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依頼書（池富第２９号）に対する質問回答書 
（業務名）富郷ダム地すべり観測計器更新外業務（仮称） 

質問内容 回答 
１  (2)(3)(4)のみの見積書提出でも宜しいでしょうか。 

 
(2)(3)(4)のみの見積書でも構いません。 
(1)については、取り扱いのある機器等に関してご協力お願いします。 
 

２  (2)の機械ボーリングの施工単価は高品質ボーリングではなく、通常ボ
ーリングで宜しいでしょうか。 
 

(2)の機械ボーリングは、通常ボーリングです。 

 



池 富 第 ２ ９ 号  

令和５年２月２０日  

参考見積募集要領 

 

有資格業者 各位 

 

次のとおり、富郷ダム地すべり観測計器更新外業務（仮称）等の参考見積を募集しま

す。 

 

令和５年２月２０日 

 

独立行政法人水資源機構    

池田総合管理所長 岩本 浩 

 

１. 目 的 

この参考見積の募集は、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資機

材単価等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３・４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、項目毎に資機材単価等を記載して提出して下さい。 

（２） 提出期間：令和５年３月２日（木） から令和５年３月９日（木） 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、別添資料－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（池富第２９号） 

   ・宛名（独立行政法人水資源機構 池田総合管理所長 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 

   ・見積有効期限 

 

４. 参考見積内容 

（１）業務作業項目、作業内容 

別添資料－１のとおりとします。 

（２）構成と見積徴取範囲 

① 資機材単価等を徴取します。 

（３）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２月２１日（火） から令和５年２月２７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、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（池富第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１日（水） から令和５年３月９日（木） 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 

恐れ入りますが、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頂くことがあ

ります。 



別紙１＜質問様式例＞（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）池富第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） 
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（提出日） 令和○年○月○日

独立行政法人水資源機構 池田総合管理所長 岩本 浩 あて

（提出者名）代表者 又は 代表者から委任を受けた者 と 押印

（見積有効期限） 令和６年３月３１日

（１）地すべり調査関係観測機器等
　観測機器等は資機材の単価（設置費用等を含まない）とし、消費税を含まない。仕様・規格が一致しない場合は、同等品とする。

備考

多段式傾斜計（自動）

多段式傾斜計用中継ロッド 1m用 参考寸法：L342mm×最大外径φ20mm

2m用 参考寸法：L1,342mm×最大外径φ20mm

多段式傾斜計用延長ロッド 1m用 参考寸法：L1,012mm

2m用 参考寸法：L2,012mm

多段式傾斜計用ロッドエンド 参考寸法：L1,060mm

地盤伸縮計用保護箱 材質：普通鋼板　ｔ0.8mm、ｔ1.6mm、ｔ3.2mm　　外形寸法：W440*H320*D283mm

無停電電源装置（UPS）

縦型伸縮計（半自動）

地盤伸縮計 （自動）

（半自動）

避雷器（外付） 適用ケーブル外形　φ6～16、内臓アレスタ　5個（モールド型）

接続ボックス

（件 名） 池富第２９号にかかる参考見積案件

仕様・規格

〇〇〇，〇〇〇　円／基

〇〇〇，〇〇〇　円／本

〇〇〇，〇〇〇　円／本

〇〇〇，〇〇〇　円／本

〇〇〇，〇〇〇　円／本

〇〇〇，〇〇〇　円／本

機材名

測定軸数：2軸、容量：±5°、定格出力：約1mV/V(2000×10-6ひずみ)、非直線性：0.5%RO、
相互干渉：3%RO以内、許容温度範囲：-20～+60℃、参考寸法：H512×Φ34mm

〇〇〇，〇〇〇　円／箱

〇〇〇，〇〇〇　円／台
定格電圧　AC100V、出力容量：600VA、常時インバータ方式、外観：ラックマウントタイプ、
参考寸法　W422×D385×H43.5mm

耐候性仕様、使用周囲温度 -25～＋80℃　端子局数：５P、端子ねじ M3×8フリータンシねじ、
参考寸法：W49.8×D144×H41.5mm

〇〇〇，〇〇〇　円／個

〇〇〇，〇〇〇　円／個

測定範囲：0～1000㎜、分解能：0.1㎜、電源：電池駆動（CR123A（メイン1本、サブ1本））、
外観参考寸法：H130×W130×D216mm

〇〇〇，〇〇〇　円／台

測定範囲：0～1000㎜、分解能：0.1㎜、電源：電池駆動（CR123A（メイン1本、サブ1本））、
外観参考寸法：H130×W130×D216mm

〇〇〇，〇〇〇　円／台

摺動抵抗方式、測定範囲：±500㎜、非直線性：0.5％/200㎜以内、分解能：0.1㎜、
許容温度範囲：-30℃～＋60℃、外観参考寸法：H130×W130×D216mm

〇〇〇，〇〇〇　円／台

単価　／　単位
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備考

地下水位計（歪式） 10m

20m

30m

50m

（２）機械ボーリング（オールコア）における各区分のｍ当たり施工単価
　施工単価は、せん孔に係る市場単価相当部分（機材費・労務費・材料費）のみとし、消費税を含まない。

硬岩 中硬岩 軟岩 礫混じり土砂 玉石混じり土砂
オールコア オールコア オールコア オールコア オールコア

コア採取 有 有 有 有 有
せん孔深度 50m以下 50m以下 50m以下 50m以下 50m以下
せん孔方向 鉛直下方 鉛直下方 鉛直下方 鉛直下方 鉛直下方
孔径 φ86mm φ86mm φ86mm φ86mm φ86mm

施工単価（円／ｍ当たり）

（３）機械ボーリング（オールコア）における補正係数
　せん孔深度 50m以下を 1.0 とした場合

補正内容
せん孔方向 50m超80m以下 80m超120m以下 120m超 50m超80m以下 80m超100m以下

補正係数

（４）機械ボーリング（オールコア）における1日当たりの施工量（掘進量）
　岩盤ボーリング（オールコア）の各孔径、鉛直下方における1日当たりの施工量（日当たり掘進量）

硬岩 中硬岩 軟岩 礫混じり土砂 玉石混じり土砂
オールコア オールコア オールコア オールコア オールコア

孔径 φ86mm φ86mm φ86mm φ86mm φ86mm

日当たり掘進量（ｍ／日）

区分

岩盤ボーリング（オールコア）

機材名 仕様・規格

土質ボーリング（オールコア）

圧力式　計測範囲：0～10m、非直線性：0.2％RO以内、入力抵抗：350Ω、
許容温度範囲：-20℃～＋60℃
圧力式　計測範囲：0～20m、非直線性：0.2％RO以内、入力抵抗：350Ω、
許容温度範囲：-20℃～＋60℃

〇〇〇，〇〇〇　円／基

〇〇〇，〇〇〇　円／基

〇〇〇，〇〇〇　円／基

〇〇〇，〇〇〇　円／基

圧力式　計測範囲：0～30m、非直線性：0.3％RO以内、入力抵抗：350Ω、
許容温度範囲：-20℃～＋60℃
圧力式　計測範囲：0～50m、非直線性：0.3％RO以内、入力抵抗：350Ω、
許容温度範囲：-20℃～＋60℃

単価　／　単位

区分


