工事です。 

   施工にあたっては、交通量の多い現道上での作業、及び狭隘な作業環境に加え、歩行者の

安全を確保しながらの作業となるため、作業効率の低下により一部の工種において標準的

な積算と実勢価格に乖離が生じることが想定されます。 

   このため、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証の上、予定価格に反映

する「見積活用方式」を実施します。 

《間接工事費実績変更方式を実施する理由》 

   本工事箇所は全ての箇所でＤＩＤ地区（人口集中地区）内となっており、交通量も多く、ま

た、主要な交差点に架かる歩道橋や、通学路指定されている歩道橋もあることから、歩道橋利

用者についても多い箇所であるため、規制計画における保安対策について、より安全性を求め

られ、費用が多大になることが想定されます。 

    また、歩道橋近辺には民家や商店が建ち並び、資材置き場等の確保が困難であり、資材運

搬等においても資材置き場と現場の往復が何度も発生することが想定されます。 

以上のことから、安全費と運搬費について標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが予

想されるため、その妥当性を確認の上、実績により共通仮設費（率分）を変更する「間接工事

費実績変更方式」を実施します。

《スケジュール》 

○入札公告、見積依頼書交付        ：令和 ２年 ３月２４日（火） 

○開札日                  ：令和 ２年 ５月２１日（木）
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●Ｒ１熊谷春日部出張所管内歩道橋補修他工事 

《工事概要》 

（１）工事場所：熊谷国道出張所管内及び春日部国道出張所管内 

（２）工 期：契約の翌日から令和３年１月２９日まで（予定） 

（３）入札方式：一般競争入札総合評価落札方式（施工能力評価Ⅱ型） 

（４）工事種別：維持修繕工事 

（５）工事内容（概要）

《見積活用方式について》

○見積の提出を求める主な工種 

 主桁補修工のうち、既設部材ガス切断仕上げ、現場孔明、部材取付 

 横桁補修工のうち、既設部材ガス切断仕上げ、現場孔明、部材取付 

 床版補修工のうち、既設部材ガス切断仕上げ、床版取付 

 塗膜除去工のうち 塗膜除去 

 排水装置補修工のうち、既設ガス切断仕上げ、排水管取替 

足場工のうち、吊足場、枠組足場 

なお、見積の提出を求める工種は、歩道橋により異なります。 

《間接工事費実績変更方式について》

○実績により変更を行う工種 

 共通仮設費（率分）のうち、運搬費及び安全費 

《難工事指定について》

○難工事指定 

 「難工事指定」された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後

発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点対象

となります。 

《施工箇所が点在する積算方法について》

○点在する工事箇所 

 【国道４号】 

 ・袋山歩道橋（埼玉県越谷
こしがや

市袋
ふくろ

山
やま

地先） 

・主桁補修工 １式   ・塗膜除去工 １式 

・横桁補修工 １式   ・現場塗装工 １式 

・床版補修工 １式   ・排水装置補修工 １式 

・高欄補修工 １式   ・仮設工 １式 

・舗装打換工 １式   ・伸縮継手工 １式 
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 ・新方川橋（埼玉県越谷
こしがや

市上間
かみま

久
く

里
り

地先） 

 ・八丁目歩道橋（埼玉県春日部市八丁目
はっちょうめ

地先） 

 【国道１６号】 

 ・浜川戸歩道橋（埼玉県春日部市南 栄 町
みなみさかえちょう

地先） 

 【国道１７号】 

 ・下忍歩道橋（埼玉県行田
ぎょうだ

市下
しも

忍
おし

地先） 

 ・勅使河原歩道橋（埼玉県児玉
こだま

郡上里
かみさと

町勅使河原
て し が わ ら

地先） 

《見積活用方式を実施する理由》 

   本工事は、熊谷国道出張所及び春日部国道出張所管内における横断歩道橋の補修工事及び

道路橋の補修工事です。 

   施工にあたっては、交通量の多い現道上での作業、及び狭隘な作業環境に加え、歩行者の

安全を確保しながらの作業となるため、作業効率の低下により一部の工種において標準的

な積算と実勢価格に乖離が生じることが想定されます。 

   このため、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証の上、予定価格に反映

する「見積活用方式」を実施します。 

《間接工事費実績変更方式を実施する理由》 

   本工事箇所は、春日部国道出張所管内の箇所でＤＩＤ地区（人口集中地区）内となっており、

また、主要幹線道路上にあり、交通量も多く、また、主要な交差点に架かる歩道橋や、通学路

指定されている歩道橋もあることから、歩道橋利用者についても多い箇所であるため、規制計

画における保安対策について、より安全性を求められ、費用が多大になることが想定されます。

    また、歩道橋近辺には民家や商店が建ち並び、資材置き場等の確保が困難であり、資材運

搬等においても資材置き場と現場の往復が何度も発生することが想定されます。 

以上のことから、安全費と運搬費について標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが予

想されるため、その妥当性を確認の上、実績により共通仮設費（率分）を変更する「間接工事

費実績変更方式」を実施します。

《スケジュール》 

○入札公告、見積依頼書交付        ：令和 ２年 ３月２４日（火） 

○開札日                  ：令和 ２年 ５月２１日（木）
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