
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

C0

00

令和3年08月01日

実施設計書（当初）

建設 0056 伊賀

39 伊賀市

令和３年度　市道出口田中新池線(下山田橋)歩道橋架設事業　下山田橋歩道橋架設工事

経　　費　　情　　報

諸経費工種

週休補正×施工地域区分

現場環境改善費計上区分

工種（間接労務費・工場管理費）

前払金支出割合

契約保証補正

経費調整区分

08    鋼橋架設工事

8     【週休補正なし】×施工地域補正なし

0     計上しない

1     間接労務費・工場管理費を計上

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

20,594,000

積　算　者

設計額
2,059,400 22,653,400

０３－３９－００２１－３－１０１

伊賀市- 1 -03-39-0021-3-101-00



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      10,525,933

鋼橋上部

式

         1.000       9,471,250

工場製作工

式

         1.000

第 0001 号 明細表

      1,693,234

材料費

式

         1.000

第 0002 号 明細表

      1,647,016

部品・購入費

式

         1.000

第 0003 号 明細表

      5,967,500

製作費

式

         1.000

第 0004 号 明細表

        163,500

工場塗装費

式

         1.000         882,459

鋼橋架設工

式

         1.000

第 0005 号 明細表

         71,766

輸送費

伊賀市- 2 -03-39-0021-3-101-00



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

式

         1.000

第 0006 号 明細表

        323,680

ブラケット取付工

式

         1.000

第 0007 号 明細表

        305,440

架設工（クレーン架設）

式

         1.000

第 0008 号 明細表

        142,370

伸縮装置取付工

式

         1.000

第 0009 号 明細表

         39,203

目地工

式

         1.000         172,224

仮設工

式

         1.000

第 0010 号 明細表

        121,024

足場工

式

         1.000

第 0011 号 明細表

         51,200

交通管理工

式

         1.000         122,655
(        25,065)

橋梁下部

式

         1.000          42,284

構造物撤去工

伊賀市- 3 -03-39-0021-3-101-00



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

式

         1.000

第 0012 号 明細表

         42,284

構造物撤去工

式

         1.000           8,937

道路土工

式

         1.000

第 0013 号 明細表

          8,937

作業土工

式

         1.000           7,105
(         2,343)

舗装工

式

         1.000

第 0014 号 明細表

            216

舗装準備工

式

         1.000

第 0015 号 明細表

          6,889
(         2,343)

アスファルト舗装工

式

         1.000          64,329
(        22,722)

コンクリート構造物工

式

         1.000

第 0016 号 明細表

         64,329
(        22,722)

下部工

直接工事費計 式

         1.000      10,648,588

伊賀市- 4 -03-39-0021-3-101-00



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

間接工事費

式

         1.000       2,243,780

間接労務費

共通仮設費

式

         1.000

第 9001 号 明細表

        436,947

技術管理費

式

         1.000         451,000

共通仮設費（率計上額）

式

         1.000         887,947

共通仮設費計

純工事費 式

         1.000      13,780,315

式

         1.000       2,411,936

工場管理費

式

         1.000         996,000

現場管理費

伊賀市- 5 -03-39-0021-3-101-00



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

工場製作・架設工事原価 式

         1.000      17,188,251

式

         1.000       3,405,749

一般管理費等

工事価格 式

         1.000      20,594,000

消費税及び地方消費税相当額 式

         1.000       2,059,400

本工事費計 式

         1.000      22,653,400

伊賀市- 6 -03-39-0021-3-101-00



第 号 明細表0001 材料費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

材料費 第0001号単価表

式

      1,638,034         1.000   1,638,034.00

管:5

副資材費 第0002号単価表

式

         55,200         1.000      55,200.00

      1,693,234

合　　計

第 号 明細表0002 部品・購入費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

六角ﾎﾞﾙﾄ TJ0010

本

         38,880        16.000       2,430.00

管:5SS400 M20×110 B(全ﾈｼﾞ),N(ﾊｰﾄﾞﾛｯｸ),2大形W

六角ﾎﾞﾙﾄ TJ0020

本

         37,600        16.000       2,350.00

管:5SS400 M20×85 B(全ﾈｼﾞ),N(ﾊｰﾄﾞﾛｯｸ),2大形W

六角ﾎﾞﾙﾄ TJ0030

本

         61,200        24.000       2,550.00

管:5SS400 M20×140 B,N(ﾊｰﾄﾞﾛｯｸ),W

六角ﾅｯﾄ TJ0040

個

         15,680        16.000         980.00

管:5N24 N(ﾊｰﾄﾞﾛｯｸ),W
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第 号 明細表0002 部品・購入費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

六角ﾅｯﾄ TJ0050

個

          8,640        16.000         540.00

管:5M24,N,W

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ TJ0060

本

        138,400        16.000       8,650.00

管:5M24×530(全ﾈｼﾞ)

平座金 TJ0070

個

         40,800        48.000         850.00

管:5t6×φ44

ｱｲﾎﾞﾙﾄ TJ0080

個

         26,000         4.000       6,500.00

管:5M30用

寸切ﾎﾞﾙﾄ TJ0090

本

         44,000         4.000      11,000.00

管:5ｱﾙﾐ材 M30×40

ﾅﾍﾞﾄﾞﾘﾙ TJ0100

本

            450         3.000         150.00

管:5SUS410 φ6

ﾍﾘｻｰﾄ TJ0110

本

            400         2.000         200.00

管:5M6×1.0

皿小ﾈｼﾞ TJ0120

本

            300         2.000         150.00

管:5SUS304 M6×12
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第 号 明細表0002 部品・購入費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

