
総　括　情　報　表

設計書区分 変更回数

設計書番号 諸経費区分 適用単価地区

適用年版設計書名

C3

00

令和2年10月01日

実施設計書（当初）

土地改良 0056 伊賀

39 伊賀市

団体営農業集落排水整備促進事業

経　　費　　情　　報

諸経費工種

週休補正×施工地域区分

前払金支出割合

契約保証補正

経費調整区分

07    管水路工事

4     【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)-2

5     35％を超える場合

2     金銭的保証

0     経費調整しない

工事価格 工事費消費税相当額

9,725,000

積　算　者

設計額
972,500 10,697,500

０２－３９－００３９－３－２０４

上三ヶ区地区農業集落排水施設マンホール蓋更新工事

伊賀市- 1 -02-39-0039-3-204-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目

設　計　内　訳　表
工事
区分

工種 種別

本工事費

式

         1.000       6,994,000

管路

式

         1.000       6,994,000

上三ヶ区地区中継ポンプ場

式

         1.000

第 0001 号 明細表

        112,517

撤去工

式

         1.000

第 0002 号 明細表

      6,787,010

据付工

式

         1.000

第 0003 号 明細表

         43,696

舗装工

式

         1.000

第 0004 号 明細表

         51,200

交通誘導員

直接工事費計 式

         1.000       6,994,000

間接工事費
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摘    要金    額単    価数    量単 位費目

設　計　内　訳　表
工事
区分

工種 種別

共通仮設費

式

         1.000          50,000

共通仮設費（率計上額）

式

         1.000          50,000

共通仮設費計

純工事費 式

         1.000       7,044,000

式

         1.000       2,119,000

現場管理費

工事原価 式

         1.000       9,163,000

式

         1.000         562,000

一般管理費等

工事価格 式

         1.000       9,725,000

消費税及び地方消費税相当額 式

         1.000         972,500
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摘    要金    額単    価数    量単 位費目

設　計　内　訳　表
工事
区分

工種 種別

本工事費計 式

         1.000      10,697,500
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第 号 明細表0001 撤去工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

         32,280        60.000         538.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210720(0002)

m2

         23,216        16.000       1,451.00

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB227010(0003)

m3

          5,261         0.800       6,577.00

舗装版破砕

建設廃棄物受入れ料金 第0001号施工単価表

m3

          3,760         0.800       4,700.00

Ａｓ塊        廣嶋建材（株）

マンホール蓋撤去 第0001号単価表

組

         48,000        10.000       4,800.00

親子蓋　Φ900-Φ600　Ｔ-25

        112,517

合　　計
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第 号 明細表0002 据付工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

マンホール蓋設置 第0002号単価表

組

         96,010        10.000       9,601.00

親子蓋　Φ900-Φ600　Ｔ-25

耐腐食用ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋 TJ0010

組

      6,691,000        10.000     669,100.00

管:K2親子蓋　Φ900-Φ600　Ｔ-25　耐食仕様

      6,787,010

合　　計

第 号 明細表0003 舗装工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410010(0004)

m2

          1,696        16.000         106.00

無し

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410260(0005)

m2

         42,000        16.000       2,625.00

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺ
ﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

         43,696

合　　計
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第 号 明細表0004 交通誘導員

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

交通誘導警備員Ｂ RX010790

人

         51,200         4.000      12,800.00

         51,200

合　　計
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当り

号 施工単価表建設廃棄物受入れ料金

           1.000Ａｓ塊, 廣嶋建材（株） m3

0001第DXA01500

-00004

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

建設廃棄物受入れ料金（Ａｓ塊）

 廣嶋建材（株） m3            1.000         4,700.00         4,700

ZX650960

合計 m3            1.000         4,700

単位当り m3            1.000 当り         4,700

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

；伊賀J01　地区条件              4

Ａｓ塊J02　種類              3

；廣嶋建材（株）J06　受入れ施設（伊賀）              4

0 円J09　受入れ料金実数入力(円)              0
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0010 マンホール蓋撤去
親子蓋　Φ900-Φ600　Ｔ-25

0001
         1 組 当り

RX010480

            928     23,200.00         0.040人

土木一般世話役

[1]

RX010020

            908     22,700.00         0.040人

特殊作業員

[1]

RX010040

          1,568     19,600.00         0.080人

普通作業員

[1]

ZX703010

          1,168     29,200.00         0.040日 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　4.9ｔ吊

トラッククレーン賃料

[1]

X98M203

            228         1.000式Σ[1] * 5.00%以内

諸雑費

          4,800         1.000組合　　計

          4,800当り         1.000組単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0020 マンホール蓋設置
親子蓋　Φ900-Φ600　Ｔ-25

0002
         1 組 当り

RX010480

          1,856     23,200.00         0.080人

土木一般世話役

[1]

RX010020

          1,816     22,700.00         0.080人

特殊作業員

[1]

RX010040

          3,136     19,600.00         0.160人

普通作業員

[1]

