
平 成 ２６年 １月 ７日

堺 市 上 下 水 道 局

岩室陶器バイパス送水管布設工事（第二工区）の設計図書の訂正について（通知）

岩室陶器バイパス送水管布設工事（第二工区）の設計図書（内訳書及び代価表）を、下記のと

おり、一部訂正しますので、お知らせいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

記

１．内訳書及び代価表の訂正箇所

・第４５号内訳書の１

・３行目の規格欄の『ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t(0.28m3) 距離 12.9km ﾀﾞﾝﾌﾟ 10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3)

距離 0.2km』を『ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t(0.28m3) 距離 0.2km ﾀﾞﾝﾌﾟ 10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3) 距離

12.9km』に訂正する。

・第４８号内訳書の１

・５行目の規格欄の『ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t(0.28m3) 距離 11.5km ﾀﾞﾝﾌﾟ 10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3) 

距離 0.2km』を『ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t(0.28m3) 距離 0.2km ﾀﾞﾝﾌﾟ 10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3) 距離

11.5km』に訂正する。

・９行目の規格欄の『ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t(0.28m3) 距離 8km ﾀﾞﾝﾌﾟ 10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 )

距離 0.2km』を『ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t(0.28m3) 距離 0.2km ﾀﾞﾝﾌﾟ 10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3) 距離

8km』に訂正する。

・第４８号内訳書の３

・１行目の規格欄の『ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離 8km ﾀﾞﾝﾌﾟ 10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3) 距

離 0.2km』を『ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t(0.28m3) 距離 0.2km ﾀﾞﾝﾌﾟ 10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3) 距離

8km』に訂正する。

・第７９号代価表

・表題部の種別『ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t(0.28m3) 距離 12.9km』を『ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t(0.28m3) 距離 0.2km』に訂

正する。

・表題部の形状『ﾀﾞﾝﾌﾟ 10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3) 距離 0.2km』を『ﾀﾞﾝﾌﾟ 10t(ﾎｲｰﾙﾛｰ

ﾀﾞ 1.9～2.1m3) 距離 12.9km』に訂正する。

・１行目の規格欄の『ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 運搬距離 12.9km DID 区間

有り』を『ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 運搬距離 0.2km DID 区間有り』に訂正す

る。

・１行目の摘要欄の『第 442 号代価表』を『第 554 号代価表』に訂正する。

・２行目の規格欄の『ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 運搬距離 0.2km DID 区



間有り(昼夜同じ)』を『ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 運搬距離 12.9km DID

区間有り(昼夜同じ)』に訂正する。

・第９４号代価表

・表題部の種別『ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t(0.28m3) 距離 11.5km』を『ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t(0.28m3) 距離 0.2km』に訂

正する。

・表題部の形状『ﾀﾞﾝﾌﾟ 10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3) 距離 0.2km』を『ﾀﾞﾝﾌﾟ 10t(ﾎｲｰﾙﾛｰ

ﾀﾞ 1.9～2.1m3) 距離 11.5km』に訂正する。

・１行目の規格欄の『ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 運搬距離 11.5km DID 区間

有り』を『ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 運搬距離 0.2km DID 区間有り』に訂正す

る。

・２行目の規格欄の『ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 運搬距離 0.2km DID 区

間有り(昼夜同じ)』を『ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 運搬距離 11.5km DID

区間有り(昼夜同じ)』に訂正する。

・第９８号代価表

・表題部の種別『ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t(0.28m3) 距離 8km』を『ﾀﾞﾝﾌﾟ 4t(0.28m3) 距離 0.2km』に訂正

する。

・表題部の形状『ﾀﾞﾝﾌﾟ 10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3) 距離 0.2km』を『ﾀﾞﾝﾌﾟ 10t(ﾎｲｰﾙﾛｰ

ﾀﾞ 1.9～2.1m3) 距離 8km』に訂正する。

・１行目の規格欄の『ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 運搬距離 8km DID区間有り』