絶縁ﾌﾞｯｼｭ TJ0130

個

          2,640         8.000         330.00

管:5塩化ﾋﾞﾆﾙ 外径φ32

絶縁ﾌﾞｯｼｭ TJ0140

個

         31,200        48.000         650.00

管:5塩化ﾋﾞﾆﾙ 外径φ56

絶縁ﾌﾞｯｼｭ TJ0150

個

         24,480        48.000         510.00

管:5塩化ﾋﾞﾆﾙ 外径φ44

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾘﾍﾞｯﾄ TJ0160

本

            810        27.000          30.00

管:5A5052 φ4.8×14.0 AD ABS №66

ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ TJ0170

ｍ

        302,600         3.400      89,000.00

管:5YM-P 1.715m×2箇所

あと施工ｱﾝｶｰ TJ0180

個

            696         8.000          87.00

管:5M12,芯棒打込み式

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ TJ0190

本

         20,880        16.000       1,305.00

管:5M24

絶縁材 TJ0200

枚

         66,000         2.000      33,000.00

管:5MCﾅｲﾛﾝ(MC901) t5×220×1200×2枚
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第 号 明細表0002 部品・購入費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ｽﾍﾞﾘ材 TJ0210

枚

         26,000         4.000       6,500.00

管:5MCﾅｲﾛﾝ(MC901) t5×200×200×4枚

無収縮モルタル ZX226290

m3

          9,360         0.040     234,000.00

管:5

転落防止柵 TJ0240

ｍ

        750,000        10.000      75,000.00

管:5ｱﾙﾐ製高欄(SP種),材工共

      1,647,016

合　　計

第 号 明細表0003 製作費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

製作工 TJ0250

人工

      5,967,500       217.000      27,500.00

管:7

      5,967,500

合　　計
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第 号 明細表0004 工場塗装費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

塗装費 TJ0260

m2

         19,500         3.000       6,500.00

管:2素地調整,下・中・上塗り

溶融亜鉛ﾒｯｷ費 TJ0270

ｋg

        144,000       720.000         200.00

管:2

        163,500

合　　計

第 号 明細表0005 輸送費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

輸送費 TJ0280

t

         51,373         1.000      51,373.00

管:0福島県郡山市～現場

輸送費 TJ0290

t

         20,393         0.700      29,133.00

管:0徳島県小松島市～現場

諸雑費 X98M104

式

              0         1.000           0.00

         71,766

合　　計
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第 号 明細表0006 ブラケット取付工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 第0003号単価表

本

         18,240        16.000       1,140.00

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付 第0004号単価表

式

        305,440         1.000     305,440.00

        323,680

合　　計

第 号 明細表0007 架設工（クレーン架設）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

橋梁世話役 RX010460

人

         35,400         1.000      35,400.00

管:0、[1]

橋梁特殊工 RX010420

人

        178,200         6.000      29,700.00

管:0、[1]

普通作業員 RX010040

人

         39,200         2.000      19,600.00

管:0、[1]

諸雑費 X981036

式

         12,640         1.000     252,800.00

Σ[1] * 5.00%
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第 号 明細表0007 架設工（クレーン架設）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ TJ0350

台・日

         40,000         1.000      40,000.00

管:08t,ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き

        305,440

合　　計

第 号 明細表0008 伸縮装置取付工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

伸縮装置設置工 TJ0360

ｍ

         78,200         3.400      23,000.00

管:0

伸縮装置取付金具設置 TJ0370

ｍ

         39,100         3.400      11,500.00

管:0

充填材 TJ0380

ｋg

          5,520         1.600       3,450.00

管:0ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ t10×32×1715×4

充填材施工 TJ0390

ｍ

         19,550         3.400       5,750.00

管:0

        142,370

合　　計
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第 号 明細表0009 目地工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ TJ0400

ﾘｯﾄﾙ

          9,340         2.000       4,670.00

管:0ｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 TJ0410

ﾘｯﾄﾙ

          1,443         3.900         370.00

管:0

ｼｰﾘﾝｸﾞ施工 TJ0420

ｍ

         28,420         9.800       2,900.00

管:0

         39,203

合　　計

第 号 明細表0010 足場工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

足場工 ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場 ﾌﾟﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾀ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀ 第0001号施工単価表

式

        121,024         1.000     121,024.00

        121,024

合　　計
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第 号 明細表0011 交通管理工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

交通誘導警備員費 第0002号施工単価表

式

         51,200         1.000      51,200.00

         51,200

合　　計

第 号 明細表0012 構造物撤去工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

構造物とりこわし工 QA430104

m3

         28,480         1.000      28,480.00

無筋構造物、時間的制約 無、人力施工、機
労　昼間

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

          2,705         5.000         541.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430310(0002)

m2

            324         2.000         162.00

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0003号施工単価表

m3

          3,708         1.000       3,708.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 3.6 km

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0004号施工単価表

m3

            370         0.100       3,708.00

舗装版破砕 3.6 km
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第 号 明細表0012 構造物撤去工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

建設廃棄物受入れ料金 第0005号施工単価表

m3

          6,110         1.000       6,110.00

無筋Ｃｏｎ塊        大有建設（株）

建設廃棄物受入れ料金 第0006号施工単価表

m3

            587         0.100       5,870.00

Ａｓ塊        大有建設（株）

         42,284

合　　計

第 号 明細表0013 作業土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210030(0005)

m3

          3,784         2.000       1,892.00

土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210410(0006)

m3

          3,286         1.000       3,286.00

土砂

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0007号施工単価表

m3

          1,475         1.000       1,475.00

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 4 km

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210080(0008)

m2

            392         1.000         392.00
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第 号 明細表0013 作業土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