ZX703010

          2,336     29,200.00         0.080日 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　4.9ｔ吊

トラッククレーン賃料

[1]

X98M203

            457         1.000式Σ[1] * 5.00%以内

諸雑費

          9,601         1.000組合　　計

          9,601当り         1.000組単位当り
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条件名称施工名称 単位 標準単価 積算単価 条件値単価コード

施工パッケージ単価一覧表

ｍCB430510(0001) 舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)           558.10 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

          538.00

全ての費用費用の内訳

m2CB210720(0002) 舗装版破砕積込（小規模土
工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        1,518.00 費用の内訳 全ての費用        1,451.00

m3CB227010(0003) 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         6,554.00 殻発生作業 舗装版破砕

積込工法区分 機械積込(小規模土工)

        6,577.00

DID区間無しDID区間の有無

運搬距離 DID無 12.0km以下

全ての費用費用の内訳

m2CB410010(0004) 不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)           111.40 補足材料の有無 無し

費用の内訳 全ての費用

          106.00

m2CB410260(0005) 表層（車道・路肩部）(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        2,467.00 平均幅員 1.4m未満(1層当り平均仕
上り厚50mm以下)

1層当り平均仕上り厚(mm) 1層当り平均仕上り厚 50 mm

        2,625.00

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)材料

瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

全ての費用費用の内訳
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

種      別
単　独　工　事
管水路工事

【直接工事費】

　直接工事費          6,994,000

【共通仮設費】

  共通仮設費率分計算

    共通仮設費対象額          6,994,000

      直接工事費          6,994,000

      処分費 (準備費)                  0

      事業損失防止施設費                  0

      全処分費等
      処分費(準備費＋直接工事費)              3,760

      (＋) 支給品費                  0

      (－) 非対象額計 ［小計］          6,691,000

         全処分費等控除額                  0

         経費対象外費          6,691,000

           管理費区分 5                  0
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

           管理費区分 1                  0

           管理費区分 9                  0

           管理費区分 K2          6,691,000

    共通仮設費対象額            303,000

    共通仮設費率

      率 (補正前)             13.78%

      率計上額 (補正前)             41,000

      週休補正×施工地域補正              1.200

      補正率 (加算)              0.00%

      率 (補正後)             16.54%

    共通仮設費 (率計上額)             50,000

  共通仮設費計 ［合計］             50,000

    運  搬  費 (積上分)                  0

    準  備  費 (積上分)                  0
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

    事業損失防止施設費 (積上分)                  0

    安  全  費 (積上分)                  0

    役  務  費 (積上分)                  0

    技術管理費 (積上分)                  0

    営  繕  費 (積上分)                  0

    共通仮設費 (率計上額)             50,000

【現場管理費】

  現場管理費率分計算

    対象工事費 (純工事費)          7,044,000

      直接工事費          6,994,000

      共通仮設費             50,000

      (＋) 支給品費                  0

      (－) 非対象額計 ［小計］                  0

        処分費等控除額                  0

        経費対象外費                  0
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

          管理費区分 5                  0

          管理費区分 9                  0

          管理費区分 K1                  0

          管理費区分 K4                  0

    現場管理費対象額          7,044,000

    現場管理費率

      率 (補正前)             27.35%

      率計上額 (補正前)          1,926,000

      週休補正×施工地域補正              1.100

      補正率 (加算)              0.00%

      率 (補正後)             30.09%

    現場管理費 (率計上額)          2,119,000

【一般管理費】

  一般管理費率分計算
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

    対象工事費 (工事原価)          9,163,000

      純工事費          7,044,000

      現場管理費          2,119,000

      工期延長等に伴う
           現場維持等の費用                  0

      (－) 非対象額計 ［小計］          6,691,000

        処分費等控除額                  0

        経費対象外費          6,691,000

          管理費区分 9                  0

          管理費区分 K1                  0

          管理費区分 K2          6,691,000

          管理費区分 K3                  0

    一般管理費対象工事原価          2,472,000

    一般管理費率

      率 (補正前)             22.72%

      率計上額 (補正前)            561,638

      前払金補正係数               1.00
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

      補正率 (加算)              0.00%

      率 (補正後)             22.72%

      一般管理費 （率計上額）            561,638

      契約保証補正額                988

        契約保証補正率              0.04%

         (当初対象工事原価)          2,472,000

    一般管理費等額            562,626

    調  整  額               -626

    一般管理費等            562,000

    スクラップ評価額                  0

  工  事  価  格          9,725,000

  消費税相当額            972,500

  本  工  事  費  計         10,697,500
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単    価    登    録    一    覧    表

単価コード 名称 摘要単価単位 適用年版 資源区分規格
管理費区分

(資材単価)

耐腐食用ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ蓋 組親子蓋　Φ900-Φ600　
Ｔ-25　耐食仕様 K2

       669,100.00 1TJ0010 令和2年10月01日
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