
平成２６年 11 月１８日

堺 市 上 下 水 道 局

木材通外道路舗装復旧工事（２６－１）の設計図書の訂正について（通知）

木材通外道路舗装復旧工事（２６－１）の設計図書（内訳明細書及び代価表）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。

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

（１）設計書・内訳明細書・第１２号・２行目の訂正

名称・規格「ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工) 歩道 幅1.4≦b≦3.0m ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生粗粒度 20 

50mm 2層【夜間】」の行を削除し、「ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工) 歩道 幅1.4≦b≦3.0m ﾌﾟﾗ

ｲﾑｺｰﾄ 再生粗粒度 20 50mm 1層【夜間】」及び「ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工) 歩道 幅1.4≦b

≦3.0m ﾀｯｸｺｰﾄ 再生粗粒度 20 50mm 1層【夜間】」の行を新たに追加します。

（2）設計書・内訳明細書・第２７号・２行目の訂正

名称・規格「ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工) 歩道 幅1.4≦b≦3.0m ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生粗粒度 20 

50mm 2層【夜間】」の行を削除し、「ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工) 歩道 幅1.4≦b≦3.0m ﾌﾟﾗｲ

ﾑｺｰﾄ 再生粗粒度 20 50mm 1層【夜間】」及び「ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工) 歩道 幅1.4≦b
≦3.0m ﾀｯｸｺｰﾄ 再生粗粒度 20 50mm 1層【夜間】」の行を新たに追加します。

（3）設計書・代価表・第２５号の訂正

「第２５号代価」を削除し、欠番とします。

（4）設計書・代価表・第１５２号・１行目の訂正

「ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ」を「ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積

0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山」に訂正します。

（5）設計書・代価表・第１６２号・１行目の訂正

「ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ【夜間】」を「ｸﾛｰﾗ型山積

0.13m3(平積0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山【夜間】」に訂正します。

（6）設計書・代価表・第１６７号・１行目の訂正



「ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ」を「ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積

0.06m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山」に訂正します。

（7）設計書・代価表・第１７０号・１行目の訂正

「ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ【夜間】」を「ｸﾛｰﾗ型山積

0.28m3(平積0.20m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山【夜間】」に訂正します。

（8）設計書・代価表・第１８９号・表題部の訂正

「ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ」を「ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積

0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山」に訂正します。

（9）設計書・代価表・第１９８号・表題部及び１行目の訂正

「ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ【夜間】」を「ｸﾛｰﾗ型山積

0.13m3(平積0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山【夜間】」に訂正します。

  「第２１５号代価」を「第２２９号代価」に訂正します。

（10）設計書・代価表・第２０４号・表題部の訂正

「ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ」を「ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積

0.06m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山」に訂正します。

（11）設計書・代価表・第２０６号・表題部の訂正

「ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ【夜間】」を「ｸﾛｰﾗ型山積

0.28m3(平積0.20m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山【夜間】」に訂正します。

（12）設計書・代価表・第２１５号の訂正

「第２１５号代価」を削除し、欠番とします。

（13）設計書・代価表の追加

第２２３号代価から第２２９号代価を新たに追加します。

なお、代価表第２１８号から第２２２号については、欠番とします。

２．訂正内容

（１）設計書・内訳明細書・第１２号・２行目の訂正

【訂正前】

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工)

歩道 幅 1.4≦b≦3.0m ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度 13 50mm 1 層 m2 82.000

第  24 号代価



【夜間】

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工)

歩道 幅 1.4≦b≦3.0m ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生粗粒度 20 50mm 2 層

【夜間】 m2 82.000

第  25 号代価

路盤整正工

20mm RM-25 25～0mm【夜間】 m2 82.000

第   8 号代価

合  計

単位当り

【訂正後】

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工)

歩道 幅 1.4≦b≦3.0m ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度 13 50mm 1 層【夜

間】 m2 82.000

第  24 号代価

訂

正

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工)

歩道 幅 1.4≦b≦3.0m ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生粗粒度 20 50mm 1 層【夜

間】 m2 82.000

第  223 号代価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工)

歩道 幅 1.4≦b≦3.0m ﾀｯｸｺｰﾄ 再生粗粒度 20 50mm 1 層【夜

間】 m2 82.000

第  226 号代価

路盤整正工

20mm RM-25 25～0mm【夜間】 m2 82.000

第   8 号代価

合  計

単位当り

（2）設計書・内訳明細書・第２７号・２行目の訂正

【訂正前】

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工)