          8,937

合　　計

第 号 明細表0014 舗装準備工

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(0009)

m2

            216         2.000         108.00

無し

            216

合　　計

第 号 明細表0015 アスファルト舗装工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

歩道舗装工 第0005号単価表

m2

          2,777         1.000       2,777.00

(           858)

車道舗装工 第0006号単価表

m2

          4,112         1.000       4,112.00

(         1,485)

          6,889

合　　計 (         2,343)
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第 号 明細表0016 下部工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0011号施工単価表

m3

         26,750         1.000      26,750.00

無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉  指定なし 小
型車割増無し

(        20,657)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0012号施工単価表

m2

         33,204         4.000       8,301.00

一般型枠

均しコンクリート 第0013号施工単価表

m3

          2,675         0.100      26,750.00

無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉  指定なし 小
型車割増無し

(         2,065)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0014号施工単価表

m2

          1,700         0.400       4,250.00

一般型枠

         64,329

合　　計 (        22,722)
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第 号 明細表9001 技術管理費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

調査計測工 第0007号単価表

橋

        186,327         1.000     186,327.00

鉄筋探査工 第0008号単価表

式

        207,900         1.000     207,900.00

あと施工アンカーボルト引張試験 TJ0450

本

         42,720        16.000       2,670.00

参考歩掛

        436,947

合　　計
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当り

号 施工単価表足場工 ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場 ﾌﾟﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾀ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀ

           1.000 式

0001第DXA22055

-00197

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

架設・床版・現場塗装足場

式            1.000       121,024.00       121,024

RX010420

諸雑費

式            1.000             0

X98M104

合計 式            1.000       121,024

単位当り 式            1.000 当り       121,024

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

40.0J01　橋面積（㎡）             40

3J02　主体足場を供用している月数(月)              3

0J03　中段足場を供用している月数(月)              0

0J04　安全通路を供用している月数(月)              0

3J05　部分作業床を供用している月数(月)              3

3J06　朝顔を供用している月数(月)              3

0J07　床版追加足場を供用している月数(月)              0

片側朝顔J08　朝顔使用区分              2

*** 主体足場工費=[賃料係数1+賃料係数2×主体足場供用月数+設置撤去係数×労務単価]×橋面積 ***

01 RX010420     [中間計算] A19=(201+108*J02+0.049*W01)*J01 = ( 201 + 108 * 3 + 0.049 * 29700 ) * 40 → 79212 (+0C)

*** 部分作業床工費=[賃料係数1+賃料係数2×部分作業床供用月数+設置撤去係数×労務単価]×橋面積 ***

01 RX010420     [中間計算] A22=(78+73*J05+0.007*W01)*J01 = ( 78 + 73 * 3 + 0.007 * 29700 ) * 40 → 20196 (+0C)

*** 朝顔工費(片側)=[賃料係数1+賃料係数2×朝顔供用月数+設置撤去係数×労務単価]×橋面積/2 ***
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当り

号 施工単価表足場工 ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場 ﾌﾟﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾀ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀ

           1.000 式

0001第DXA22055

-00197

01 RX010420     [中間計算] A23=(134+78*J06+0.024*W01)*J01/2 = ( 134 + 78 * 3 + 0.024 * 29700 ) * 40 / 2 → 21616 (+0C)

*** 足場工費の計算 ***

01 RX010420     [中間計算] TANKA=A19+A20+A21+A22+A23+A24 = 79212 + 0 + 0 + 20196 + 21616 + 0 → 121024 (+0C)

当り

号 施工単価表交通誘導警備員費

           1.000 式

0002第DXK01051

-00198

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

交通誘導警備員Ｂ

人            4.000        12,800.00        51,200

RX010790

合計 式            1.000        51,200

単位当り 式            1.000 当り        51,200

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

；交通誘導警備員A 0 人J01　交通誘導警備員Ａ人数              0

；交通誘導警備員B 4 人J02　交通誘導警備員Ｂ人数              4
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当り

号 施工単価表殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし,3.6 km, m3

0003第DXA18030

-00133

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし m3            1.000         3,708.00         3,708

CB227010(0003)

合計 m3            1.000         3,708

単位当り m3            1.000 当り         3,708

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわしJ01　殻発生作業              1

人力積込J02　積込工法区分              2

無しJ03　DID区間の有無              1

明示するJ04　運搬距離明細出力区分              1

3.6 kmJ05　運搬距離（km）              3.6

； 0 kmJ06　運搬距離（km）              0

全ての費用J07　費用の内訳              1

--運搬距離係数

00 DXA18030     [中間計算] A90=H01(A01) = 9 → 9.00000 (-5C)

--運搬距離条件値

00 DXA18030     [中間計算] A91=H02(A01) = 7 → 7.00000 (-5C)

--運搬距離条件番号

00 DXA18030     [中間計算] A92=H03(A01,J03) = 6 → 6.00000 (-5C)

00 DXA18030     [中間計算] A06=A91 = 7 → 7.00000 (-5C)

00 DXA18030     [中間計算] A20=1 = 1 → 1.00000 (-5C)
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当り

号 施工単価表殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000舗装版破砕,3.6 km, m3

0004第DXA18030

-00134

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕 m3            1.000         3,708.00         3,708

