
平成 ２６年 ４月 １５日

堺 市 上 下 水 道 局

八田西町外舗装道路本復旧工事の設計図書の訂正について（通知）

八田西町外舗装道路本復旧工事の設計図書（代価表及び特記仕様書）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。
現在公開されている書類は訂正済みです。訂正前の書類をすでにダウンロードされてい

る場合は、以下のとおり、訂正頂きますようお願いいたします。
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．設計図書の訂正箇所
・第２５号代価表の１、第２６号代価表の１、第７５号代価表、第８０号代価表及び特記

仕様書を訂正します。

２．訂正内容（詳細は別紙のとおり）
・第２５号代価表の１において、８行目規格を「夜間 ホイール型 2.4～4.5ｍ」から「夜

間 ホイール型 2.4～6.0ｍ（排出ガス１次基準値）」に訂正します。
・第２６号代価表の１において、１０行目規格を「夜間 ホイール型 2.4～4.5ｍ」から

「夜間 ホイール型 2.4～6.0ｍ（排出ガス１次基準値）」に訂正します。。
・第７５号代価表の表題部の形状を「ホイール型 2.4～4.5ｍ」から「ホイール型 2.4

～6.0ｍ（排出ガス１次基準値）」に、３行目規格を「ホイール型 幅 2.4～4.5ｍ」から
「排出ガス１次基準値 ホイール型 幅 2.4～6.0ｍ」に、それぞれ訂正します。

・第８０号代価表の表題部の形状を「ホイール型 2.4～4.5ｍ」から「ホイール型 2.4
～6.0ｍ（排出ガス１次基準値）」に、３行目規格を「ホイール型 幅 2.4～4.5ｍ」から

「排出ガス１次基準値 ホイール型 幅 2.4～6.0ｍ」に、それぞれ訂正します。
・特記仕様書の第６条（建設機械の指定）の建設機械の表中２行目を「アスファルトフ

ィニッシャ（ホイール型 1.4～3.0ｍ・2.4～4.5ｍ・2.4～6.0ｍ）」から「アスファルトフィニ
ッシャ（ホイール型 1.4～3.0ｍ・2.4～6.0ｍ）」に訂正します。



別紙
・第２５号代価表の１

訂正前

名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要
１から６行目省略

路面清掃車運転工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間

ブラシ式　2.5～3.1ｍ3四輪式 日
第７４号代価表

アスファルトフィニッシャ運転工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間

ホイール型　2.4～4.5ｍ 日
第７５号代価表

ロードローラ運転工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間

マカダム　10～12ｔ排出ガス対策型 日
第７６号代価表

訂正後

名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要
１から６行目省略

路面清掃車運転工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
ブラシ式　2.5～3.1ｍ3四輪式 日

第７４号代価表

アスファルトフィニッシャ運転工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間

ホイール型　2.4～6.0ｍ(排出ガス１次基準値) 日
第７５号代価表

ロードローラ運転工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間

マカダム　10～12ｔ排出ガス対策型 日
第７６号代価表

・第２６号代価表の１

訂正前

名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要
１から８行目省略

路面清掃車運転工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間

ブラシ式　2.5～3.1ｍ3四輪式 日
第７９号代価表

アスファルトフィニッシャ運転工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間

ホイール型　2.4～4.5ｍ 日
第８０号代価表

ロードローラ運転工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間

マカダム　10～12ｔ排出ガス対策型 日
第８１号代価表

訂正後

名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要
１から８行目省略

路面清掃車運転工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間

ブラシ式　2.5～3.1ｍ3四輪式 日
第７９号代価表

アスファルトフィニッシャ運転工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間

ホイール型　2.4～6.0ｍ(排出ガス１次基準値) 日
第８０号代価表

ロードローラ運転工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間
マカダム　10～12ｔ排出ガス対策型 日

