
 

池早再設工第 29 号 

令和 5 年 3 月 14 日 

歩掛参考見積募集要領 

 

有資格業者 各位 

独立行政法人水資源機構    

池田総合管理所長 岩本 浩 

 

次のとおり、早明浦ダム再生事業付帯施設詳細設計業務（仮称）の歩掛参考見積を募

集します。 

 

令和 5 年 3 月 14 日 

 

 

１. 目 的 

この歩掛参考見積の募集は、池田総合管理所で予定している業務の積算の参考とするため

の作業歩掛を募集するものです。 

なお、この参考見積書をご提出いただいたことで、業務の指名又は競争参加資格をお約

束するものではありません。 

ご提出いただいた参考見積書は、業務積算の目的以外には使用いたしません。 

 

２. 参考見積書提出の資格 

（１） 水資源機構における令和４・５年度一般競争（指名競争）参加資格業者の認定を受けて

いることとします。 

（２） 営業に関し法律上必要とされる資格を有していることとします。 

（３） 水資源機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成6年5月31日付け

6経契第443号）に基づき、吉野川水系関連区域において指名停止を受けていないこととし

ます。 

 

３. 参考見積書の提出等 

参考見積書は、次に従い提出してください。 

（１） 参考見積書は、作業項目毎に必要な技術者、資機材の人数等を記載して提出して下さい。 

（２） 提出期間：令和5年3月24日（金）から令和5年3月29日（水）まで 

ご持参いただく場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎

日、午前９時から午後４時まで 

（３） 提出先及び宛名 

独立行政法人水資源機構 池田総合管理所長 岩本 浩 宛 

【担当】総務課 森田（モリタ）、丸山（マルヤマ） 

〒778-0040 徳島県三好市池田町西山谷尻4235-1 



電話：0883-72-2050 ＦＡＸ：0883-72-0727 

メールアドレス：JWA_ikeda@water.go.jp 

（４） 提出方法 

書面は持参、郵送、ＦＡＸまたはメールのいずれかの方法によりご提出ください（いず

れも印影のあるものに限る）。 

（５） 見積有効期限 

令和6年3月31日までとし、必ず記載してください。 

（６） 提出様式 

様式は自由としますが、別紙１を参考に以下の内容を必ず記載してください。 

・文書番号（池早再設工第 29 号） 

・宛名（独立行政法人水資源機構 池田総合管理所 岩本浩） 

・提出者名（代表者 又は 代表者から委任を受けた者）と押印 

・提出日 

 

４. 参考見積内容 

（１）業務作業内容 

本参考見積の対象とする業務作業内容は、別添1の見積仕様書のとおりとします。 

（２）業務費の構成と歩掛見積徴取範囲 

① 本歩掛参考見積を適用する業務費の構成は、当機構が別に制定する「積算基準及び積

算資料（各編）」（以下「基準書」という。）によるものとします。 

② 歩掛参考見積徴取範囲は基準書で定義されている直接人件費のうち、上記（１）「業

務作業内容」を実施する為に必要な技術者、資機材の人数等を徴取します。 

（３）技術者の職種と定義 

国土交通省が公表している「令和5年度設計業務委託等技術者単価」における「技術者

の職種区分定義」によるものとします。 

（４）見積条件 

見積価格は、消費税抜きとしてください。また、見積書に消費税を含んでいない旨を記

載してください。 

 

５. 募集要領に対する質問 

この募集要領に対する質問がある場合においては、次に従い、書面により提出してくださ

い。 

（１） 提出期間：令和5年3月15日（水）から令和5年3月20日（月）まで 

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前

９時から午後４時まで 

（２） 提出場所：３．（３）に同じ。 

（３） 提出方法：３．（４）に同じ。 

（４） 提出様式：様式は自由としますが、別紙2を参考に以下の事項を必ず記載してください。 

・文書番号（池早再設工第 29 号） 

・宛名（独立行政法人水資源機構 池田総合管理所 岩本浩） 

・提出者名（代表者 又は 代表者から委任を受けた者）と押印 



・提出日 

・質問事項 

 

