
設計積算システム再構築 RFI　質問回答書

項番 質問内容 回答

1

【資料提供依頼者：9 その他「但し、【４依頼内容】（６）帳票について」により提示していただいたサンプル帳票は、
今後の調達時資料等として貴社に断りなく第三者へ配布等させていただく可能性があります。よって、第三者に制
限なく利用される可能性がありますが、これにより貴社に不利益を与える場合が発生しても一切責任は負いませ
ん。」】とありますが、この第三者とは、今回の調達の発注者側関係者という理解でよろしいでしょうか。
また、一方で、【資料提供依頼者：9 その他「６ 配布資料（６）帳票例】で配布する帳票は、当局の承諾を得ない転
載・配布を禁止します。」】とありますが、同じ取り扱いとしていただくことは、困難でしょうか。

調達仕様書等の一部（帳票例等）として利用することを考えているため、第三者は発注者側関係者だけでなく、調
達に関する全ての関係者となります。
できるだけサンプル帳票を提示していただきたいと考えていますので、サンプル帳票の取扱いに制限等がありまし
たら、その旨を明記して提示してください。

2

【仕様想定書：1.3システム再構築の基本方針「新システムのシステム形態は、システム端末側のWEB ブラウザの機
能を利用し、全てのプログラム資産と情報をサーバで管理するサーバサイドのWEB システムを推奨するものとす
る。ただし、サーバ側のプログラムとシステム端末側のプログラムが連携し情報処理を実施するクライアントサーバ
方式のシステム形態の採用も可能とする。」】とありますが、システム形態はWeb方式とクライアントサーバ方式のい
ずれでもよいのでしょうか。

仕様想定書で記載の要件を満たせば、システム形態の方式は問いません。

3

【仕様想定書：1.3システム再構築の基本方針「受注者がクライアントサーバ方式のシステム形態を採用する場合
は、システム端末側のプログラム資産を管理する方法、クライアント側のプログラム資産をマルウェア等から防御す
る方法等のクライアントの運用管理の方式に関して併せて提案すること。」】とありますが、例えば、導入時のプログ
ラム配布等のツールやマルウェア対策の仕組みが必要な場合は、その費用も今回回答する見積に含める必要が
あるのでしょうか。

見積に含めてください。但し、当該部分に関する費用が把握できるように、見積書様式に記載してください。

4
【仕様想定書：1.4期間「本業務委託の期間は、平成３１年６月１日から平成３４年３月３１日までとする。」】とあります
が、構築期間を前倒しすることは可能でしょうか。

工期に関するRFI回答を基に、再度、構築期間を定める予定です。よって、前倒しは可能と考えています。

5

【仕様想定書：2.2帳票要件「帳票種類及び内容は、配布資料（３）機能要件一覧表の帳票等に関連する項目を参
照すること。」】とありますが、帳票関連につきまして、前回ＲＦＩの機能要件一覧と比較し、大幅に要件内容が追加
されていますが、全ての帳票について、記載された仕様を実現する必要はありますでしょうか。※優先度をつけて
必要な帳票を絞り込むことは可能でしょうか。

原則、全ての帳票が必要となるので優先度をつけて絞り込むことは考えていません。但し、類似した内容の帳票等
について、まとめることは可能と考えています。

6
【仕様想定書：3.2機能要件「本システムの機能要件の詳細については、（別紙）機能要件一覧」を参照すること。」】
とありますが、機能要件一覧表に記載された機能は、新システムへ全機能の実装が必須でしょうか。

新システムへの機能実装については、RFI回答を基に、費用対効果（業務効率化とカスタマイズ費用等を比較）を
考慮して、決定する予定です。

7
【仕様想定書：4.1.3会議体制「工程完了判定会議＜各作業工程の完了時に、受注者が主体となって工程完了判
定会議を開催し、発注者に完了の承認を得ること。＞」】とありますが、具体的に想定されている工程はありますで
しょうか。（もしくは、想定されている判定会議の回数は明示いただけますでしょうか。）