を『ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 運搬距離 0.2km DID 区間有り』に訂正する。

・２行目の規格欄の『ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 運搬距離 0.2km DID 区

間有り(昼夜同じ)』を『ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 運搬距離 8km DID 区

間有り(昼夜同じ)』に訂正する。

・第４４３号代価表

・表題部の形状『運搬距離 0.2km DID 区間有り(昼夜同じ)』を『運搬距離 12.9km DID 区

間有り(昼夜同じ)』に訂正する。

・１行目の規格欄の『ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 運搬距離 0.2km DID 区間有

り』を『ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 運搬距離 12.9km DID 区間有り』に訂正す

る。

・第４４９号代価表

・表題部の形状『運搬距離 11.5km DID 区間有り』を『運搬距離 0.2km DID 区間有り』

に訂正する。

・第４５０号代価表

・表題部の形状『運搬距離 0.2km DID 区間有り(昼夜同じ)』を『運搬距離 11.5km DID

区間有り(昼夜同じ)』に訂正する。

・１行目の規格欄の『ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 運搬距離 0.2km DID 区間有

り』を『ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 運搬距離 11.5km DID 区間有り』に訂正す

る。

・第４５４号代価表

・表題部の形状『運搬距離8km DID区間有り』を『運搬距離0.2km DID区間有り』に訂

正する。

・第４５５号代価表



・表題部の形状『運搬距離 0.2km DID 区間有り(昼夜同じ)』を『運搬距離 8km DID 区

間有り(昼夜同じ)』に訂正する。

・１行目の規格欄の『ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 運搬距離 0.2km DID 区間有

り』を『ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 運搬距離 8km DID 区間有り』に訂正する。

・第５３１号代価表

・表題部の形状『運搬距離 0.2km DID 区間有り』を『運搬距離 12.9km DID 区間有り』に

訂正する。

・第５３５号代価表

・表題部の形状『運搬距離 0.2km DID 区間有り』を『運搬距離 11.5km DID 区間有り』

に訂正する。

・第５３８号代価表

・表題部の形状『運搬距離 0.2km DID 区間有り』を『運搬距離 8km DID 区間有り』に訂

正する。

・新たに、第５５４号代価表を追加する。

２．訂正内容

・第４５号内訳書の１、３行目

訂正前

数量 単価 金額 数量 単価金額

埋戻工(機械)

　
ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
流用土 ｍ３ 49

第78号代価表

残土運搬工(土砂) 積替、処分費含む
ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離12.9km
ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3)  距離0.2km ｍ３ 52

第79号代価表

埋戻工(機械)

　
ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
砂（海砂） ｍ３ 47

第80号代価表

訂正後

数量 単価 金額 数量 単価金額

埋戻工(機械)

　
ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
流用土 ｍ３ 49

第78号代価表

残土運搬工(土砂) 積替、処分費含む
ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離0.2km
ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3)  距離12.9km ｍ３ 52

第79号代価表

埋戻工(機械)

　
ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
砂（海砂） ｍ３ 47

第80号代価表

第４５号内訳書の１
AW0102-0000-03

電線管工（陶器配水場）  1式当り内訳書
種別：応急給水ピット　流入弁室

形状：
備考：

名称 規格 単位
変更前 変更後

摘要
1行目省略

名称 規格 単位
変更前 変更後

摘要
1行目省略

訂正



・第４８号内訳書の１、５行目及び９行目

訂正前

数量 単価 金額 数量 単価 金額

管路掘削舗装版破砕工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3（t≦15cm）
厚み（15cm） ｍ2 516

第93号代価表

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 積替、処分費含む

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離11.5km
ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3)  距離0.2km ｍ３ 81

第94号代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間

ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3 ｍ３ 893
第95号代価表

埋戻工(機械)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
真砂土 ｍ３ 9.0

第96号代価表

埋戻工(機械)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
改良土 ｍ３ 618

第97号代価表

残土運搬工(土砂) 積替、処分費含む

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離8km
ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3)  距離0.2km ｍ３ 893

