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№　　　1　　　

(直接工事費+廃材処分費)

Ａ 直接工事費 発生材処分費共 1 式 13,719,048 +

率対象分

Ｂ 共通仮設費 共通仮設費率 1 式 100,711 10,071,108

積み上げ分 1 式 657,100

純工事費 14,476,859

率対象分

Ｃ 現場管理費 現場管理費率 1 式 216,578 10,828,919

工事原価 14,693,437

Ｄ 一般管理費 1 式 2,316,563

工事価格 17,010,000

消費税及び地方消費税 1 式 1,701,000 10.00%

工事費計 18,711,000

単    価 金    額 備　　　考

10,071,108 3,647,940

上津基幹集落センター解体工事

用途 名　　称 摘　　　　要 数    量 単位

伊　賀　市　　　　　



No.　　2　　

Ａ 直接工事費

a 上津基幹集落センター解体工事 鉄筋コンクリート造　２階建　401.36㎡ 1 式 7,722,835

b 上津基幹集落センター解体工事に伴うアスベスト除去工事 レベル3 1 式 327,930

c 発生材運搬費 1 式 2,020,343

d 発生材処分費 1 式 3,647,940

Ａ　の　計 13,719,048

単　　価用途 名　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 金　　　額 備　　　考

伊　賀　市



No.　　3　　

a 上津基幹集落センター解体工事

躯体解体 刊行物比較表P1

RC造　建物解体 発生材積込費共 276.0 ｍ3 12,000 3,312,000

基礎コンクリート解体 刊行物比較表P1

RC造　建物基礎解体 発生材積込費共 52.3 ｍ3 16,500 862,950

屋根 刊行物比較表P1

S造　上家解体 屋外階段 216.0 ｍ2 4,200 907,200

刊行物比較表P1

内部造作解体 発生材積込費共 401.0 ｍ2 1,700 681,700

安全手摺共 代価表P1

外部足場 クサビ緊結式足場　W600 1ヶ月 1 式 699,000

代価表P1

垂直養生 防音シート張り 1ヶ月 1 式 395,000

代価表P1

外部落下物養生 朝顔 1ヶ月 1 式 51,400

代価表P1

内部足場 脚立足場 1ヶ月 1 式 85,300

代価表P1

整地 1 式 14,400

代価表P1

埋戻し 購入土 1 式 157,000

刊行物比較表P2

コンクリート土間解体 発生材積込費共 11.2 ｍ3 7,400 82,880

刊行物比較表P2

カッター入れ コンクリート 14.5 ｍ 690 10,005

撤去・埋戻し 代価表P1

浄化槽撤去工事 発生材積込費共 1 式 144,000

代価表P2

設備機器撤去費 1 式 320,000

a　の　計 7,722,835

金　　　額 備　　　考用途 名　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　　価

伊　賀　市



No.　　4　　

b 上津基幹集落センター解体工事に伴うアスベスト除去工事

【アスベスト含有成形板撤去工事　作業レベル3】

代価表P3

内部足場 脚立足場 1ヶ月 1 式 51,000

代価表P3

内部足場 階段足場 1ヶ月 1 式 21,200

内部　床 比較刊行物P3

Ｐタイル　撤去 石綿含有物 20.2 ｍ2 1,150 23,230

内部　天井 比較刊行物P3

岩綿吸音板t=12　撤去 石綿含有物 132.0 ｍ2 1,550 204,600

内部　天井 比較刊行物P3

ケイカル板t=6　撤去 石綿含有物 18.0 ｍ2 1,550 27,900

b　の　計 327,930

単　　価用途 名　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 金　　　額 備　　　考

伊　賀　市



No.　　5　　

c 発生材運搬費 0 .00㎡

資料

発生材運搬費 有筋コンクリート類 347.0 ｍ3 5,590 1,939,730 ÷ ＝

資料

発生材運搬費 ガラス類 0.6 ｍ3 1,450 870 ÷ ＝

資料

発生材運搬費 タイル類 0.1 ｍ3 1,450 145 ÷ ＝

資料

発生材運搬費 ボード類 4.6 ｍ3 1,940 8,924 ÷ ＝

資料

発生材運搬費 廃プラスチック類 4.4 ｍ3 1,450 6,380 ÷ ＝

資料

発生材運搬費 繊維クズ（布類） 0.8 ｍ3 1,450 1,160 ÷ ＝

資料

発生材運搬費 木クズ 40.2 ｍ3 1,450 58,290 ÷ ＝

資料

発生材運搬費 金属クズ 1.2 ｍ3 1,450 1,740 ÷ ＝

資料

発生材運搬費 石綿含有建材 1.6 ｍ3 1,940 3,104 ÷ ＝

e　の　計 2,020,343

金　　　額 備　　　考用途 名　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　　価

55,890 10 5,589

19,360 10 1,936

19,360 10 1,936

14,520 10 1,452

14,520 10 1,452

14,520 10 1,452

14,520 10 1,452

14,520 10 1,452

14,520 10 1,452

伊　賀　市



No.　　6　　

d 発生材処分費

見積

発生材処分費 有筋コンクリート類 832.0 ｔ 3,000 2,496,000

見積

発生材処分費 ガラス類 0.6 ｔ 25,000 15,000

見積

発生材処分費 タイル類 0.1 ｔ 25,000 2,500

見積

発生材処分費 ボード類 4.6 ｔ 40,000 184,000

見積

発生材処分費 廃プラスチック類 4.4 ｍ3 9,000 39,600

見積

発生材処分費 繊維クズ（布類） 0.8 ｍ3 9,000 7,200

見積

発生材処分費 木クズ 22.1 ｔ 40,000 884,000

見積

発生材処分費 金属クズ 1.4 ｔ 25,000 35,000

見積

発生材処分費 石綿含有建材 1.6 ｔ 40,000 64,000

刊行物比較表P4

鉄くず スクラップ控除 6.2 ｔ (12,800) (79,360)

f　の　計 3,647,940

金　　　額 備　　　考用途 名　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　　価

伊　賀　市



No.　　7　　

Ｂ 共通仮設費 積上共通仮設費

仮囲い 単管シート張り　H=2.0m 2ヶ月 1 式 233,000

工事車両進入口 キャスターゲトW6.0×H1.8 2ヶ月 1 式 40,100

交通誘導員 警備員B   30日(1人/日) 1 式 384,000

 

B　の　計 657,100

代価表P4

用途 名　　　称 摘　　　　　要 数　量 単位 単　　価 金　　　額

代価表P4

備　　　考

代価表P4

伊　賀　市