【仕様想定書：4.1プロジェクト管理】に示したプロジェクト実施計画書に記載していただく実施計画スケジュールで
重要度の高い作業工程完了時で開催することを考えていますが、回数は特に指定しません。但し、単年度での開
発ではないため、各年度ごとに少なくとも開催する必要はあります。（システム開発の出来高確認）

8
【機能要件一覧表：2-39「設定に際し、システムに取り込むための電算基準書等の書式を作成できること。」】とあり
ますが、どのような書式及びデータ形式を想定されていますでしょうか。また専用画面での作成機能を想定されて
いますでしょうか。

施工単価自体の登録が煩雑となるため、システム画面上では正しく登録されているか判断することが難しいと考え
られます。よって、登録した内容を分かりやすくまとめた帳票（電算基準書等の書式）が必要になると考えられるた
め、作成することを求めています。従って、登録した内容を確認できればいいので帳票の様式については定めま
せん。
「専用画面での作成機能を想定」については、施工単価自体は職員により作成することが可能であれば、どのよう
な画面でも構いません。また、帳票（電算基準書等の書式）も同様に作成することが可能であれば、どのような画面
でも構いません。

9
【機能要件一覧表：2-55「ＣＳＶ、Excel等にてデータを出力及び読み込みができること。」及び2-56「ＣＳＶ、Excel等
にて対象データ（コード番号）を限定して出力及び読み込みができること。」】とCSV、Excel等にてデータ出力・読込
みする機能が２つありますが、別々の機能扱いでしょうか。

別々の機能としては考えていません。
データの出力及び読み込みという点では同じ機能と考えています。
違いは、単価データ全てに対して行われるか、単価データを限定できるかの違いです。

10
【機能要件一覧表：3-75「「施工箇所が点在する工事の積算」と補助（高率、低率、単独費）の設計書は同時に作
成できること。」】とありますが、どのように設計書を合併し、諸経費をどのように算出されているでしょうか。

「施工箇所が点在する工事の積算」でも「通常の積算」でも、設計書の合併方法及び諸経費算出方法は同じで
す。但し、「施工箇所が点在する工事の積算」の一般管理費算出は、全施工箇所を１つの工事として考慮し算出し
ます。
補助（高率、低率、単独費）の諸経費（間接費）は原則、按分にて算出します。また、按分により算出された高率及
び低率の諸経費（間接費）は、１円未満の端数を切り捨てにて算出します。

11
【機能要件一覧表：3-76「補助率区分［按分］（合棟）の場合、高率・低率・単独費の按分比率が設定できること。」】
とありますが、どのような率設定でしょうか。

複数の補助率区分が対象となる建物（合棟）において、補助率区分毎に直接工事費が計上できない場合、全体を
100として各補助率区分毎に0～100の按分比率設定すること。

12
【機能要件一覧表：3-78「指定工事の設計書が作成可能なこと。」】とありますが、指定工事と通常工事の扱いの差
は何でしょうか。単に、指定した期間内に一部分を完成させる必要がある工事のことを指定工事とされているので
しょうか。

指定工事とは、指定された期日までに工事の一部（指定部分）を完成させる必要がある工事のことです。



設計積算システム再構築 RFI　質問回答書

項番 質問内容 回答

13
【機能要件一覧表：3-166「内容登録時チェック条件に反している場合等は、確認用エラーや重大エラーのメッセー
ジが表示されること。」及び「設計書自体に対してチェック条件に反している場合は、エラーリストとして帳票に反映
できること。」】とありますが、具体的なチェック条件について、明示いただけますでしょうか。

機能要件一覧表の、3-171、173、184、217、222、223、224、303、306、311、328、337、339、340、341、342、343、
350、351を参考にしてください。

14
【機能要件一覧表：3-209「工種等（レベル１～４）を登録する際に、あらかじめ登録された複数の雛形から選択し、
登録出来ること。」】とありますが、同一工種で複数の工種体系ツリーを表示し、切替えて表示・選択操作を行うとい
う理解でよろしいでしょうか。