第98号代価表

下層路盤工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
1.8m未満 仕上厚20cm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-30) ｍ2 522

第99号代価表

訂正後

数量 単価 金額 数量 単価 金額

管路掘削舗装版破砕工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3（t≦15cm）
厚み（15cm） ｍ2 516

第93号代価表

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 積替、処分費含む

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離0.2km
ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3)  距離11.5km ｍ３ 81

第94号代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間

ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3 ｍ３ 893
第95号代価表

埋戻工(機械)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
真砂土 ｍ３ 9.0

第96号代価表

埋戻工(機械)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3
改良土 ｍ３ 618

第97号代価表

残土運搬工(土砂) 積替、処分費含む

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離0.2km
ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3)  距離8km ｍ３ 893

第98号代価表

下層路盤工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
1.8m未満 仕上厚20cm
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-30) ｍ2 522

第99号代価表

・第４８号内訳書の３、１行目

訂正前

数量 単価 金額 数量 単価 金額

残土運搬工(土砂) 積替、処分費含む

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離8km
ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3)  距離0.2km ｍ３ 17

第98号代価表

無筋構造物人力打設

　
高炉ｾﾒﾝﾄ(B) 18-8-40
養生なし 15m以下の小運搬あり ｍ３ 0.8

第111号代価表

訂正後

数量 単価 金額 数量 単価 金額

残土運搬工(土砂) 積替、処分費含む

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離0.2km
ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3)  距離8km ｍ３ 17

第98号代価表

無筋構造物人力打設

　
高炉ｾﾒﾝﾄ(B) 18-8-40
養生なし 15m以下の小運搬あり ｍ３ 0.8

第111号代価表

名称 規格

訂正

単位
変更前 変更後

摘要

土工事費  1式当り内訳書
種別：連絡管工
形状：

備考：

名称 規格 単位
変更前 変更後

摘要

1～３行目省略

1～３行目省略

訂正

訂正

変更後

摘要名称 規格
変更前

名称 規格 単位
変更前

第48号内訳書の１
AW0102-0000-06

土工事費  1式当り内訳書

変更後
単位

種別：連絡管工

形状：
備考：

第４８号内訳書の3
AW0102-0000-06

摘要



・第７９号代価表、表題部、1行目及び２行目

訂正前

名称 単位 数量 単価

残土運搬工(土砂) ｍ３ １．００

残土運搬工(土砂,積替工含) ｍ３ １．００

投棄料 ｍ３ １．００

訂正後 訂正

名称 単位 数量 単価

残土運搬工(土砂) ｍ３ １．００

残土運搬工(土砂,積替工含) ｍ３ １．００

投棄料 ｍ３ １．００

・第９４号代価表、表題部、1行目及び２行目

訂正前

名称 単位 数量 単価

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ) ｍ３ １．００

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ,積替工含) ｍ３ １．００

投棄料 ｍ３ １．００

訂正後 訂正

名称 単位 数量 単価

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ) ｍ３ １．００

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ,積替工含) ｍ３ １．００

投棄料 ｍ３ １．００

第９４号代価表
SX0025-0000-08

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 積替、処分費含む  1m3当り代価表　夜間

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 積替、処分費含む  1m3当り代価表　夜間

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離11.5km DID区間有り(昼夜同じ)

第９４号代価表
SX0025-0000-08

訂
正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t
運搬距離0.2km  DID区間有り

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分

種別：ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離11.5km

形状：ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3) 距離0.2km

備考：

第４４９号代価表

金額 摘要

規格

規格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t
運搬距離11.5km  DID区間有り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離0.2km DID区間有り(昼夜同じ)

種別：ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離0.2km

形状：ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3) 距離11.5km

備考：

金額 摘要

第４５０号代価表

第４４９号代価表

第４５０号代価表

　
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t
運搬距離12.9km  DID区間有り

第79号代価表
SX0030-0000-18

残土運搬工(土砂) 積替、処分費含む  1m3当り代価表
種別：ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離12.9km