CB227010(0004)

合計 m3            1.000         3,708

単位当り m3            1.000 当り         3,708

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

舗装版破砕J01　殻発生作業              2

人力積込J02　積込工法区分              2

無しJ03　DID区間の有無              1

明示するJ04　運搬距離明細出力区分              1

3.6 kmJ05　運搬距離（km）              3.6

； 0 kmJ06　運搬距離（km）              0

全ての費用J07　費用の内訳              1

--運搬距離係数

00 DXA18030     [中間計算] A90=H01(A01) = 9 → 9.00000 (-5C)

--運搬距離条件値

00 DXA18030     [中間計算] A91=H02(A01) = 7 → 7.00000 (-5C)

--運搬距離条件番号

00 DXA18030     [中間計算] A92=H03(A01,J03) = 8 → 8.00000 (-5C)

00 DXA18030     [中間計算] A08=A91 = 7 → 7.00000 (-5C)

00 DXA18030     [中間計算] A20=2 = 2 → 2.00000 (-5C)

伊賀市- 23 -03-39-0021-3-101-00



当り

号 施工単価表建設廃棄物受入れ料金

           1.000無筋Ｃｏｎ塊, 大有建設（株） m3

0005第DXA01500

-00135

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

建設廃棄物受入れ料金（無筋Ｃｏｎ塊）

 大有建設（株） m3            1.000         6,110.00         6,110

ZX650921

合計 m3            1.000         6,110

単位当り m3            1.000 当り         6,110

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

；伊賀J01　地区条件              4

無筋Ｃｏｎ塊J02　種類              2

；大有建設（株）J06　受入れ施設（伊賀）              1

0 円J09　受入れ料金実数入力(円)              0

当り

号 施工単価表建設廃棄物受入れ料金

           1.000Ａｓ塊, 大有建設（株） m3

0006第DXA01500

-00136

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

建設廃棄物受入れ料金（Ａｓ塊）

 大有建設（株） m3            1.000         5,870.00         5,870

ZX650931

合計 m3            1.000         5,870
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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, 大有建設（株） m3

0006第DXA01500

-00136

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り m3            1.000 当り         5,870

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

；伊賀J01　地区条件              4

Ａｓ塊J02　種類              3

；大有建設（株）J06　受入れ施設（伊賀）              1

0 円J09　受入れ料金実数入力(円)              0

当り

号 施工単価表土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000土砂(岩塊･玉石混り土含む),4 km, m3

0007第DXA05505

-00139

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3            1.000         1,475.00         1,475

CB210110(0007)

合計 m3            1.000         1,475

単位当り m3            1.000 当り         1,475

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

小規模J01　土砂等発生現場              2

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)J02　積込機種･規格              5

土砂(岩塊･玉石混り土含む)J03　土質              1

無しJ04　DID区間の有無              1
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当り

号 施工単価表土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000土砂(岩塊･玉石混り土含む),4 km, m3

0007第DXA05505

-00139

明示するJ05　運搬距離明細出力区分              1

4 kmJ06　運搬距離（km）              4

； 0 kmJ07　運搬距離（km）              0

--運搬距離係数

00 DXA05505     [中間計算] A90=H01(A01) = 8 → 8.00000 (-5C)

--運搬距離条件値

00 DXA05505     [中間計算] A91=H02(A01) = 6 → 6.00000 (-5C)

--運搬距離条件番号

00 DXA05505     [中間計算] A92=H03(A01,J04) = 13 → 13.00000 (-5C)

00 DXA05505     [中間計算] A13=A91 = 6 → 6.00000 (-5C)

当り

号 施工単価表表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.0001層当り平均仕上り厚 30 mm,再生密粒度アスファルト混合物（13） m2

0008第DXA16290

-00143

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 30 mm,再生密粒度ｱｽｺ
ﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

m2            1.000         1,906.00

(         858)

        1,906

CB410261(0010)

合計 m2            1.000

(         858)

        1,906

単位当り m2            1.000 当り

(         858)

        1,906

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

1層当り平均仕上り厚 30 mmJ01　1層当り平均仕上り厚(mm)             30

1.4m未満J02　平均幅員              1

再生密粒度アスファルト混合物（13）J03　材料              2
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当り

号 施工単価表表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.0001層当り平均仕上り厚 30 mm,再生密粒度アスファルト混合物（13） m2

0008第DXA16290

-00143

締固め後密度　2.20t/m3J04　締固め後密度（t/m3）              1

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3J05　瀝青材料種類              2

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 0 円/ｔJ06　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価(県単価採用時0)              0

瀝青材単価 0 円/LJ07　瀝青材単価              0

全ての費用J08　費用の内訳              1

--材料

00 DXA16290     [中間計算] A03=H01(J03,J04) = 11 → 11.00000 (-5C)

当り

号 施工単価表表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.0001層当り平均仕上り厚 50 mm,再生密粒度アスファルト混合物（13） m2

0009第DXA16260

-00146

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

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

m2            1.000         2,628.00

(       1,485)

        2,628

CB410260(0012)

合計 m2            1.000

(       1,485)

        2,628

単位当り m2            1.000 当り

(       1,485)

        2,628

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

1層当り平均仕上り厚 50 mmJ01　1層当り平均仕上り厚(mm)             50

1.4m未満J02　平均幅員              1

再生密粒度アスファルト混合物（13）J03　材料              4

車道・路肩J04　施工箇所              1

締固め後密度　2.35t/m3J05　締固め後密度（t/m3）              1

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3J06　瀝青材料種類              2

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 0 円/ｔJ07　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価(県単価採用時0)              0
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当り