標準工種体系ツリーとして複数パターン登録しておき、設計書作成時に設計者が登録された標準工種体系ツリー
の中から、利用しやすいパターンを選択することで、積算する工種等（レベル１～４）を１つ１つ登録する必要をない
ようにすることを考えています。

15
【機能要件一覧表：3-243「徴収設計書の作成が行えること。」】とありますが、通常設計書の扱いとの差は何でしょう
か。

通常設計書と算出方法は同じですが、一部、積上げ項目を変更し設計書を作成するものです。

16
【機能要件一覧表：3-273「直接材料費ヘッダ情報として、下記項目が設定可能なこと」】とありますが、下記項目に
含まれる「■明細表計上方法」とは、具体的にどのような設定が必要でしょうか。

明細表の項目を「一式計上」か「個別計上」かの計上方法を設定できることです。
「一式計上」は、明細表の細別名にて一式計上とする。
「個別計上」は、明細表の入力項目毎に計上する。

17
【機能要件一覧表：3-339「施工単価の条件設定画面において、関連項目間において矛盾チェックが行われるこ
と。」】とありますが、貴局で想定している項目を明示いただけますでしょうか。

基準管理機能により施工単価の選択可能条件及び選択可能項目が設定可能となれば、項目間での矛盾チェック
は原則不要と考えられます。

18
【機能要件一覧表：3-353「コンサル用簡易入力版システム（システム本体にログオフでＰＣ単体で稼働できるシステ
ム）」】とありますが、どの様なシステムを想定すればよろしいでしょうか。（スタンドアロン版積算システムをユーザ認
証無で使用するといったイメージでしょうか。）

スタンドアロン版積算システムを想定しています。また、ユーザ認証は必要と考えています。

19

【機能要件一覧表：4-364「上記のように再度数量計算機能で入力後、積算システムへ項目等を転送した場合に、
上書きされたくない箇所については、積算システム側で項目等に対して個別にロックができること。」】とありますが、
上書きされたくない箇所について、計上された単価を独自で修正した場合は、当該データが切り離され、再転送し
た場合には、その単価が残るという認識でよろしいでしょうか。

単価の数量等を独自に修正した後に、再転送した数量等に置き換えたい場合等も考えられます。よって、修正時
点でデータが切り離されるのではなく、上書きされたくない項目について、積算システム側で設計者が指定できる
ようにと考えています。

20
【機能要件一覧表：4-367「ＰＩＰ工法による工事（水道工事）に関すること。」】とありますが、貴局で利用又は想定し
ている入力項目について明示いただけますでしょうか。また、基準書の参照先ページについて明示いただけます
でしょうか。

入力項目については別紙参照とします。（別紙Ａ）
基準書の参照先は、主に【水道施設整備費に係る歩掛表（厚生労働省）】の「第一編　請負工事標準歩掛　－第５
章　その他歩掛　－第３節　既設管内配管工」となります。

21
【機能要件一覧表：4-368「ホースライニング工事（水道工事）に関すること。」】とありますが、貴局で利用又は想定
している入力項目について明示いただけますでしょうか。また、基準書の参照先ページについて明示いただけま
すでしょうか。

入力項目については別紙参照とします。（別紙Ｂ）
基準書の参照先は、主に当局独自基準_【水道用設計積算基準】の「第４章 直接工事費の積算（管路）＿第８節
ホースライニング工」となります。

22
【機能要件一覧表：4-369「更生工法による工事（下水道工事）に関すること。」】とありますが、貴局で利用又は想定
している入力項目について明示いただけますでしょうか。また、基準書の参照先ページについて明示いただけま
すでしょうか。

入力項目については別紙参照とします。（別紙Ｃ）
基準書の参照先は、主に【下水道用設計標準歩掛表－第１巻－】の「Ⅴ 管路施設（管きょ更生工法）編」及び当局
独自基準_【下水道用設計積算基準】の「第４章 直接工事費の積算（管路）＿第１５節 管きょ更生工」となります。