形状：ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3) 距離0.2km

備考：

規格 金額 摘要

摘要

第442号代価表

　
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離0.2km DID区間有り(昼夜同じ)

第443号代価表

残土 指定地処分

第554号代価表

　
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離12.9km DID区間有り(昼夜同じ)

第443号代価表

第79号代価表
SX0030-0000-18

残土運搬工(土砂) 積替、処分費含む  1m3当り代価表
種別：ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離0.2km

形状：ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3) 距離12.9km

備考：

規格 金額

残土 指定地処分

訂
正

　
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t
運搬距離0.2km  DID区間有り



・第９８号代価表、表題部、1行目及び２行目

訂正前

名称 単位 数量 単価

残土運搬工(土砂) ｍ３ １．００

残土運搬工(土砂,積替工含) ｍ３ １．００

投棄料 ｍ３ １．００

訂正後 訂正

名称 単位 数量 単価

残土運搬工(土砂) ｍ３ １．００

残土運搬工(土砂,積替工含) ｍ３ １．００

投棄料 ｍ３ １．００

・第４４３号代価表、表題部及び1行目

訂正前

名称 単位 数量 単価

残土運搬工(土砂)昼夜同じ ｍ３ １．００

残土積込工 昼夜同じ ｍ３ １．００

訂正後 訂正

名称 単位 数量 単価

訂
正 残土運搬工(土砂)昼夜同じ ｍ３ １．００

残土積込工 昼夜同じ ｍ３ １．００

・第４４９号代価表、表題部

訂正前

名称 単位 数量 単価

訂正後 訂正

名称 単位 数量 単価

訂
正

第449号代価表
SZ0111-0000-04

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)  10m3当り代価表　夜間
種別：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t

形状：運搬距離0.2km  DID区間有り

備考：

　
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3級
ﾙｰｽﾞ

第532号代価表

第449号代価表
SZ0111-0000-04

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)  10m3当り代価表　夜間
種別：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t

形状：運搬距離11.5km  DID区間有り
備考：

規格 金額 摘要

摘要
　
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離12.9km DID区間有り

第443号代価表
SY1110-0000-03

残土運搬工(土砂,積替工含)  1m3当り代価表
種別：ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t

形状：運搬距離12.9km DID区間有り(昼夜同じ)
備考：

規格

第531号代価表

　
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離0.2km DID区間有り

第531号代価表

規格 金額 摘要

　
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3級
ﾙｰｽﾞ

第532号代価表

金額

第443号代価表
SY1110-0000-03

残土運搬工(土砂,積替工含)  1m3当り代価表
種別：ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t

形状：運搬距離0.2km DID区間有り(昼夜同じ)
備考：

規格 金額 摘要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t
運搬距離8km  DID区間有り

第98号代価表
SX0030-0000-15

残土運搬工(土砂) 積替、処分費含む  1m3当り代価表　夜間

第454号代価表

種別：ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離8km

形状：ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3) 距離0.2km

備考：

規格 金額 摘要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離0.2km DID区間有り(昼夜同じ)

第455号代価表

残土 指定地処分

第455号代価表

第98号代価表
SX0030-0000-15

残土運搬工(土砂) 積替、処分費含む  1m3当り代価表　夜間
種別：ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離0.2km

形状：ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3) 距離８km

備考：

規格 金額 摘要

残土 指定地処分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t
運搬距離0.2km  DID区間有り

第454号代価表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離８km DID区間有り(昼夜同じ)