号 施工単価表表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.0001層当り平均仕上り厚 50 mm,再生密粒度アスファルト混合物（13） m2

0009第DXA16260

-00146

瀝青材単価 0 円/LJ08　瀝青材単価              0

全ての費用J09　費用の内訳              1

--材料

00 DXA16260     [中間計算] A03=H01(J04) = 11 → 11.00000 (-5C)

当り

号 施工単価表上層路盤(車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000粒度調整砕石 M-30, ,全体仕上り厚 100 mm m2

0010第DXA16210

-00147

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

粒度調整砕石 M-30, ,全仕上り厚 100 mm, m2            1.000           752.00           752

CB410040(0013)

合計 m2            1.000           752

単位当り m2            1.000 当り           752

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

粒度調整砕石 M-30J01　材料              5

1層当り平均仕上り厚 0 mmJ04　1層当り平均仕上り厚              0

全体仕上り厚 100 mmJ05　全体仕上り厚            100

1層施工J06　施工区分              1

路盤材単価 0 円/瀝安t,粒調m3J08　路盤材単価(県単価採用時0)              0

瀝青材単価 0 円/LJ09　瀝青材単価              0

全ての費用J10　費用の内訳              1

00 DXA16210     [中間計算] A01=H02(J01) = 10 → 10.00000 (-5C)

--瀝青材

00 DXA16210     [中間計算] A10=0 = 0 → 0.00000 (-5C)
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当り

号 施工単価表上層路盤(車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000粒度調整砕石 M-30, ,全体仕上り厚 100 mm m2

0010第DXA16210

-00147

00 DXA16210     [中間計算] A10=0 = 0 → 0.00000 (-5C)

当り

号 施工単価表コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

          10.000無筋・鉄筋構造物,18-8-40,高炉, 指定なし,小型車割増無し m3

0011第DXA08001

-00149

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物,18-8-40(高炉), 指定なし,小
型車割増無し

m3           10.000        26,750.00

(     206,570)

      267,500

CB240010(0015)

合計 m3           10.000

(     206,570)

      267,500

単位当り m3            1.000 当り

(      20,657)

       26,750

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

無筋・鉄筋構造物J01　構造物種別              1

人力打設J02　打設工法              3

18-8-40J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格              3

高炉J04　セメント種別              3

；指定なしJ05　水セメント比              1

生ｺﾝ単価 0 円/m3J06　生ｺﾝ単価（加算含、県単価は0）（円/m3）              0

小型車割増無しJ07　小型車割増              1

養生無しJ09　養生工の種類              1

無しJ11　現場内小運搬の有無              2

全ての費用J13　費用の内訳              1
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当り

号 施工単価表型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         100.000一般型枠 m2

0012第DXA08021

-00150

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠 m2          100.000         8,301.00       830,100

CB240210(0016)

合計 m2          100.000       830,100

単位当り m2            1.000 当り         8,301

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

一般型枠J01　型枠の種類              1

鉄筋・無筋構造物J02　構造物の種類              1

化粧型枠材数量 0 m2/100m2J03　化粧型枠材数量(ロス含む)(m2/100m2)              0

化粧型枠材単価 0 円/m2J04　化粧型枠材単価(円/m2)              0

撤去しない埋設型枠 0 m2/100m2J05　撤去しない埋設型枠(ロス含む)(m2/100m2              0

単価 0 円/m2J06　撤去しない埋設型枠単価（円/m2)              0

当り

号 施工単価表均しコンクリート

          10.000無筋・鉄筋構造物,18-8-40,高炉, 指定なし,小型車割増無し m3

0013第DXA08001

-00151

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋･鉄筋構造物,18-8-40(高炉), 指定なし,小
型車割増無し

m3           10.000        26,750.00

(     206,570)

      267,500

CB240010(0015)
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当り

号 施工単価表均しコンクリート

          10.000無筋・鉄筋構造物,18-8-40,高炉, 指定なし,小型車割増無し m3

0013第DXA08001

-00151

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 m3           10.000

(     206,570)

      267,500

単位当り m3            1.000 当り

(      20,657)

       26,750

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

無筋・鉄筋構造物J01　構造物種別              1

人力打設J02　打設工法              3

18-8-40J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格              3

高炉J04　セメント種別              3

；指定なしJ05　水セメント比              1

生ｺﾝ単価 0 円/m3J06　生ｺﾝ単価（加算含、県単価は0）（円/m3）              0

小型車割増無しJ07　小型車割増              1

養生無しJ09　養生工の種類              1

無しJ11　現場内小運搬の有無              2

全ての費用J13　費用の内訳              1

当り

号 施工単価表型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         100.000一般型枠 m2

0014第DXA08021

-00152

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠 m2          100.000         4,250.00       425,000

CB240210(0017)

伊賀市- 31 -03-39-0021-3-101-00



当り

号 施工単価表型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         100.000一般型枠 m2

0014第DXA08021

-00152

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 m2          100.000       425,000

単位当り m2            1.000 当り         4,250

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

一般型枠J01　型枠の種類              1

均しｺﾝｸﾘｰﾄJ02　構造物の種類              5

化粧型枠材数量 0 m2/100m2J03　化粧型枠材数量(ロス含む)(m2/100m2)              0

化粧型枠材単価 0 円/m2J04　化粧型枠材単価(円/m2)              0

撤去しない埋設型枠 0 m2/100m2J05　撤去しない埋設型枠(ロス含む)(m2/100m2              0

単価 0 円/m2J06　撤去しない埋設型枠単価（円/m2)              0
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0060 材料費 0001
         1 式 当り

