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中野市高丘保育園駐車場整備工事                  

　を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。            
　のための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約
　日、時、工数、空ｍ３、掛ｍ２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積り
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、Ｌ、％、
・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。          

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
駐車場整備　Ａ＝1,500ｍ２                                   
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請負　
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工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

　　　　年度



中　野　市
         3,126   ｍ３           10     

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
土砂　障害なし                          
掘削                                    

        10,184          
          

                                        
                                        
                                        
進入路工                                

       932,400   ｍ２        1,500     
1層施工                                 
全仕上り厚１００ｍｍ                    
砕石敷き均し工                          

       162,600   ｍ２        1,500     
                                        
補足材料なし                            
不陸整正                                

       105,870   ｍ３          150     
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)            
標準　DID区間なし　3.0km以下            
土砂等運搬                              

        46,890   ｍ３          150     
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
土砂　障害なし                          
掘削                                    

     1,247,760          
          

                                        
                                        
                                        
駐車場整備工                            

     2,188,865          
          

                                        
                                        
                                        
駐車場整備                              

                                        
                                        
                                        

＊＊＊本工事費＊＊＊                    
備                考金      額単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00020＊＊＊本工事費＊＊＊                    



中　野　市
         1,565   ｍ２            3     

障害等なし                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版破砕                              

         6,006    ｍ            11     
15cm以下                                
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
舗装版切断                              

       133,332          
          

                                        
                                        
                                        
擁壁工                                  

         3,311   ｍ３            1     
土砂                                    
小規模                                  
埋戻し                                  

       401,228    ｍ            74     
A種(120×120×600)                      
設置                                    
地先境界ブロック                        

         5,144   ｍ３            4     
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)           
小規模　DID区間なし　3.5km以下          
土砂等運搬                              

         7,596   ｍ３            4     
小規模                                  
土砂                                    
床掘り                                  

       417,279          
          

                                        
                                        
                                        
境界ブロック工                          

         7,058   ｍ３           10     
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3(平積0.6m3)            
標準　DID区間なし　3.0km以下            
土砂等運搬                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊                    



中　野　市
        30,720   ｍ３            1     

夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ  
一般養生                                
コンクリート　小型構造物                

        42,576   ｍ２            6     
小型構造物                              
一般型枠                                
型枠                                    

         8,897   ｍ２            7     
再生クラッシャラン  ＲＣ－４０          
7.5cmを超え12.5cm以下                   
基礎砕石                                

         2,772   ｍ２            7     
                                        
                                        
基面整正                                

         2,118   ｍ３            2     
機械積込　DID区間なし　4.0km以下        
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし       
殻運搬                                  

        18,092   ｍ３            2     
低騒音・低振動対策　必要                
無筋構造物　機械施工                    
構造物とりこわし                        

         3,858   ｍ３            3     
ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3(平積0.2m3)           
小規模　DID区間なし　3.5km以下          
土砂等運搬                              

         5,697   ｍ３            3     
小規模                                  
土砂                                    
床掘り                                  

           127   ｍ３            0.1   
機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)
舗装版破砕　DID区間なし　3.5km以下      
殻運搬                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊                    



中　野　市
         5,000   ｍ３            2     

                                        
Ｃｏ殻                                  
処分費                                  

           350   ｍ３            0.1   
                                        
Ａｓ殻                                  
処分費                                  

       169,000   ｍ３          169     
                                        
                                        
残土等処分                              

       174,350          
                                        
                                        
＊処分費等＊                            

       205,960    式             1     
                                        
50区画                                  
駐車場区画ロープ設置工                  

       380,310          
          

                                        
                                        
                                        
付帯工                                  

         7,803   ｍ２            3     
平均仕上り厚５０ｍｍ                    
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)   
表層（車道・路肩部）                    

         2,108   ｍ２            2     
全仕上り厚１５０ｍｍ                    
粒度調整砕石                            
上層路盤（車道・路肩部）                

           993   ｍ３            0.3   
土砂                                    
小規模                                  
埋戻し                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊                    



中　野　市
       395,000          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

     3,950,000

＊＊工事価格計＊＊                      
       706,135          

等＊        
＊一般管理費

     3,243,865

＊＊工事原価＊＊                        
       790,000          

費＊＊      
＊＊現場管理

     2,453,865

＊＊純工事費＊＊                        
       265,000

＊＊共通仮設費計＊＊                    
       265,000          

                                        
＊＊共通仮設費率計算額＊＊              

     2,188,865

＊＊直接工事費＊＊                      
備                考金      額単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊                    



中　野　市

     4,345,000

＊＊工事費計＊＊                        
備                考金      額単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊                    
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