・第４５０号代価表、表題部及び1行目

訂正前

名称 単位 数量 単価

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)昼夜同じ ｍ３ １．００

残塊積込工 昼夜同じ ｍ３ １．００

訂正後 訂正

名称 単位 数量 単価

訂
正 残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)昼夜同じ ｍ３ １．００

残塊積込工 昼夜同じ ｍ３ １．００

・第４５４号代価表、表題部

訂正前

名称 単位 数量 単価

訂正後 訂正

名称 単位 数量 単価

・第４５５号代価表、表題部及び1行目

訂正前

名称 単位 数量 単価

残土運搬工(土砂)昼夜同じ ｍ３ １．００

残土積込工 昼夜同じ ｍ３ １．００

訂正後 訂正

名称 単位 数量 単価

訂
正 残土運搬工(土砂)昼夜同じ ｍ３ １．００

残土積込工 昼夜同じ ｍ３ １．００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3級
ﾙｰｽﾞ

第539号代価表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3級
ﾙｰｽﾞ

第536号代価表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3級
ﾙｰｽﾞ

金額 摘要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離8km DID区間有り

第538号代価表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離0.2km DID区間有り

第538号代価表

規格

第455号代価表
SY1110-0000-04

残土運搬工(土砂,積替工含)  1m3当り代価表　夜間
種別：ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
形状：運搬距離8km DID区間有り(昼夜同じ)

備考：

第455号代価表
SY1110-0000-04

残土運搬工(土砂,積替工含)  1m3当り代価表　夜間
種別：ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t

形状：運搬距離0.2km DID区間有り(昼夜同じ)
備考：

規格 金額 摘要

第539号代価表

第454号代価表
SZ0111-0000-05

残土運搬工(土砂)  10m3当り代価表　夜間
種別：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t

形状：運搬距離0.2km   DID区間有り

備考：

規格 金額 摘要

第454号代価表
SZ0111-0000-05

残土運搬工(土砂)  10m3当り代価表　夜間
種別：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t

形状：運搬距離8km  DID区間有り
備考：

規格 金額 摘要

第535号代価表

第450号代価表
SY1110-0000-02

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ,積替工含)  1m3当り代価表　夜間
種別：ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t

形状：運搬距離0.2km DID区間有り(昼夜同じ)

備考：

規格 金額 摘要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離11.5km DID区間有り

第535号代価表

第450号代価表
SY1110-0000-02

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ,積替工含)  1m3当り代価表　夜間
種別：ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t

形状：運搬距離11.5km DID区間有り(昼夜同じ)

備考：

規格 金額 摘要

第536号代価表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3級
ﾙｰｽﾞ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離0.2km DID区間有り



・第５３１号代価表、表題部

訂正前

名称 単位 数量 単価

訂正後 訂正

名称 単位 数量 単価

・第５３５号代価表、表題部

訂正前

名称 単位 数量 単価

訂正後 訂正

名称 単位 数量 単価

・第５３８号代価表、表題部

訂正前

名称 単位 数量 単価

訂正後 訂正

名称 単位 数量 単価

・第５５４号代価表

追加

名称 単位 数量 単価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 日

合      計 ｍ３ 10

単 位 当 り ｍ３ 1

残土運搬工(土砂)昼夜同じ  100m3当り代価表　夜間
種別：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t

形状：運搬距離0.2km DID区間有り

備考：

第538号代価表
SZ0041-0000-04

残土運搬工(土砂)昼夜同じ  100m3当り代価表　夜間
種別：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t

形状：運搬距離8km  DID区間有り

備考：

規格 金額 摘要

規格 金額 摘要

第535号代価表
SZ0041-0000-02

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)昼夜同じ  100m3当り代価表　夜間
種別：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t

形状：運搬距離11.5km  DID区間有り

備考：

規格 金額 摘要

第538号代価表
SZ0041-0000-04

第535号代価表
SZ0041-0000-02

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)昼夜同じ  100m3当り代価表　夜間
種別：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t

形状：運搬距離0.2km DID区間有り

備考：

規格 金額 摘要

第531号代価表
SZ0041-0000-03

残土運搬工(土砂)昼夜同じ  100m3当り代価表
種別：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
形状：運搬距離12.9km  DID区間有り

