
中　野　市

令和

令和

令和
市道岩船中央線歩道改良工事                      
防災・安全交付金事業                            

　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
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　歩道舗装工　　　　　　　　　 A=413ｍ2                     
　車道舗装工　　　　　　　　　 A=131ｍ2                     
　蓋版再構築（2）（400×400）　L=49ｍ                       
　蓋版再構築（1）（300×300）　L=135ｍ                      
　自由勾配側溝（400×400）　　 L=8ｍ                        
歩道改良　L=285.0ｍ　歩道　W=2.5ｍ                          
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請負　

中野市大字岩船                                    市道岩船中央線                          

公表用積算内訳書 3
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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
     4,822,336    式    

          
                                        
                                        
                                        
排水構造物工                            

工種　第0003号表　　       230,000   ｍ３   
          

       230                                             
                                        
                                        
残土等処分                              

工種　第0002号表　　       162,150   ｍ３   
          

       230                                             
                                        
                                        
土砂等運搬                              

       392,150    式    
          

                                        
                                        
                                        
残土処理工                              

工種　第0001号表　　        71,760   ｍ３   
          

       230                                             
                                        
                                        
掘削                                    

        71,760    式    
          

                                        
                                        
                                        
掘削工                                  

       463,910    式    
          

                                        
                                        
                                        
道路土工                                

    11,441,723    式    
          

                                        
                                        
                                        
道路改良                                

                                        
                                        
                                        

＊＊＊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
工種　第0009号表　　       127,480    ｍ    

          
        40                                             

                                        
                                        
暗渠排水管                              

       127,480    式    
          

                                        
                                        
                                        
管渠工                                  

工種　第0008号表　　        16,304    枚    
          

         8                                             
                                        
コンクリート蓋　歩道用　400用　L=500    
側溝蓋                                  

工種　第0007号表　　        97,920    ｍ    
          

         8                                             
                                        
                                        
自由勾配側溝                            

       114,224    式    
          

                                        
                                        
                                        
側溝工                                  

工種　第0006号表　　        38,808   ｍ２   
          

        98                                             
                                        
                                        
基面整正                                

工種　第0005号表　　         6,622   ｍ３   
          

         2                                             
                                        
                                        
埋戻し                                  

工種　第0004号表　　         7,596   ｍ３   
          

         4                                             
                                        
                                        
床掘り                                  

        53,026    式    
          

                                        
                                        
                                        
作業土工                                

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
工種　第0015号表　　       466,950   ｍ３   

          
        33                                             

                                        
有筋                                    
コンクリート構造物取壊し                

工種　第0014号表　　       194,852   ｍ３   
          

        28                                             
                                        
無筋                                    
コンクリート構造物取壊し                

     5,800,412    式    
          

                                        
                                        
                                        
構造物取壊し工                          

     6,155,477    式    
          

                                        
                                        
                                        
構造物撤去工                            

工種　第0013号表　　       923,600    枚    
          

        10                                             
                                        
グレーチング　700×1015　T-2　細目      
側溝蓋                                  

工種　第0012号表　　       376,761    ｍ    
          

        49                                             
                                        
                                        
現場打水路                              

工種　第0011号表　　     2,400,910    枚    
          

        29                                             
                                        
グレーチング　600×1015　T-2　細目      
側溝蓋                                  

工種　第0010号表　　       826,335    ｍ    
          

       135                                             
                                        
                                        
現場打水路                              

     4,527,606    式    
          

                                        
                                        
                                        
場所打水路工                            

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
工種　第0023号表　　        63,600    ｔ    

          
        53                                             

                                        
アスファルト殻                          
殻処分                                  

工種　第0022号表　　        64,599   ｍ３   
          

        61                                             
                                        
コンクリート殻                          
殻運搬                                  

工種　第0021号表　　        61,686   ｍ３   
          

        23                                             
                                        
アスファルト殻                          
殻運搬                                  

       355,065    式    
          

                                        
                                        
                                        
運搬処理工                              

工種　第0020号表　　     3,744,000    ｍ    
          

       450                                             
                                        
水平切断　t=15cm                        
コンクリート切断工                      

工種　第0019号表　　     1,125,000    ｍ    
          

       450                                             
                                        
垂直切断　t=15cm                        
コンクリート切断工                      

工種　第0018号表　　        90,630   ｍ２   
          

       570                                             
                                        
                                        
舗装版破砕                              

工種　第0017号表　　        26,100    ｍ    
          

        25                                             
                                        
コンクリート舗装                        
舗装版切断                              

工種　第0016号表　　       152,880    ｍ    
          

       280                                             
                                        
アスファルト舗装                        
舗装版切断                              

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
工種　第0027号表　　        14,148   ｍ２   

          
       131                                             

                                        
車道部                                  
不陸整正                                

        70,524    式    
          

                                        
                                        
                                        
舗装準備工                              

     3,920,132    式    
          

                                        
                                        
                                        
舗装工                                  

     8,343,792    式    
          

                                        
                                        
                                        
舗装                                    

工種　第0026号表　　       -31,300    ｔ    
          

         1                                             
                                        
スクラップ                              
殻処分                                  

         4,380    回             1     
5.0km以下                               
　ｸﾚｰﾝ付2t級､2t吊(参考)荷台長3.0m幅1.6m 
現場発生品・支給品運搬                  