第８１号代価表

種別：即日舗設二層

形状：厚１０ｃｍ タックコート 再生密粒度アスコン（Ⅱ） １０ｔ積

備考：

訂正前

第26号代価表の１

SZ1770-0000-03
切削オーバーレイ工　１００m2当り代価表　夜間

種別：即日舗設二層

形状：厚１０ｃｍ タックコート 再生密粒度アスコン（Ⅱ） １０ｔ積

備考：

訂正後

訂正前

第25号代価表の１

SZ1770-0000-01
切削オーバーレイ工　１００m2当り代価表　夜間

種別：即日舗設一層　段差すりつけ無し

形状：厚５ｃｍ タックコート 再生密粒度アスコン 13㎜ １０ｔ積

備考：

訂正後

第26号代価表の１

SZ1770-0000-03

切削オーバーレイ工　１００m2当り代価表　夜間
種別：即日舗設一層　段差すりつけ無し

形状：厚５ｃｍ タックコート 再生密粒度アスコン 13㎜ １０ｔ積

備考：

第25号代価表の１

SZ1770-0000-01

切削オーバーレイ工　１００m2当り代価表　夜間



別紙
・第７５号代価表

訂正前

名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間

人

油脂類（軽油） パトロール給油 リットル

アスファルトフィニッシャ損料 ホイール型　幅2.4～4.5ｍ 供用日

訂正後

名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間

人

油脂類（軽油） パトロール給油 リットル

アスファルトフィニッシャ損料

排出ガス１次基準値

ホイール型　幅2.4～6.0ｍ 供用日

・第８０号代価表

訂正前

名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間

人

油脂類（軽油） パトロール給油 リットル

アスファルトフィニッシャ損料 ホイール型　幅2.4～4.5ｍ 供用日

訂正後

名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間

人

油脂類（軽油） パトロール給油 リットル

アスファルトフィニッシャ損料

排出ガス１次基準値

ホイール型　幅2.4～6.0ｍ 供用日

アスファルトフィニッシャ運転工　１日当り代価表　夜間
種別：

形状：ホイール型　2.4～4.5ｍ

備考：

訂正前

第75号代価表

SM220-0000-05
アスファルトフィニッシャ運転工　１日当り代価表　夜間

種別：

形状：ホ イー ル 型 　2.4 ～ 6.0 ｍ （ 排 出 ガス 1 次 基 準 値 ）

備考：

訂正後

訂正前

訂正後

第75号代価表

SM220-0000-05

第80号代価表

SM220-0000-06
アスファルトフィニッシャ運転工　１日当り代価表　夜間

種別：

形状：ホ イー ル 型 　2.4 ～ 6.0 ｍ （ 排 出 ガス 1 次 基 準 値 ）

備考：

訂正後

訂正前

第80号代価表

SM220-0000-06
アスファルトフィニッシャ運転工　１日当り代価表　夜間

種別：

形状：ホイール型　2.4～4.5ｍ

備考：

訂正前

訂正後

・特記仕様書第６条

訂正前

(建設機械の指定）
第６条　使用する建設機械は次の表のとおりとする。

訂正後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設機械

バックホウ０．１３ｍ3、０．２８ｍ3級

アスファルトフィニッシャ(ホイール型　1.4～3.0ｍ・2.4～4.5ｍ・2.4～6.0ｍ）

アスファルトフィニッシャ(クローラ型　1.4～3.0ｍ）
　　　　～以下省略～

訂正前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設機械
バックホウ０．１３ｍ3、０．２８ｍ3級

訂正後 アスファルトフィニッシャ(ホイール型　1.4～3.0ｍ・2.4～6.0ｍ）

アスファルトフィニッシャ(クローラ型　1.4～3.0ｍ）
　　　　～以下省略～



種別：
第25号代価表の1 形状：
SZ1770-0000-01 備考：

単位 数　　量 単　  　　価 金　    　額
夜間

土木一般世話役 人
夜間

特殊作業員 人
夜間

普通作業員 人

再生 密粒度ｱｽｺﾝ ｔ        12.57

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 リットル        43.0

夜間

路面切削機運転工 日
夜間

路面清掃車運転工 日
夜間

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転工 日
夜間

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転工 日
夜間

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転工 日

諸雑費 ％

合      計 m2       100

第77号代価表
8～20t排出ｶﾞｽ対策型

第76号代価表
ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t排出ｶﾞｽ対策型

ﾌﾞﾗｼ式 2.5～3.1m3四輪式

第75号代価表
ﾎｲｰﾙ型 2.4～6.0m（排出ｶﾞｽ1次基準値）

第73号代価表
ﾎｲｰﾙ式廃材積込装置付 2m

