
　令和 3 年度

十日市スタンドマンホールポンプ分解整備工事 実施 設計書

円 円

円 円

( 円 ) ( 円 )

工事日数      90 日間      日間( 付与日数      日間 )

又は 完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

マンホールポンプ分解整備工事 N= １箇所

                                                

                                                マンホールポンプ分解整備 N= １台

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

村上市                    

設　　計　　額

特下神修第　12号 村上市　福田 地内

調　　査

設　　計

工　事　番　号 施　行　地

                                                                                                        

実　施　・　元

(内消費税額)

工事・履行日数

実　　施 変　　更

（元）

契　　約　　額

1,529,000

設計概要 設計概要

変　　　　　　　　更



レベル０
事業区分

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別 細　別 数　量 単　位 単　価 金　額 備　考

＊＊ 本工事費 ＊＊

機械設備工事

ﾏﾝﾎｰﾙ内ﾎﾟﾝﾌﾟ分解設備工

機器費

機器費 1 式 施工　第0-0001号内訳表

①　　　　　　　　 　計 617,450 [機器費]
直接工事費

輸送費 2 回 施工　第0-0005号内訳表

②　　　　　　　　 　計 15,250 [輸送費]

一般労務費 1 式 施工　第0-0006号内訳表

③　　　　　　　　　小計 3,800 （一般労務費）

機械設備据付労務費（据付） 1 式 施工　第0-0007号内訳表

機械設備据付労務費（撤去） 1 式 施工　第0-0008号内訳表

④　　　　　　　　　小計 46,360 （機械設備据付労務費）

⑤=③+④　　　　　　 計 50,160 [労務費]

機械経費（据付のみ対象） 1 式

⑥　　　　　　　　　小計 488 [直接経費]

仮設費（率） 1 式

仮設費（積み上げ） 4 人日 施工　第0-0009号内訳表

⑦　　　　　　　　　小計 75,853 [仮設費]

⑧=⑤+⑥+⑦　　　　　計 126,501 直接工事費
間接工事費

＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表
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レベル０
事業区分

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別 細　別 数　量 単　位 単　価 金　額 備　考

＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表

共通仮設費

⑨　　　　　　　　　小計 86,000 [共通仮設費]

現場管理費

⑩　　　　　　　　　小計 122,000 [現場管理費]

据付間接費（据付のみ対象）

⑪　　　　　　　　　小計 21,960 [据付間接費]

⑫=⑨+⑩+⑪　　　　　計 229,960 間接工事費

据付工事原価 ⑬=⑧+⑫ 356,461

計(工事原価) ⑭=①+⑬ 973,911
一般管理費等

一般管理費等 1 式

⑮　 　　　　　　　　計 136,089

機械設備工事価格 ⑭+⑮ 1,110,000
電気設備工事

電気設備工

直接工事費

電気設備材料(電線･ｹｰﾌﾞﾙ) 1 式 施工　第0-0010号内訳表

①　　　　　　　　　小計 15,503 （直接材料費）

補助材料費 1 式

②　　　　　　　　　小計 620 （補助材料費）

③=①+②　　　　　　　計 16,123 [材料費]

電工（電気設備一般労務費）据付 1 式 施工　第0-0011号内訳表

電工（電気設備一般労務費）撤去 1 式 施工　第0-0012号内訳表
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レベル０
事業区分

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別 細　別 数　量 単　位 単　価 金　額 備　考

＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表

④　　　　　　　　　小計 32,100 （一般労務費）

技術者(組合試験) 1 式 施工　第0-0013号内訳表

⑤　　　　　　　　　小計 25,520 （技術労務費）

⑥=④+⑤　　　　　　 計 57,620 [労務費]

機械経費（一般労務据付のみ対象） 1 式

⑦　　　　　　　　　小計 214 [直接経費]

仮設費（率） 1 式

⑧　　　　　　　　　小計 9,402 [仮設費]

⑨=③+⑥+⑦+⑧　　　　計 83,359 直接工事費
間接工事費

共通仮設費

⑩　　　　　　　　　小計 37,000 [共通仮設費]

現場管理費

⑪　　　　　　　　　小計 90,000 [現場管理費]

据付（技術者）間接費

⑫　　　　　　　　　小計 20,416 [据付間接費]

⑬=⑩+⑪+⑫　　　　　計 147,416 間接工事費

据付工事原価 ⑭=⑨+⑬ 230,775

計(工事原価) ⑭ 230,775
一般管理費等

一般管理費等 1 式

⑮　 　　　　　　　　計 49,225

電気設備工事価格 ⑭+⑮ 280,000
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レベル０
事業区分

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別 細　別 数　量 単　位 単　価 金　額 備　考

＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表

工事価格合計 1,390,000

消費税相当額 1 式 139,000

本工事費計 1,529,000
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