６. 質問に対する回答 

質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。 

（１） 閲覧期間：令和5年3月23日（木）から令和5年3月29日（水）まで 

（２） 閲覧方法：池田総合管理所ホームページの新着情報に掲載します。 

池田総合管理所ホームページ（https://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/index.html） 

 

７. 参考見積書作成及び提出に要する費用 

おそれいりますが、参考見積提出者のご負担とさせて頂きます 。 

 

８. 問い合わせ 

ご提出いただいた参考見積書の内容について、こちらより問い合わせをさせていただくこ

とがあります。 



別紙１＜見積書参考様式＞ 

※様式は自由となりますが、以下の例に記載する事項は必ず記載をお願いいたします。 

※別添 2 の提出様式（案）を参考に内訳の記載をお願いします。 

 

 

令和  年  月  日 

 

独立行政法人水資源機構分任契約職 

 池田総合管理所長 岩本 浩  殿 

 

住 所 

会 社 名 

代 表 者 氏 名 印 

 

見 積 書 

 

 

（件 名）池早再設工第29号にかかる参考見積案件 

 

見積項目 見積内容 見積数量 

現地踏査 見積仕様書及び別添図による 1 業務当り 

上下流通廊詳細設計 見積仕様書の各項目による 1 業務当り 

エレベータシャフト詳細設計 見積仕様書の各項目による 1 業務当り 

河道処理工詳細設計 見積仕様書の各項目による 1 業務当り 

流末処理修正設計 見積仕様書の各項目による 1 業務当り 

建設発生土受入地外跡地利用計画 見積仕様書の各項目による 1 業務当り 

報告書作成 見積仕様書による 1 業務当り 

見積有効期限：令和６年３月３１日 



別紙２＜質問様式例＞ 

 

令和  年  月  日 

 

独立行政法人水資源機構分任契約職 

 池田総合管理所長 岩本 浩  殿 

 

住 所 

会 社 名 

代 表 者 氏 名 印 

 

質 問 書 

 

 

（件 名）池早再設工第29号にかかる参考見積案件 

 

 

番号 質 問 事 項 

① 

 

 

 

② 

 

 

 

③ 

 

～～～～～～～～～～。 

～～～～～～～～～～。 

 

 

～～～～～～～～～～。 

 

 

 

～～～～～～～～～～。 

 

注) １．質問事項ごとに番号を付するものとする。 

２．質問は代表者及び代表者から委任状により委任を受けた者が行うものとする。 

３．持参・郵送で質問事項が２ページ以上に及ぶ場合、袋とじの上、割り印を行

うものとする。 

 

 

 

※本様式は、水資源機構本社 HP の以下に掲載しています。 

https://www.water.go.jp/honsya/honsya/keiyaku/service/ukeoi/kouji/kouji.html 

（ホーム → 入札・契約情報 → 様式提供サービス → 請負契約等において使用す

る様式 → 建設工事に係る様式 → 番号１０） 

 



別添１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見 積 仕 様 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年３月 

 

 

 

 

独立行政法人水資源機構 

池 田 総 合 管 理 所 

  



 1

第１節 業務目的 

本業務は、早明浦ダム再生事業における工事において、協議等により未了となってい

る設計の実施、事業完了後の地形改変区域の跡地利用に係る概略計画の立案を目的とし

ている。 

 

第２節 現地踏査（法面工詳細設計に係る範囲を含む） 

現地踏査は、別添図に示す設計範囲を対象とし、地形、近接構造物等を確認し、設計・

施工計画等の観点から現地状況を把握のうえ、業務計画を立案するものとする。 

 

第３節 法面工詳細設計（見積対象外） 

法面工詳細設計は、減勢工周辺の法面対策工の設計を行うものである。 

なお、対策工はアンカー付場所打ち法枠（2断面）を想定しているが、特記仕様書第1

章第11節及び本章第2節により、別の適切な対策等を提案する場合は、別途比較検討を行

い、調査職員と協議することとする。 

 

3-1 設計計画 

業務目的などの情報を把握・整理し、法面対策工設計に対する計画を策定するものと

する。 

 

3-2 設計条件の確認 

貸与資料及び第２節に基づき、対象法面の設計条件について確認を行うものとする。 

 

3-3 設計計算 

設計条件の確認結果に基づき設計計算を行う。 

なお、対象斜面のすべり安定計算を行うものとする。 

 