TJ0430

      1,458,034  1,458,034.00         1.000式ｱﾙﾐ材

材料費

管:5

TJ0440

        180,000        250.00       720.000ｋg普通鋼材

材料費

管:5

      1,638,034         1.000式合　　計

      1,638,034当り         1.000式単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0070 副資材費 0002
         1 式 当り

TJ0220

         46,800     46,800.00         1.000tｱﾙﾐ材

副資材

管:5

ZX800640

          8,400     12,000.00         0.700ｔ溶接費を含む

副資材費

管:5

         55,200         1.000式合　　計

         55,200当り         1.000式単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0050 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 0003
       100 本 当り

RX010480

         11,328     23,800.00         0.476人

土木一般世話役

管:0

RX010020

         54,048     22,700.00         2.381人

特殊作業員

管:0

RX010040

         46,667     19,600.00         2.381人

普通作業員

管:0

MX011632

            704        296.00         2.381供日 40mm

電動ハンマドリル機械損料

管:0

ZX700960

          1,238        520.00         2.381日 ガソリンエンジン 2KVA

発動発電機賃料

管:0

X98M104

             15         1.000式

諸雑費

管:0

        114,000       100.000本合　　計

          1,140当り         1.000本単位当り

伊賀市- 35 -03-39-0021-3-101-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0080 ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付 0004
         1 式 当り

RX010460

         35,400     35,400.00         1.000人

橋梁世話役

管:0、[1]

RX010420

        178,200     29,700.00         6.000人

橋梁特殊工

管:0、[1]

RX010040

         39,200     19,600.00         2.000人

普通作業員

管:0、[1]

X981036

         12,640    252,800.00         1.000式Σ[1] * 5.00%

諸雑費

管:0

TJ0350

         40,000     40,000.00         1.000台・日8t,ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

管:0

        305,440         1.000式合　　計

        305,440当り         1.000式単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0030 歩道舗装工 0005
         1 m2 当り

第0008号施工単価表

          1,906
(           858)

      1,906.00         1.000m21層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB410031(0011)

            871        871.00         1.000m2全仕上り厚 100 mm 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

          2,777
(           858)

         1.000m2合　　計

          2,777
(           858)

当り         1.000m2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

SJ0040 車道舗装工 0006
         1 m2 当り

第0009号施工単価表

          2,628
(         1,485)

      2,628.00         1.000m21層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0010号施工単価表

            752        752.00         1.000m2粒度調整砕石 M-30     全体仕上り厚 100 
mm

上層路盤(車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB410030(0014)

            732        732.00         1.000m2全仕上り厚 150 mm 1層施工

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

          4,112
(         1,485)

         1.000m2合　　計

          4,112
(         1,485)

当り         1.000m2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

SJ0010 調査計測工 0007
         1 橋 当り

RX030150

         51,200     51,200.00         1.000人

技師（A） （労務費）

[1]

RX030190

         40,600     40,600.00         1.000人

技師（B） （労務費）

[1]

RX010420

         89,100     29,700.00         3.000人

橋梁特殊工

[1]

X981036

          5,427    180,900.00         1.000式Σ[1] * 3.00%

諸雑費

        186,327         1.000橋合　　計

        186,327当り         1.000橋単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0020 鉄筋探査工 0008
         1 式 当り

RX030150

         51,200     51,200.00         1.000人

技師（A） （労務費）

[1]

RX030190

         81,200     40,600.00         2.000人

技師（B） （労務費）

[1]

RX030230

         65,600     32,800.00         2.000人

技師（C） （労務費）

[1]

X981036

          9,900    198,000.00         1.000式Σ[1] * 5.00%

諸雑費

        207,900         1.000式合　　計

        207,900当り         1.000式単位当り
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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

          541.00

全ての費用費用の内訳

m2CB430310(0002) 舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)           166.30 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

障害等の有無 無し

          162.00

騒音振動対策不要騒音振動対策

舗装版厚 15cm以下

積込有り積込作業の有無

費用の内訳 全ての費用

m3CB227010(0003) 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         3,626.00 殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこ
わし

積込工法区分 人力積込

        3,708.00

DID区間無しDID区間の有無

運搬距離 DID無 4.0km以下

全ての費用費用の内訳
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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

m3CB227010(0004) 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         3,626.00 殻発生作業 舗装版破砕

積込工法区分 人力積込

        3,708.00

DID区間無しDID区間の有無

運搬距離 DID無 4.0km以下

全ての費用費用の内訳

m3CB210030(0005) 床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         1,966.00 土質 土砂

施工方法 上記以外(小規模)

        1,892.00

全ての費用費用の内訳

m3CB210410(0006) 埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         3,470.00 施工方法 上記以外(小規模)

土質区分 土砂

        3,286.00

全ての費用費用の内訳

m3CB210110(0007) 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         1,446.00 土砂等発生現場 小規模

積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

        1,475.00

土砂(岩塊･玉石混り土含む)土質

DID区間の有無 DID区間無し

4.0km以下運搬距離 DID無

m2CB210080(0008) 基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)           422.00           392.00
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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

m2CB410010(0009) 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

          108.00

m2CB410261(0010) 表層（歩道部）(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)

        1,971.00 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 30 mm

        1,906.00

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

m2CB410031(0011) 下層路盤（歩道部）(施工ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ)