23
【機能要件一覧表：4-370「汚泥輸送管布設工事（下水道工事）に関すること　＜水道管路開削工事と構成は同じ、
但し、積算項目等に差がある＞。」】とありますが、貴局で利用又は想定している入力項目について明示いただけ
ますでしょうか。また、基準書の参照先ページについて明示いただけますでしょうか。

入力項目については通常の水道管路開削工事と同内容です。但し、取付管に関する項目は不要です。
基準書の参照先は、当局独自基準_【下水道用設計積算基準】の「第４章 直接工事費の積算（管路）＿第１４節 ダ
クタイル鋳鉄管の積算」となり、それ以外は、通常の水道管路開削工事と同様です。
但し、汚泥輸送管布設工事は、下水道工事として積算するので、水道管路開削工事よりも使用可能管材種類に制
限があります。さらに、管材費の間接費控除の考え方はありません。

24

【機能要件一覧表：4-377「情報入力項目等をエクセル等に出力でき、出力したエクセル等に情報入力した後に取
込むことで、入力値として反映できること。」及び「出力されたエクセル等への条件項目入力は、通常の管路工事数
量計算と同様に、直接入力やリスト選択等から入力できること。」】とありますが、本機能はコンサル業者向けの機能
として使用することを想定されていますか。もしくは、職員が利用される機能でしょうか。

数量計算システム本体ではなく、数量計算に必要な情報入力項目をエクセル等で外部出力したものになるので、
利用者に制限を掛けることは考えていません。

25
【機能要件一覧表：6-395「当局職員による簡易な操作により、設計業務委託業者（局外PC利用環境）が「支援用
設計書」を作成できること。」】とありますが、「支援用設計書」とは発注者支援業務委託の成果物のことでしょうか。

「支援用設計書」はコンサル用簡易入力版システムで作成する設計書データと考えています。

26

【機能要件一覧表：7-398「単価契約の各契約種別ごとに、単価契約の単価データ群を作成できること。※現在の
契約種別は以下の７種（①配水管移設工事　②道路掘削跡復旧工事　③配水管附属具維持工事　④上下水道
取付管工事　⑤下水道築造工事　⑥下水道整備工事　⑦標準代価）」】とありますが、契約種別は①～⑦以外は
単価契約の単価データを作成できなようにする必要がありますでしょうか。

今後、単価契約種別が増加する可能性を見込み、①～⑦以外は単価データを作成できないようにする必要はあり
ません。

27
【非機能要件一覧表：No.24「設計書の金額情報（単価情報を含む）が端末に残らないこと。」】とありますが、帳票
出力データをＰＤＦ等で保存する機能がある場合、端末側に保存できないような対応が必要となるでしょうか。