3-4 設計図作成 

設計計算結果に基づき、法面対策工の設計を行う。また、成果として以下のものを作

成する。 

(1) 対策工配置平面図 

(2) 標準断面図 

(3) 展開図 

(4) 法枠工構造図 

 

3-5 数量計算 

設計計算及び設計図に基づく数量計算書の作成を行う。 

 

3-6 設計変更 

関連工事の基礎掘削において、機構が別に実施する地質評価により、対策工が必要と

なった場合は、対策工の設計等について追加を指示する場合がある。この場合は、設計
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変更の対象とする。 

 

第４節 上下流通廊詳細設計 

上下流通廊の設計は、既設ダムのエレベータ設備撤去に伴う代替え施設として、監査

廊内に連絡通廊（スロープ）等を設置する計画であり、既存の概略設計を元に詳細設計

を行うものである。 

 

4-1 設計計画 

業務目的などの情報を把握・整理し、設計に対する計画を策定するものとする。 

 

4-2 設計条件の確認 

貸与資料及び第２節に基づき、設計条件について確認を行うものとする。 

 

4-3 設計計算 

設計条件の確認結果に基づき、通廊内の補強等に係る配筋計算を行う。 

 

4-4 設計図作成 

設計結果に基づき、成果として以下の図面を作成する。 

(1) 配置平面図 

(2) 標準断面図 

(3) 詳細図 

(4) 配筋図（鉄筋加工図を含む） 

(5) その他調査職員が指示した図面 

 

4-5 数量計算 

設計計算及び設計図に基づく数量計算書の作成を行う。 

 

第５節 エレベータシャフト詳細設計 

エレベータシャフトの設計は、既設ダムのエレベータ設備撤去に伴う代替え施設とし

て、増設洪水吐きの右岸下流連絡通路に隣接して代替エレベータ設備を設置する計画で

あり、既存の概略設計を元に詳細設計を行うものである。 

なお、代替エレベータ設備（機械設備）に係る設計については、特記仕様書第１章第４

節(2)で実施するものとし、本業務の対象外である。 

また、本設計にあたり安定計算等は不要と考えているが、設計を行う上で安定計算等

が必要となった場合は、調査職員と協議することとする。 

 

5-1 設計計画 

業務目的などの情報を把握・整理し、設計に対する計画を策定するものとする。 
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5-2 設計条件の確認 

貸与資料及び本章第2節に基づき、設計条件について確認を行うものとする。 

 

5-3 設計計算 

設計条件の確認結果に基づき、構造物廻りの配筋計算を行う。 

 

5-4 設計図作成 

設計結果に基づき、成果として以下の図面を作成する。 

(1) 配置平面図 

(2) 標準断面図 

(3) 構造物詳細図 

(4) 配筋図（鉄筋加工図を含む） 

(5) その他調査職員が指示した図面 

 

5-5 数量計算 

設計計算及び設計図に基づく数量計算書の作成を行う。 

 

第６節 河道処理工詳細設計 

河道処理工の設計は、機構が別に実施する水理模型実験の結果を元に、詳細設計及び

施工計画の立案を行うものである。 

 

6-1 設計条件 

設計条件は、次のとおりとする。 

(1) 対象流量 ：1,350 ㎥/s 程度 

(2) 減勢池幅 ：20ｍ 

(3) 単位幅流量：65 ㎥/s/ｍ 

(4) 吉野川水系吉野川早明浦ダム直下河道流量：2,000 ㎥/s（河川構造物設計） 

 

6-2 設計計画 

業務目的などの情報を把握・整理し、設計に対する計画を策定するものとする。 

 

6-3 施設設計 

受注者は、機構が別に実施する水理模型実験結果等の配置設計に基づき、必要とされ

る機能、安全性等を満足し、さらに今後の維持管理や景観にも配慮した形状、構造等の

諸元を決定し、配筋計算を行うものとする。 

 

6-4 仮設計画及び施工計画案の作成 

本設計で実施する施設の施工に係る仮設計画及び施工計画を作成するものとする。 

なお、施工計画の作成にあたっては、関連工事の施工計画に配慮するものとし、工事

の施工計画については、別途調査職員が提示するものとする。 
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6-5 設計図作成 