          713.50 全仕上り厚 全仕上り厚 100 mm

施工区分 1層施工

          871.00

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40材料

費用の内訳 全ての費用

m2CB410260(0012) 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

        2,628.00

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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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

m2CB410040(0013) 上層路盤（車道・路肩
部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

          541.50 材料 粒度調整砕石 M-30

全仕上り厚 全仕上り厚 100 mm

          752.00

1層施工施工区分

費用の内訳 全ての費用

m2CB410030(0014) 下層路盤（車道・路肩
部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        1,075.00 全仕上り厚 全仕上り厚 150 mm

施工区分 1層施工

          732.00

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40材料

費用の内訳 全ての費用

m3CB240010(0015) コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)        21,890.00 構造物種別 無筋･鉄筋構造物

打設工法 人力打設

       26,750.00

18-8-40(高炉)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の種類 養生無し

現場内小運搬無し現場内小運搬の有無

水セメント比  指定なし

小型車割増無し小型車割増

費用の内訳 全ての費用

m2CB240210(0016) 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         8,497.00 型枠の種類 一般型枠

構造物の種類 鉄筋･無筋構造物

        8,301.00
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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

m2CB240210(0017) 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         4,319.00 型枠の種類 一般型枠

構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

        4,250.00
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

種      別
単　独　工　事
鋼橋架設工事

【直接工事費】

  直接工事費         10,648,588

【共通仮設費】

  共通仮設費率分計算

    共通仮設費対象額         10,648,588

      直接工事費         10,648,588

      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)              6,697

      (＋) 支給品費                  0

      (－) 非対象額計 ［小計］          9,471,250

         全処分費等控除額                  0

         経費対象外費          9,471,250

           管理費区分 5          3,340,250
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

           管理費区分 1                  0

           管理費区分 2            163,500

           管理費区分 7          5,967,500

           管理費区分 9                  0

           管理費区分 K2                  0

    共通仮設費対象額          1,177,338

    共通仮設費率

      率 (補正前)             38.36%

      率計上額 (補正前)            451,000

      週休補正×施工地域補正              1.000

      補正率 (加算)              0.00%

      率 (補正後)             38.36%

    共通仮設費 (率計上額)            451,000

  現場環境改善費率分計算
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

    対象工事費         10,648,588

      直接工事費         10,648,588

      (＋) 支給品費                  0

      (－) 非対象額計 ［小計］          9,477,947

         直接工事費等に含まれる
                    全処分費等              6,697

         経費対象外費          9,471,250

           管理費区分 5          3,340,250

           管理費区分 1                  0

           管理費区分 2            163,500

           管理費区分 7          5,967,500

           管理費区分 9                  0

           管理費区分 K1                  0

           管理費区分 K4                  0

           管理費区分 K2                  0

    現場環境改善費対象額                  0
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

    現場環境改善費率

      率

    現場環境改善費(率計上額)                  0

  共通仮設費計［合計］            887,947

    運  搬  費 (積上分)                  0

    準  備  費 (積上分)                  0

    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)            436,947

    営  繕  費 (積上分)                  0

    共通仮設費 (率計上額)            451,000

    現場環境改善費(積上分)                  0

    現場環境改善費(率計上額)                  0

伊賀市- 49 -03-39-0021-3-101-00



諸　　経　　費　　計　　算　　書

【現場管理費】

  現場管理費率分計算

    対象工事費 (純工事費)         11,536,535

      直接工事費         10,648,588

      共通仮設費            887,947

      (＋) 支給品費                  0

      (－) 非対象額計 ［小計］          9,471,250

        処分費等控除額                  0

        経費対象外費          9,471,250

          管理費区分 5          3,340,250

          管理費区分 2            163,500

          管理費区分 7          5,967,500

          管理費区分 9                  0

          管理費区分 K1                  0

          管理費区分 K4                  0
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

    現場管理費対象額          2,065,285

    現場管理費率

      率 (補正前)             48.24%

      率計上額 (補正前)            996,000

      週休補正×施工地域補正              1.000

      補正率 (加算)              0.00%

      率 (補正後)             48.24%

    現場管理費 (率計上額)            996,000

【工場製作】

  間接労務費対象額          5,967,500

    管理費区分 7          5,967,500

  間接労務費率             37.60%

  間接労務費          2,243,780

  工場管理費対象額          8,374,780

    間接労務費          2,243,780
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

    管理費区分 2            163,500

    管理費区分 7          5,967,500

  工場管理費率             28.80%

  工場管理費 （率計上額）          2,411,936

【機器間接費】

  技術者間接費                  0

  機器管理費                  0

【一般管理費】

  一般管理費率分計算

    対象工事費 (工事原価)         17,188,251

      純工事費         13,780,315

      現場管理費            996,000

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

      工場管理費          2,411,936

      機器間接費                  0
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

      (－) 非対象額計 ［小計］                  0

        処分費等控除額                  0

        経費対象外費                  0

          管理費区分 9                  0

          管理費区分 K1                  0

          管理費区分 K2                  0

          管理費区分 K3                  0

    一般管理費対象工事原価         17,188,251

    一般管理費率

      率 (補正前)             19.78%

      率計上額 (補正前)          3,399,836

      前払金補正係数               1.00

      補正率 (加算)              0.00%

      率 (補正後)             19.78%

      一般管理費 （率計上額）          3,399,836

      契約保証補正額              6,875

        契約保証補正率              0.04%
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

         (当初対象工事原価)         17,188,251

    一般管理費等額          3,406,711

    調  整  額               -962

    一般管理費等          3,405,749

    スクラップ評価額                  0

  工  事  価  格         20,594,000

  消費税相当額          2,059,400

  本  工  事  費  計         22,653,400
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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