システム利用者が意図して（帳票出力のボタン押す等）PDFで保存する場合等は対象としません。



既設管内配管工（PIP）の数量計算システムでの入力項目について

入力項目については、３種に分けて登録すると想定している。

・共通情報（工事全体にかかる情報登録）

・既設管内配管工（PIP）情報
・立坑情報

また、「施工箇所が点在する積算」へ対応のために、数量計算システムで「施工箇所が点在する積算」

を考慮させる必要がある場合は、下記に示した以外に、入力項目が別途必要となります。

共通情報として想定している入力項目を以下に示す。

・施工区名

・施工地域区分

・昼夜区分

・発生土処分種別

・埋戻土種別

・試掘舗装種別及び箇所数（３種）

・仮設材運搬距離

既設管内配管工（PIP）情報として想定している入力項目を以下に示す。
・スパン番号（各立坑間の施工延長補正に利用）

・既設管情報（管種、ライニングの有無＜鋳鉄管＞、管径、土被り）

・新設管情報（管種、管径）

・既設管内清掃種別（機械施工 or人力施工）とその延長
・管引込費（口径、管長区分＜直管 or短管・異形管＞、スパン長）
・管据付費（口径、管長区分）

・拡管費＜巻込鋼管＞（口径、管長区分）

・管引込設備費（箇所数）

・換気設備費（箇所数）

・交通誘導員種別（昼間 or夜間 or計上無）

立坑情報として想定している入力項目を以下に示す。

・機械（掘削、積込み）

・現況舗装種別

・立坑形状（口径により標準値有）

・土留工（土留種別、土留延長）

・舗装版破砕工（破砕方法、アスコン厚、セメコン厚）

・殻運搬処理工（殻種類、積込機械、車種、距離）

・仮復旧種別（歩車道区分、幅員）

別紙Ａ　　



ホースライニング工の数量計算システムでの入力項目について

入力項目については、３種に分けて登録すると想定している。

・共通情報（工事全体にかかる情報登録）

・ホースライニング工情報

・立坑情報

また、「施工箇所が点在する積算」へ対応のために、数量計算システムで「施工箇所が点在する積算」

を考慮させる必要がある場合は、下記に示した以外に、入力項目が別途必要となります。

共通情報として想定している入力項目を以下に示す。

・施工区名

・施工地域区分

・昼夜区分

・発生土処分種別

・埋戻土種別

・試掘舗装種別及び箇所数（３種）

・仮設材運搬距離

ホースライニング工情報として想定している入力項目を以下に示す。

・対象既設管情報（管径、土被り）

・管クリーニング延長（実施工延長）

・管内調査工種別（目視 orテレビカメラ）とその回数
・シールホース種別

・接着剤流入塗布工延長（管体延長、中間管切断長、塗布余尺）

・反転挿入工延長（管体延長、中間管切断長、反転余尺）

・養生工種別（保圧養生工 o r加熱養生工）
・気密金具撤去数

・管端リング取付数

・穿孔処理数

・交通誘導員種別（昼間 or夜間 or計上無）

立坑情報として想定している入力項目を以下に示す。

・機械（掘削、積込み）

・現況舗装種別

・立坑形状（口径により標準値有）

・土留工（土留種別、土留延長）

・舗装版破砕工（破砕方法、アスコン厚、セメコン厚）

・殻運搬処理工（殻種類、積込機械、車種、距離）

・仮復旧種別（歩車道区分、幅員）
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更生工法の数量計算システムでの入力項目について

入力項目については、３種に分けて登録すると想定している。

・共通情報（工事全体にかかる情報登録）

・更生管きょ情報

・取付管情報（更生管きょごとに複数種類の取付管施工の情報登録）

また、「施工箇所が点在する積算」へ対応のために、数量計算システムで「施工箇所が点在する積算」

を考慮させる必要がある場合は、下記に示した以外に、入力項目が別途必要となります。

共通情報として想定している入力項目を以下に示す。

・施工区名

・施工地域区分

・発生土処分種別

・埋戻土種別

・現況舗装種別

・仮復旧種別

・受電設備情報（契約電力、箇所数、使用月数）

・試掘舗装種別及び箇所数（３種）

・仮設材運搬距離

更生管きょ情情報として想定している入力項目を以下に示す。

・スパン番号 ＜取付管情報とリンクさせるため＞

・交通誘導員種別（昼間 or夜間 or計上無）
・更生工法種別（製管工法 or反転・形成工法）
・更生対象既設管情報（管種、管径、スパン延長、下流側管底深、上流側管底深）

・下流側人孔情報（規格、番号、種別、控除長 ＜規格人孔でない場合に入力＞、ｲﾝﾊﾞｰﾄ補修種別）

・上流側人孔情報（規格、番号、種別、控除長 ＜規格人孔でない場合に入力＞、ｲﾝﾊﾞｰﾄ補修種別）

・連続施工番号 ＜連続施工の場合に登録＞

・取付管口仕上数

・木根除去数（重度、中度、軽度の３種）

・モルタル除去数（重度、中度、軽度の３種）

・取付突出数（重度、中度、軽度の３種）

取付管情報として想定している入力項目を以下に示す。

・スパン番号 ＜更生管きょ情報で登録したスパン番号（施工対象スパンの特定）＞

・取付管情報（整理番号 ＜同一スパンで複数取付管考慮のため＞、数量、種別、管径、延長）

・現況舗装種別（２種）

・仮復旧舗装種別（２種））
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