第74号代価表

ﾀｯｸｺｰﾄ用

10t積み 13㎜ｽﾄﾚｰﾄ60～80

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工  100m2当り代価表　夜間 即日舗設一層 段差すりつけ無し
厚5cm ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ 13㎜ 10t積

名      　　　　称 規      　　　　格 摘　　　　　　　　　　要



種別：
第26号代価表の1 形状：
SZ1770-0000-03 備考：

単位 数　　量 単　  　　価 金　    　額
夜間

土木一般世話役 人
夜間

特殊作業員 人
夜間

普通作業員 人

再生 密粒度ｱｽｺﾝ ｔ        12.57

再生 粗粒度ｱｽｺﾝ ｔ        12.57

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 リットル       126.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 リットル        43.0

夜間

路面切削機運転工 日
夜間

路面清掃車運転工 日
夜間

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転工 日
夜間

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転工 日
夜間

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転工 日

ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t排出ｶﾞｽ対策型

第82号代価表
8～20t排出ｶﾞｽ対策型

第80号代価表
ﾎｲｰﾙ型 2.4～6.0m（排出ｶﾞｽ1次基準値）

第81号代価表

第79号代価表
ﾌﾞﾗｼ式 2.5～3.1m3四輪式

ﾀｯｸｺｰﾄ用

第78号代価表
ﾎｲｰﾙ式廃材積込装置付 2m

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

10t積み ｽﾄﾚｰﾄ60～80

10t積み 改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 13㎜

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工  100m2当り代価表　夜間 即日舗設二層
厚10cm ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(Ⅱ) 10t積

名      　　　　称 規      　　　　格 摘　　　　　　　　　　要



種別：
第75号代価表 形状：
SM220-0000-05 備考：

単位 数　　量 単　  　　価 金　    　額
夜間

運転手(特殊) 人

油脂類(軽油) リットル

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料 供用日

諸雑費 式         1

合      計 日

単 位 当 り 日

ﾎｲｰﾙ型 幅2.4～6.0ｍ

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

排出ｶﾞｽ1次基準値

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転工  1日当り代価表　夜間 ﾎｲｰﾙ型 2.4～6.0m（排出ｶﾞｽ1次基準値）

名      　　　　称 規      　　　　格 摘　　　　　　　　　　要



種別：
第80号代価表 形状：
SM220-0000-06 備考：

単位 数　　量 単　  　　価 金　    　額
夜間

運転手(特殊) 人

油脂類(軽油) リットル

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料 供用日

諸雑費 式         1

合      計 日

単 位 当 り 日

ﾎｲｰﾙ型 幅2.4～6.0ｍ

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

排出ｶﾞｽ1次基準値

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転工  1日当り代価表　夜間 ﾎｲｰﾙ型 2.4～6.0m（排出ｶﾞｽ1次基準値）

名      　　　　称 規      　　　　格 摘　　　　　　　　　　要



 

（建設機械の指定） 

第６条 使用する建設機械は次の表のとおりとする。 

建設機械 

バックホウ０．１３㎥、０．２８㎥級 

アスファルトフィニッシャ（ホイール型 1.4～3.0ｍ・2.4～6.0ｍ） 

アスファルトフィニッシャ（クローラ型 1.4～3.0ｍ） 

振動ローラ（搭乗式コンバインド型 3～4ｔ） 

ロードローラ（マカダム 10～12ｔ） 

タイヤローラ（8～20ｔ） 

モータグレーダ（油圧式 幅 3.1ｍ） 

路面切削機（ホイール式 幅 2.0ｍ） 

路面清掃車（ブラシ式 2.5～3.1㎥） 
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