




   一式   
          

                                        
                                        
                                        
公園基礎材                              

    日    
交替制を適用しない                      
排出ｶﾞｽ対策型(1次基準値)4.9t吊          
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

    式             1     
                                        
                                        
遊具組立据付                            

    式             1     
                                        
                                        
遊具運搬費                              

   一式   
          

                                        
                                        
複合遊具の種類:                         
複合遊具                                

     5,272,021    式    
          

                                        
                                        
                                        

遊具組立設置工                          
     5,300,452    式    

          
                                        
                                        
                                        

遊戯施設整備工                          
     5,308,027    式    

          
                                        
                                        
                                        

施設整備                                
                                        
                                        
                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0000-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             1     
18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        
小型構造物，人力打設                    
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

     m             3.6   
                                        
D250                                    
円形空洞型枠設置                        

     m             3.2   
                                        
D200                                    
円形空洞型枠設置                        

    m2            16     
                                        
一般型枠、小型構造物                    
型枠                                    

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
型枠                                    

    m3             0.4   
18-8-40(高炉) W/C≦65%、一般養生        
無筋構造物、人力打設、t=5㎝             
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
公園均しｺﾝｸﾘｰﾄ                          

    m2             9     
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      
砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             
基礎砕石                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0000-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             3     
                                        
                                        
残土等処分                              

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
残土等処分                              

    m3             3     
無し、運搬距離10.0km以下                
小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3、土砂、DID区間 
土砂等運搬                              

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
土砂等運搬                              

    m3             2     
                                        
小規模、土砂                            
埋戻し                                  

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
埋戻し                                  

    m3             5     
                                        
土砂、小規模                            
床掘り                                  

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
床掘り                                  

        28,431    式    
          

                                        
                                        
                                        

作業土工                                
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0000-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,299,000          

率分）      
現場管理費（

     5,395,027

純工事費                                
        87,000

共通仮設費計                            
        87,000          

率分）      
共通仮設費（

     5,308,027

直接工事費                              
    孔             4     

                                        
削孔深30㎜以上200㎜未満                 
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ40mm)             

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
ｻｲﾝ                                     

         7,575    式    
          

                                        
                                        
                                        

ｻｲﾝ施設工                               
         7,575    式    

          
                                        
                                        
                                        

ｻｰﾋﾞｽ施設整備工                         
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0000-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     9,360,000

工事価格                                
     1,665,973          

計          
一般管理費等

         2,000          

            
契約保証費  

     1,663,973          

            
一般管理費等

     7,694,027

工事原価計                              
     7,694,027

工事原価                                
     2,299,000

現場管理費計                            
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0000-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   
          

                                        
                                        
                                        
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

    m2             5     
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=15㎝以下、積込作業有り  
舗装版破砕                              

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
舗装版破砕                              

     m             7     
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、t=15㎝以下                
舗装版切断                              

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
舗装版切断                              

         5,955    式    
          

                                        
                                        
                                        

構造物取壊し工                          
         9,276    式    

          
                                        
                                        
                                        

構造物撤去工                            
         9,276    式    

          
                                        
                                        
                                        

施設整備                                
                                        
                                        
                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0000-当初

00060＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



        78,742    式    
          

                                        
                                        
                                        

舗装                                    
    ｔ             0.5   

                                        
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      
Con廃材処理費                           

    ｔ             0.5   
                                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          
As廃材処理費                            

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
殻処分                                  

    m3             0.2   
D区間無し、運搬距離7.5km以下            
Co（無筋）構造物とりこわし、機械積込、DI
Con殻運搬                               

    m3             0.2   
区間無し、運搬距離12.0km以下            
舗装版破砕、機械積込（小規模土工）、DID 
As殻運搬                                

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
殻運搬                                  

         3,321    式    
          

                                        
                                        
                                        

運搬処理工                              
    m3             0.2   

                                        
無筋構造物、機械施工                    
構造物とりこわし                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0000-当初

00070＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



   一式   
          

                                        
                                        
                                        
床掘り                                  

         8,958    式    
          

                                        
                                        
                                        

作業土工                                
        42,673    式    

          
                                        
                                        
                                        

防護柵工                                
    m2             5     

満、⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)ﾍﾞﾝｶﾞﾗ顔料5%        
幅員1.4m未満、t=40㎜、締固密度2.10t/m3未
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
表層                                    

    m2             5     
t=150㎜、1層施工                        
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       
下層路盤(歩道部)                        

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
下層路盤(歩)                            

        31,535    式    
          

                                        
                                        
                                        

透水性舗装工                            
        31,535    式    

          
                                        
                                        
                                        

舗装工                                  
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0000-当初

00080＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



   一式   
          

                                        
                                        
                                        
車止め                                  

         9,500    式    
          

                                        
                                        
                                        

車止め工                                
    m3             0.7   

                                        
                                        
残土等処分                              

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
残土等処理                              

    m3             0.7   
無し、運搬距離10.0km以下                
小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3、土砂、DID区間 
土砂等運搬                              

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
土砂等運搬                              

    m3             0.7   
                                        
小規模、土砂                            
埋戻し                                  

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
埋戻し                                  

    m3             2     
                                        
土砂、小規模                            
床掘り                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0000-当初

00090＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



   一式   
          

                                        
                                        
                                        
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

    m2             2     
                                        
一般型枠、小型構造物                    
型枠                                    

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
型枠                                    

    m3             0.1   
18-8-40(高炉) W/C≦65%、一般養生        
無筋構造物、人力打設、t=50㎜            
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

    m2             2     
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      
砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             
基礎砕石                                

   一式   
          

                                        
                                        
                                        
基礎材                                  

        24,215    式    
          

                                        
                                        
                                        

車止め基礎工                            
    本             5     

既設車止め転用                          
撤去・再設置                            
既設車止め撤去再設置                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0000-当初

00100＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



        13,312    式    
          

                                        
                                        
                                        

仮設材運搬費                            
        13,312    式    

運搬費                                  
        88,018

直接工事費                              
    枚             1     

供用7日、整備費有                       
22×1524×6096                          
敷鉄板賃料                              

    m2             9     
                                        
設置･撤去                               
敷鉄板設置･撤去                         

   一式   
          

                                        
去                                      
鋼材規格:22×1524×6096,作業区分:設置･撤
敷鉄板                                  

         4,534    式    
          

                                        
                                        
                                        

工事用道路工                            
         4,534    式    

          
                                        
                                        
                                        

仮設工                                  
    m3             0.2   

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        
小型構造物，人力打設                    
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0000-当初

00110＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       157,330

工事原価                                
        47,000

現場管理費計                            
        47,000          

率分）      
現場管理費（

       110,330

純工事費                                
        22,312

共通仮設費計                            
         9,000          

率分）      
共通仮設費（

     t             1.6   
                                        
積込み､取卸し(片道分)                   
仮設材等の積込み取卸し費                

     t             1.6   
復路分                                  
北陸、片道運搬距離5.1km、製品長12m以内  
仮設材等の運搬                          

     t             1.6   
往路分                                  
北陸、片道運搬距離5.1km、製品長12m以内  
仮設材等の運搬                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0000-当初

00120＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       190,000

工事価格                                
        32,670          

計          
一般管理費等

         1,000          

            
契約保証費  

        31,670          

            
一般管理費等

       157,330

工事原価計                              
備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0000-当初

00130＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              
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