備考：

規格 金額 摘要

第531号代価表
SZ0041-0000-03

残土運搬工(土砂)昼夜同じ  100m3当り代価表
種別：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t

形状：運搬距離0.2km DID区間有り

備考：

規格 金額 摘要

第554号代価表
SZ0111-0000-08

残土運搬工(土砂)  10m3当り代価表
種別：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t

形状：運搬距離0.2km  DID区間有り

備考：

規格 金額 摘要
　
国産普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t 第466号代価表



第45号内訳書の1
AW0102-0000-03

数　量 単 　価 金 　額 数　量

第12号代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削工 m3       100

第78号代価表

埋戻工(機械) m3        49

第79号代価表

残土運搬工(土砂) 積替、処分費含む m3        52

第80号代価表

埋戻工(機械) m3        47

第81号代価表

電線管据付工 m        81

第82号代価表

電線管据付工 m       130.9

第83号代価表

電線管据付工 m       207.6

第84号代価表

電線管据付工 m       107.3

第85号代価表

電線管据付工 m        40.9

第86号代価表

埋設表示ｼｰﾄ布設 ｍ       115

ﾊﾟﾄﾞﾙ付両ﾌﾗﾝｼﾞ長管 本         1

異種電線管接続材 本         1

電線管工（陶器配水場）  1式当り内訳書 種別： 応急給水ピット、流入弁室
形状：
備考：

名　　　　      　　　称 規　　　　      　　　格 単位
変      更      前 変       更       後

摘　　　       　　要単 　価 金 　額

ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3

ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3

流用土

ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3)  距離12.9km

ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離0.2km

ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3

砂 (海砂)

FEP200

施工延長10m以上

施工延長10m以上

FEP100

FEP80

施工延長10m以上

施工延長10m以上

FEP50

FEP30

施工延長10m以上

φ200mm

SUS

φ200mm



第48号内訳書の1
AW0102-0000-06

数　量 単 　価 金 　額 数　量
夜間

第90号代価表

舗装版切断工 ｍ     1,066.0

夜間

第91号代価表

管路掘削舗装版破砕工 m2        43

夜間

第92号代価表

管路掘削舗装版破砕工 m2         1

夜間

第93号代価表

管路掘削舗装版破砕工 m2       516

夜間

第94号代価表

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 積替、処分費含む m3        81

夜間

第95号代価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削工 m3       893

夜間

第96号代価表

埋戻工(機械) m3         9.0

夜間

第97号代価表

埋戻工(機械) m3       618

夜間

第98号代価表

残土運搬工(土砂) 積替、処分費含む m3       893

夜間

第99号代価表

下層路盤工 m2       522

夜間

第100号代価表

下層路盤工 m2        43

夜間

第101号代価表

下層路盤工 m2       522

土工事費  1式当り内訳書 種別： 連絡管工
形状：
備考：

名　　　　      　　　称 規　　　　      　　　格 単位
変      更      前 変       更       後

摘　　　       　　要単 　価 金 　額

AS舗装版 厚15㎝以下

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3（t≦15cm）

厚み（8cm）

厚み（3cm）

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3（t≦15cm）

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3（t≦15cm）

厚み（15cm）

ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3) 距離11.5km

ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離0.2km

ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3

真砂土

ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3

ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3

改良土

ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3)  距離8km

ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離0.2km

1.8m未満 仕上厚20cm

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-30)