(労務費)

製作工 人工

7

        27,500.00 0TJ0250 令和3年08月01日

充填材施工 ｍ

0

         5,750.00 0TJ0390 令和3年08月01日

ｼｰﾘﾝｸﾞ施工 ｍ

0

         2,900.00 0TJ0420 令和3年08月01日
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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)

六角ﾎﾞﾙﾄ 本SS400 M20×110 B(全ﾈ
ｼﾞ),N(ﾊｰﾄﾞﾛｯｸ),2大形W 5

         2,430.00 1TJ0010 令和3年08月01日

六角ﾎﾞﾙﾄ 本SS400 M20×85 B(全ﾈ
ｼﾞ),N(ﾊｰﾄﾞﾛｯｸ),2大形W 5

         2,350.00 1TJ0020 令和3年08月01日

六角ﾎﾞﾙﾄ 本SS400 M20×140 B,N(ﾊｰﾄﾞﾛｯ
ｸ),W 5

         2,550.00 1TJ0030 令和3年08月01日

六角ﾅｯﾄ 個N24 N(ﾊｰﾄﾞﾛｯｸ),W
5

           980.00 1TJ0040 令和3年08月01日

六角ﾅｯﾄ 個M24,N,W
5

           540.00 1TJ0050 令和3年08月01日

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 本M24×530(全ﾈｼﾞ)
5

         8,650.00 1TJ0060 令和3年08月01日

平座金 個t6×φ44
5

           850.00 1TJ0070 令和3年08月01日

ｱｲﾎﾞﾙﾄ 個M30用
5

         6,500.00 1TJ0080 令和3年08月01日

寸切ﾎﾞﾙﾄ 本ｱﾙﾐ材 M30×40
5

        11,000.00 1TJ0090 令和3年08月01日

ﾅﾍﾞﾄﾞﾘﾙ 本SUS410 φ6
5

           150.00 1TJ0100 令和3年08月01日

ﾍﾘｻｰﾄ 本M6×1.0
5

           200.00 1TJ0110 令和3年08月01日

皿小ﾈｼﾞ 本SUS304 M6×12
5

           150.00 1TJ0120 令和3年08月01日

絶縁ﾌﾞｯｼｭ 個塩化ﾋﾞﾆﾙ 外径φ32
5

           330.00 1TJ0130 令和3年08月01日

絶縁ﾌﾞｯｼｭ 個塩化ﾋﾞﾆﾙ 外径φ56
5

           650.00 1TJ0140 令和3年08月01日

絶縁ﾌﾞｯｼｭ 個塩化ﾋﾞﾆﾙ 外径φ44
5

           510.00 1TJ0150 令和3年08月01日
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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)

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾘﾍﾞｯﾄ 本A5052 φ4.8×14.0 AD ABS 
№66 5

            30.00 1TJ0160 令和3年08月01日

ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ ｍYM-P 1.715m×2箇所
5

        89,000.00 1TJ0170 令和3年08月01日

あと施工ｱﾝｶｰ 個M12,芯棒打込み式
5

            87.00 1TJ0180 令和3年08月01日

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ 本M24
5

         1,305.00 1TJ0190 令和3年08月01日

絶縁材 枚MCﾅｲﾛﾝ(MC901) 
t5×220×1200×2枚 5

        33,000.00 1TJ0200 令和3年08月01日

ｽﾍﾞﾘ材 枚MCﾅｲﾛﾝ(MC901) 
t5×200×200×4枚 5

         6,500.00 1TJ0210 令和3年08月01日

副資材 tｱﾙﾐ材
5

        46,800.00 1TJ0220 令和3年08月01日

溶融亜鉛ﾒｯｷ費 ｋg

2

           200.00 1TJ0270 令和3年08月01日

充填材 ｋgｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ 
t10×32×1715×4 0

         3,450.00 1TJ0380 令和3年08月01日

弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ ﾘｯﾄﾙｼﾘｺｰﾝ系 ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む
0

         4,670.00 1TJ0400 令和3年08月01日

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ﾘｯﾄﾙ

0

           370.00 1TJ0410 令和3年08月01日

材料費 式ｱﾙﾐ材
5

     1,458,034.00 1TJ0430 令和3年08月01日

材料費 ｋg普通鋼材
5

           250.00 1TJ0440 令和3年08月01日

伊賀市- 57 -03-39-0021-3-101-00



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

(複合単価)

転落防止柵 ｍｱﾙﾐ製高欄(SP種),材工共
5

        75,000.00 6TJ0240 令和3年08月01日

塗装費 m2素地調整,下・中・上塗り
2

         6,500.00 6TJ0260 令和3年08月01日

輸送費 t福島県郡山市～現場
0

        51,373.00 6TJ0280 令和3年08月01日

輸送費 t徳島県小松島市～現場
0

        29,133.00 6TJ0290 令和3年08月01日

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 台・日8t,ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き
0

        40,000.00 6TJ0350 令和3年08月01日

伸縮装置設置工 ｍ

0

        23,000.00 6TJ0360 令和3年08月01日

伸縮装置取付金具設置 ｍ

0

        11,500.00 6TJ0370 令和3年08月01日

あと施工アンカーボルト引張
試験

本参考歩掛          2,670.00 6TJ0450 令和3年08月01日
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