歩道 幅 1.4≦b≦3.0m ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度 13 50mm 1 層

【夜間】 m2 6.000

第  24 号代価



ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工)

歩道 幅 1.4≦b≦3.0m ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生粗粒度 20 50mm 2 層

【夜間】 m2 6.000

第  25 号代価

路盤整正工

20mm RM-25 25～0mm【夜間】 m2 6.000

第   8 号代価

合  計

単位当り

【訂正後】

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工)

歩道 幅 1.4≦b≦3.0m ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度 13 50mm 1 層

【夜間】 m2 6.000

第  24 号代価

訂

正

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工)

歩道 幅 1.4≦b≦3.0m ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生粗粒度 20 50mm 1 層

【夜間】 m2 6.000

第  223 号代価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工)

歩道 幅1.4≦b≦3.0m ﾀｯｸｺｰﾄ 再生粗粒度 20 50mm 1層【夜

間】 m2 6.000

第  226 号代価

路盤整正工

20mm RM-25 25～0mm【夜間】 m2 6.000

第   8 号代価

合  計

単位当り

（3）設計書・代価表・第２５号の訂正

【訂正前】

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工)

代 価 表

第  25 号代価

歩道 幅1.4≦b≦3.0m ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生粗粒度 20 50mm 2層

【夜間】

100.00 m2 当り

【訂正後】

     削除後、欠番。



（4）設計書・代価表・第１５２号・１行目の訂正

【訂正前】

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型山積 0.13m3(平積 0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ m3 1.000 

第 189 号代価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工)

2t 積級 DID 有 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積 0.13m3(平積 0.1m3) 運搬距離

0.3km 以下 土砂 m3 1.000 

第 190 号代価

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ m3 1.000 

第  83 号代価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ積込)

10t 積 DID 有 山積 0.8m3(平積 0.6m3) 運搬距離 5.0km 以下 土

砂 m3 1.000 

第 191 号代価

受入処分費

発生土 m3 1.000 

諸雑費

式 1.000 

合  計

単位当り

【訂正後】

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

訂

正

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型山積 0.13m3(平積 0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山 m3 1.000 

第 189 号代価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工)

2t 積級 DID 有 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積 0.13m3(平積 0.1m3) 運搬距離

0.3km 以下 土砂 m3 1.000 

第 190 号代価

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ m3 1.000 

第  83 号代価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ積込)

10t 積 DID 有 山積 0.8m3(平積 0.6m3) 運搬距離 5.0km 以下 土

砂 m3 1.000 

第 191 号代価



受入処分費

発生土 m3 1.000 

諸雑費

式 1.000 

合  計

単位当り

（5）設計書・代価表・第１６２号・１行目の訂正

【訂正前】

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型山積 0.13m3(平積 0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ

【夜間】 m3 1.000 

第 198 号代価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 

2t 積級 DID 有 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積 0.13m3(平積 0.1m3) 運搬距離

0.3km 以下 土砂【夜間】 m3 1.000 

第 199 号代価

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ m3 1.000 

第  83 号代価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ積込)

10t 積 DID 有 山積 0.8m3(平積 0.6m3) 運搬距離 5.0km 以下

土砂 m3 1.000 

第 191 号代価

受入処分費

発生土 m3 1.000 

諸雑費

式 1.000 

合  計

単位当り

【訂正後】

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

訂

正

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型山積 0.13m3(平積 0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山 m3 1.000 

第 198 号代価



【夜間】

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 

2t 積級 DID 有 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積 0.13m3(平積 0.1m3) 運搬距離

0.3km 以下 土砂【夜間】 m3 1.000 

第 199 号代価

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ m3 1.000 

第  83 号代価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ積込)

10t 積 DID 有 山積 0.8m3(平積 0.6m3) 運搬距離 5.0km 以下

土砂 m3 1.000 

第 191 号代価

受入処分費

発生土 m3 1.000 

諸雑費

式 1.000 

合  計

単位当り

（6）設計書・代価表・第１６７号・１行目の訂正

【訂正前】

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型山積 0.08m3(平積 0.06m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ m3 1.000 

第 204 号代価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ積込) 

2t 積 DID 有 山積 0.08m3(平積 0.06m3) 運搬距離 0.5km 以下

土砂 m3 1.000 

第 205 号代価

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ m3 1.000 

第  83 号代価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ積込) 