水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ

1.8m未満 仕上厚13cm

1.8m未満 仕上厚15cm

水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ



第48号内訳書の3
AW0102-0000-06

数　量 単 　価 金 　額 数　量
夜間

第98号代価表

残土運搬工(土砂) 積替、処分費含む m3        17

第111号代価表

無筋構造物人力打設 m3         0.8

夜間

第112号代価表

支保工（軽量金属製） ｍ        13.8

夜間

第113号代価表

覆工板・覆工板受桁設置工 ｍ2        15

夜間

第114号代価表

覆工板・覆工板受桁撤去工 ｍ2        15

覆工板賃料 式         1

覆工受桁・桁受・ｽﾞﾚ止め賃料 式         1

ｽｸﾗｯﾌﾟ料 ｔ         0.861

夜間

第115号代価表

水替工(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) 日

第116号代価表

無筋構造物人力打設 m3         0.1

夜間

第117号代価表

型枠工 m2         2.3

合      計 式         1

土工事費  1式当り内訳書 種別： 連絡管工
形状：
備考：

名　　　　      　　　称 規　　　　      　　　格 単位
変      更      前 変       更       後

摘　　　       　　要単 　価 金 　額

ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3)  距離8km

ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離0.2km

高炉ｾﾒﾝﾄ(B) 18-8-40

養生なし 15m以下の小運搬あり

腹起し 110mm×130mm 設置+撤去

ｻﾎﾟｰﾄ長 1.10m以上1.80m以下 1段梁

700m2以下

700m2以下

H250,［200

ﾍﾋﾞｰH2

鉄屑

発動発電機

作業時排水 8時間

高炉ｾﾒﾝﾄ(B) 18-8-25

養生なし 15m以下の小運搬あり

無筋構造物



種別：
第79号代価表 形状：
SX0030-0000-18 備考：

単位 数　　量 単　  　　価 金　    　額

残土運搬工(土砂) m3         1.00

残土運搬工(土砂,積替工含) m3         1.00

投棄料 m3         1.00

合      計 m3         1

単 位 当 り m3         1

第443号代価表
運搬距離12.9km DID区間有り(昼夜同じ)

残土 指定地処分

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 第554号代価表
運搬距離0.2km  DID区間有り

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t

残土運搬工(土砂) 積替、処分費含む  1m3当り代価表
ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離0.2km
ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3)  距離12.9km

名      　　　　称 規      　　　　格 摘　　　　　　　　　　要



種別：
第94号代価表 形状：
SX0025-0000-08 備考：

単位 数　　量 単　  　　価 金　    　額
夜間

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ) m3         1.00

夜間

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ,積替工含) m3         1.00

投棄料 m3         1.00

合      計 m3         1

単 位 当 り m3         1

第450号代価表
運搬距離11.5km DID区間有り(昼夜同じ)

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 指定地処分

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 第449号代価表
運搬距離0.2km  DID区間有り

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ) 積替、処分費含む  1m3当り代価表　夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離0.2km
ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3) 距離11.5km

名      　　　　称 規      　　　　格 摘　　　　　　　　　　要



種別：
第98号代価表 形状：
SX0030-0000-15 備考：

単位 数　　量 単　  　　価 金　    　額
夜間

残土運搬工(土砂) m3         1.00

夜間

残土運搬工(土砂,積替工含) m3         1.00

投棄料 m3         1.00

合      計 m3         1

単 位 当 り m3         1

第455号代価表
運搬距離8km DID区間有り(昼夜同じ)

残土 指定地処分

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t 第454号代価表
運搬距離0.2km  DID区間有り

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t

残土運搬工(土砂) 積替、処分費含む  1m3当り代価表　夜間
ﾀﾞﾝﾌﾟ4t(0.28m3) 距離0.2km
ﾀﾞﾝﾌﾟ10t(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ1.9～2.1m3)  距離8km

名      　　　　称 規      　　　　格 摘　　　　　　　　　　要



種別：
第443号代価表 形状：
SY1110-0000-03 備考：

単位 数　　量 単　  　　価 金　    　額

残土運搬工(土砂)昼夜同じ m3         1.00

残土積込工 昼夜同じ m3         1.00

合      計 m3         1

単 位 当 り m3         1

第532号代価表
ﾙｰｽﾞ

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t 第531号代価表
運搬距離12.9km DID区間有り

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3級

残土運搬工(土砂,積替工含)  1m3当り代価表 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離12.9km DID区間有り(昼夜同じ)