施設設計の結果に基づき、成果として以下の図面を作成する。 

(1) 配置平面図 

(2) 縦断図 

(3) 標準断面図 

(4) 構造物詳細図 

(5) 配筋図（鉄筋加工図を含む） 

(6) 仮設図面 

 

6-6 数量計算 

上記6-3～6-5に基づく数量計算書の作成を行う。 

 

6-7 設計変更 

1. 関連工事の基礎掘削において、機構が別に実施する地質評価により、関連する隣接

ブロック等の導流壁等の安定計算が必要と判断された場合は、追加を指示する場合が

ある。この場合は、設計変更の対象とする。 

2. 施設設計の成果について、関係機関等への説明資料の作成を指示する場合がある。

この場合は、設計変更の対象とする。 

 

第７節 流末処理修正設計 

流末処理の設計は、建設発生土受入地に設置した暗渠排水管からの排水を河川に流下さ

せる計画であるため、流末処理等について修正設計を行うものである。 

 

7-1 設計条件 

設計条件は、次のとおりとする。 

(1) 流出量（100 年確率）：渓流① 0.254 ㎥/s 

              渓流② 0.326 ㎥/s 

              渓流③ 0.433 ㎥/s 

(2) 暗渠管構造：高密度ポリエチレン管（内面平滑管）φ500 

(3) 接続管構造：高密度ポリエチレン管（内面平滑管）φ600 

 

7-2 設計計画 

業務目的などの情報を把握・整理し、設計に対する計画を策定するものとする。 

 

7-3 設計図作成 

設計結果に基づき、成果として以下の図面を作成する。 

(1) 配置平面図 

(2) 詳細図 

(3) 排水系統図 

(4) その他調査職員が指示した図面 



 5

7-4 数量計算 

設計計算及び設計図に基づく数量計算書の作成を行う。 

 

第８節 建設発生土受入地外跡地利用計画 

建設発生土受入地外跡地利用計画は、工事完了後の跡地利用計画及び周辺施設の安全施

設等の検討を行うものである。 

 

8-1 対象範囲 

対象範囲は、別添図に示す範囲のとおりとする。 

 

8-2 設計計画 

業務目的などの情報を把握・整理し、検討に対する計画を策定するものとする。 

 

8-3 配置計画及びパース図等の作成 

上記8-1の対象範囲毎に配置計画を立案し、パース図の作成を行うものとする。 

発注者は、作成されたパース図を元に、関係機関等と確認等を行い、その結果を持っ

て、受注者はパース図の修正を行うものとする。 

また、作成したパース図を元に、完成イメージ図の作成を行うものとする。 

 

8-4 設計変更 

周辺施設の安全施設として、関係機関等との協議により、ダム天端高欄の詳細設計に

ついて追加を指示する場合がある。この場合は、設計変更の対象とする。 

 

第９節 報告書作成 

受注者は、上記の第２節から第８節の各項目について成果をとりまとめ、報告書を作成

するものとする。 

 

第 10 節 その他 

収集資料等を引用する際は、コピーの添付または引用ページを記載するなど出典を明ら

かなものとする。現地調査を実施するに当たっては、調査項目に関する十分な専門的な知

見に基づき、確実な成果が得られるようにしなければならない。 

     以 上 





提出様式（例） 別添２

（単位：人）

見積項目 主任技術者 理事・技師長 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 備考

①現地踏査 1業務当り

②上下流通廊詳細設計 1業務当り

設計計画

設計条件の確認

設計計算

設計図作成

数量計算

③エレベータシャフト詳細設計 1業務当り

設計計画

設計条件の確認

設計計算

設計図作成

数量計算

④河道処理工詳細設計 1業務当り

設計計画

施設設計

仮設計画及び施工計画案作成

設計図作成

数量計算

⑤流末処理修正設計 1業務当り

設計計画

設計図作成

数量計算

⑥建設発生土受入地外跡地利用計画 1業務当り

設計計画

配置計画及びパース図等作成

⑦報告書作成 1業務当り

注）人員数は、小数点以下第１位までとしてください。

池早再設工第29号にかかる参考見積案件(内訳書)