10t 積 DID 有 山積 0.8m3(平積 0.6m3) 運搬距離 5.0km 以下 土

砂 m3 1.000 

第 191 号代価

受入処分費

発生土 m3 1.000 

諸雑費

式 1.000 



合  計

単位当り

【訂正後】

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

訂

正

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型山積 0.08m3(平積 0.06m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山 m3 1.000 

第 204 号代価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ積込) 

2t 積 DID 有 山積 0.08m3(平積 0.06m3) 運搬距離 0.5km 以下

土砂 m3 1.000 

第 205 号代価

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ m3 1.000 

第  83 号代価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ積込) 

10t 積 DID 有 山積 0.8m3(平積 0.6m3) 運搬距離 5.0km 以下 土

砂 m3 1.000 

第 191 号代価

受入処分費

発生土 m3 1.000 

諸雑費

式 1.000 

合  計

単位当り

（7）設計書・代価表・第１７０号・１行目の訂正

【訂正前】

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型山積 0.28m3(平積 0.20m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ

【夜間】 m3 1.000 

第 206 号代価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工)

4t 積級 DID 有 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積 0.28m3(平積 0.2m3) 運搬距離

0.2km 以下 土砂【夜間】 m3 1.000 

第 207 号代価



ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ m3 1.000 

第  83 号代価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ積込)

10t 積 DID 有 山積 0.8m3(平積 0.6m3) 運搬距離 5.0km 以下 土

砂 m3 1.000 

第 191 号代価

受入処分費

発生土 m3 1.000 

諸雑費

式 1.000 

合  計

単位当り

【訂正後】

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

訂

正

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型山積 0.28m3(平積 0.20m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山

【夜間】 m3 1.000 

第 206 号代価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工)

4t 積級 DID 有 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積 0.28m3(平積 0.2m3) 運搬距離

0.2km 以下 土砂【夜間】 m3 1.000 

第 207 号代価

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ｸﾛｰﾗ型山積 0.8m3(平積 0.6m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ m3 1.000 

第  83 号代価

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ積込)

10t 積 DID 有 山積 0.8m3(平積 0.6m3) 運搬距離 5.0km 以下 土

砂 m3 1.000 

第 191 号代価

受入処分費

発生土 m3 1.000 

諸雑費

式 1.000 

合  計

単位当り



（8）設計書・代価表・第１８９号・表題部の訂正

【訂正前】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

代 価 表
第 189 号代価価

ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ 100.00 m3 当り

【訂正後】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

代 価 表

第 189 号代価

訂

正

ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山 100.00 m3 当り

（9）設計書・代価表・第１９８号・表題部及び１行目の訂正

【訂正前】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

代 価 表

第 198 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ

【夜間】

100.00 m3 当り

【訂正後】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

代 価 表

第 198 号代価

訂

正

ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山

【夜間】

100.00 m3 当り

【訂正前】

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(小規模土工)

ｸﾛｰﾗ型山積 0.13m3(平積 0.1m3) 排対型(1 次)【夜間】 日

第 215 号代価

諸雑費

式 1.000

合  計

単位当り



【訂正後】

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

訂

正

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(小規模土工)

ｸﾛｰﾗ型山積 0.13m3(平積 0.1m3) 排対型(1 次)【夜間】 日

第 229 号代価

諸雑費

式 1.000

合  計

単位当り

（10）設計書・代価表・第２０４号・表題部の訂正

【訂正前】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

代 価 表
第 204 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ 100.00 m3 当り

【訂正後】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

代 価 表

第 204 号代価

訂

正

ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山 100.00 m3 当り

（11）設計書・代価表・第２０６号・表題部の訂正

【訂正前】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

代 価 表

第 206 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ

【夜間】

100.00 m3 当り

【訂正後】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

代 価 表

第 206 号代価

訂

正

ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山

【夜間】

100.00 m3 当り



（12）設計書・代価表・第２１５号の訂正

【訂正前】

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(小規模土工)

代 価 表
第 215 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積0.1m3) 排対型(1次)【夜間】 1.00 日 当り

【訂正後】

     削除後、欠番。

（13）設計書・代価表・第２２３号から第２２９号を追加

   代価表第２１８号から第２２２号については、欠番とします。



OSAPRT74703L

舗装工 t=5+10cm(1.4≦b≦3.0m,機械) 歩道(乗入れ) 【夜間】 第  12 号明細

再生密粒度As(13)t=5cm,再生粗粒度As(20)t=10cm,RM-25 1.00 式 当り

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工) 第  24 号代価

歩道 幅1.4≦b≦3.0m ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度 13 50mm 1層【夜
間】 m2 82.000   
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工) 第 223 号代価