名      　　　　称 規      　　　　格 摘　　　　　　　　　　要



種別：
第449号代価表 形状：
SZ0111-0000-04 備考：

単位 数　　量 単　  　　価 金　    　額
夜間

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 日

合      計 m3        10

単 位 当 り m3         1

国産普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t 第534号代価表

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)  10m3当り代価表　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t
運搬距離0.2km  DID区間有り

名      　　　　称 規      　　　　格 摘　　　　　　　　　　要



種別：
第450号代価表 形状：
SY1110-0000-02 備考：

単位 数　　量 単　  　　価 金　    　額
夜間

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)昼夜同じ m3         1.00

夜間

残塊積込工 昼夜同じ m3         1.00

合      計 m3         1

単 位 当 り m3         1

第536号代価表
ﾙｰｽﾞ

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t 第535号代価表
運搬距離11.5km DID区間有り

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3級

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ,積替工含)  1m3当り代価表　夜間
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離11.5km DID区間有り(昼夜同じ)

名      　　　　称 規      　　　　格 摘　　　　　　　　　　要



種別：
第454号代価表 形状：
SZ0111-0000-05 備考：

単位 数　　量 単　  　　価 金　    　額
夜間

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 日

合      計 m3        10

単 位 当 り m3         1

国産普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t 第534号代価表

残土運搬工(土砂)  10m3当り代価表　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t
運搬距離0.2km  DID区間有り

名      　　　　称 規      　　　　格 摘　　　　　　　　　　要



種別：
第455号代価表 形状：
SY1110-0000-04 備考：

単位 数　　量 単　  　　価 金　    　額
夜間

残土運搬工(土砂)昼夜同じ m3         1.00

夜間

残土積込工 昼夜同じ m3         1.00

合      計 m3         1

単 位 当 り m3         1

第539号代価表
ﾙｰｽﾞ

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t 第538号代価表
運搬距離8km DID区間有り

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3級

残土運搬工(土砂,積替工含)  1m3当り代価表　夜間 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ 1.9～2.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離8km DID区間有り(昼夜同じ)

名      　　　　称 規      　　　　格 摘　　　　　　　　　　要



種別：
第531号代価表 形状：
SZ0041-0000-03 備考：

単位 数　　量 単　  　　価 金　    　額

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 昼夜同じ 日

諸雑費 式         1

合      計 m3       100

単 位 当 り m3         1

国産普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t 第542号代価表

残土運搬工(土砂)昼夜同じ  100m3当り代価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離12.9km DID区間有り

名      　　　　称 規      　　　　格 摘　　　　　　　　　　要



種別：
第535号代価表 形状：
SZ0041-0000-02 備考：

単位 数　　量 単　  　　価 金　    　額
夜間

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 昼夜同じ 日

諸雑費 式         1

合      計 m3       100

単 位 当 り m3         1

国産普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t 第544号代価表

残塊運搬工(ｱｽﾌｧﾙﾄ)昼夜同じ  100m3当り代価表　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離11.5km DID区間有り

名      　　　　称 規      　　　　格 摘　　　　　　　　　　要



種別：
第538号代価表 形状：
SZ0041-0000-04 備考：

単位 数　　量 単　  　　価 金　    　額
夜間

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 昼夜同じ 日

諸雑費 式         1

合      計 m3       100

単 位 当 り m3         1

国産普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t 第544号代価表

残土運搬工(土砂)昼夜同じ  100m3当り代価表　夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t
運搬距離8km DID区間有り

名      　　　　称 規      　　　　格 摘　　　　　　　　　　要



種別：
第554号代価表 形状：
SZ0111-0000-08 備考：

単位 数　　量 単　  　　価 金　    　額

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転工 日

合      計 m3        10

単 位 当 り m3         1

国産普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t 第466号代価表

残土運搬工(土砂)  10m3当り代価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t
運搬距離0.2km  DID区間有り

名      　　　　称 規      　　　　格 摘　　　　　　　　　　要