         4,380    回    
          

                                        
                                        
                                        
現場発生品運搬                          

工種　第0025号表　　       122,100   ｍ３   
          

        33                                             
                                        
有筋                                    
殻処分                                  

工種　第0024号表　　        70,000   ｍ３   
          

        28                                             
                                        
無筋                                    
殻処分                                  

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
工種　第0035号表　　       438,102   ｍ２   

          
       342                                             

                                        
                                        
表層（歩道部）                          

工種　第0034号表　　       315,324   ｍ２   
          

       342                                             
                                        
                                        
上層路盤（歩道部）                      

工種　第0033号表　　       383,382   ｍ２   
          

       342                                             
                                        
                                        
下層路盤（歩道部）                      

工種　第0032号表　　       321,081   ｍ２   
          

       131                                             
                                        
                                        
表層（車道部）                          

工種　第0031号表　　       176,719   ｍ２   
          

       131                                             
                                        
                                        
上層路盤（車道部）                      

工種　第0030号表　　       167,418   ｍ２   
          

       131                                             
                                        
                                        
下層路盤（車道部）                      

     2,507,048    式    
          

                                        
                                        
                                        
アスファルト舗装工                      

工種　第0029号表　　        11,772   ｍ２   
          

       109                                             
                                        
民地部                                  
不陸整正                                

工種　第0028号表　　        44,604   ｍ２   
          

       413                                             
                                        
歩道部                                  
不陸整正                                

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＊＊＊                    



中　野　市
工種　第0043号表　　       195,660    ｍ    

          
        18                                             

                                        
視覚障害者用誘導表示                    
特殊ブロック舗装                        

     1,342,560    式    
          

                                        
                                        
                                        
ブロック舗装工                          

工種　第0042号表　　       190,500   ｍ３   
          

         6                                             
                                        
民地部                                  
表層（歩道部）                          

工種　第0041号表　　        51,632   ｍ２   
          

        56                                             
                                        
民地部　コンクリート舗装                
上層路盤（歩道部）                      

工種　第0040号表　　        97,520   ｍ２   
          

        53                                             
                                        
民地部                                  
表層（歩道部）                          

工種　第0039号表　　        59,360   ｍ２   
          

        53                                             
                                        
民地部                                  
上層路盤（歩道部）                      

工種　第0038号表　　       130,640   ｍ２   
          

        71                                             
                                        
乗入部                                  
表層（歩道部）                          

工種　第0037号表　　        95,779   ｍ２   
          

        71                                             
                                        
乗入部                                  
上層路盤（歩道部）                      

工種　第0036号表　　        79,591   ｍ２   
          

        71                                             
                                        
乗入部                                  
下層路盤（歩道部）                      

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 00080＊＊＊本工事費＊＊＊                    



中　野　市
       317,652    式    

          
                                        
                                        
                                        
区画線工                                

       317,652    式    
          

                                        
                                        
                                        
区画線工                                

工種　第0048号表　　       333,340    ｍ    
          

        35                                             
                                        
乗入部                                  
歩車道境界ブロック                      

工種　第0047号表　　       257,148    ｍ    
          

        27                                             
                                        
切下げ部                                
歩車道境界ブロック                      

工種　第0046号表　　     1,531,920    ｍ    
          

       195                                             
                                        
標準部                                  
歩車道境界ブロック                      

     2,122,408    式    
          

                                        
                                        
                                        
縁石工                                  

     2,122,408    式    
          

                                        
                                        
                                        
縁石工                                  

工種　第0045号表　　       668,620    ｍ    
          

       202                                             
                                        
障害者用誘導表示                        
特殊ブロック舗装                        

工種　第0044号表　　       478,280    ｍ    
          

        44                                             
                                        
視覚障害者用誘導表示                    
特殊ブロック舗装                        

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 00090＊＊＊本工事費＊＊＊                    



中　野　市
       589,000          

                                        
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊          

    19,785,515

＊＊直接工事費＊＊                      
工種　第0053号表　　     1,983,600   人日   

          
       174                                             

                                        
                                        
交通誘導警備員                          

     1,983,600    式    
          

                                        
                                        
                                        
交通管理工                              

     1,983,600    式    
          

                                        
                                        
                                        
仮設工                                  

工種　第0052号表　　       220,059    ｍ    
          

       441                                             
                                        
                                        
区画線消去                              

工種　第0051号表　　        13,671    ｍ    
          

        93                                             
                                        
破線                                    
ペイント式区画線                        

工種　第0050号表　　        75,980    ｍ    
          

       580                                             
                                        
実線                                    
ペイント式区画線                        

工種　第0049号表　　         7,942    ｍ    
          

        11                                             
                                        
                                        
溶融式区画線                            

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 00100＊＊＊本工事費＊＊＊                    



中　野　市
    40,535,000

＊＊工事費計＊＊                        
     3,685,000          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

    36,850,000

＊＊工事価格計＊＊                      
     5,724,485          

等＊        
＊一般管理費

    31,125,515

＊＊工事原価＊＊                        
     8,041,000          

費＊＊      
＊＊現場管理

    23,084,515

＊＊純工事費＊＊                        
     3,299,000

＊＊共通仮設費計＊＊                    
     2,710,000          

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

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 00110＊＊＊本工事費＊＊＊                    
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	工事内訳表