歩道 幅1.4≦b≦3.0m ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生粗粒度 20 50mm 1層
【夜間】 m2 82.000   
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工) 第 226 号代価

歩道 幅1.4≦b≦3.0m ﾀｯｸｺｰﾄ 再生粗粒度 20 50mm 1層【夜
間】 m2 82.000   
路盤整正工 第   8 号代価

 20mm RM-25 25～0mm【夜間】
m2 82.000   

合　　計

   
単位当り

   

   

   

   

   

内 訳 明 細 書

- 12 -



OSAPRT74703L

舗装工 t=5+10cm(1.4≦b≦3.0m,機械) 歩道(乗入れ) 【夜間】 第  27 号明細

再生密粒度As(13)t=5cm,再生粗粒度As(20)t=10cm,RM-25 1.00 式 当り

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工) 第  24 号代価

歩道 幅1.4≦b≦3.0m ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度 13 50mm 1層【夜
間】 m2 6.000   
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工) 第 223 号代価

歩道 幅1.4≦b≦3.0m ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生粗粒度 20 50mm 1層
【夜間】 m2 6.000   
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工) 第 226 号代価

歩道 幅1.4≦b≦3.0m ﾀｯｸｺｰﾄ 再生粗粒度 20 50mm 1層【夜
間】 m2 6.000   
路盤整正工 第   8 号代価

 20mm RM-25 25～0mm【夜間】
m2 6.000   

合　　計

   
単位当り

   

   

   

   

   

内 訳 明 細 書

- 30 -



OSAPRT74703L

掘削残土処分 第 152 号代価

1.00 m3 当り

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 第 189 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山
m3 1.000   

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 第 190 号代価

2t積級 DID有 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3(平積0.1m3) 運搬距離
0.3km以下 土砂 m3 1.000   
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 第  83 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ
m3 1.000   

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ積込) 第 191 号代価

10t積 DID有 山積0.8m3(平積0.6m3) 運搬距離5.0km以下 土
砂 m3 1.000   
受入処分費

発生土
m3 1.000   

諸雑費

式 1.000   
合　　計

   
単位当り

   

   

   

代 価 表

- 170 -



OSAPRT74703L

掘削残土処分 第 162 号代価

【夜間】 1.00 m3 当り

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 第 198 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山
【夜間】 m3 1.000   
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 第 199 号代価

2t積級 DID有 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3(平積0.1m3) 運搬距離
0.3km以下 土砂【夜間】 m3 1.000   
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 第  83 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ
m3 1.000   

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ積込) 第 191 号代価

10t積 DID有 山積0.8m3(平積0.6m3) 運搬距離5.0km以下 土
砂 m3 1.000   
受入処分費

発生土
m3 1.000   

諸雑費

式 1.000   
合　　計

   
単位当り

   

   

   

代 価 表

- 180 -



OSAPRT74703L

掘削残土処分 第 167 号代価

1.00 m3 当り

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 第 204 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山
m3 1.000   

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ積込) 第 205 号代価

2t積 DID有 山積0.08m3(平積0.06m3) 運搬距離0.5km以下
土砂 m3 1.000   
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 第  83 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ
m3 1.000   

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ積込) 第 191 号代価

10t積 DID有 山積0.8m3(平積0.6m3) 運搬距離5.0km以下 土
砂 m3 1.000   
受入処分費

発生土
m3 1.000   

諸雑費

式 1.000   
合　　計

   
単位当り

   

   

   

代 価 表

- 185 -



OSAPRT74703L

掘削残土処分 第 170 号代価

【夜間】 1.00 m3 当り

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 第 206 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山
【夜間】 m3 1.000   
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(小規模土工) 第 207 号代価

4t積級 DID有 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.28m3(平積0.2m3) 運搬距離
0.2km以下 土砂【夜間】 m3 1.000   
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 第  83 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 ﾙｰｽﾞ
m3 1.000   

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ積込) 第 191 号代価

10t積 DID有 山積0.8m3(平積0.6m3) 運搬距離5.0km以下 土
砂 m3 1.000   
受入処分費

発生土
m3 1.000   

諸雑費

式 1.000   
合　　計

   
単位当り

   

   

   

代 価 表

- 188 -



OSAPRT74703L

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 第 189 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山 100.00 m3 当り

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(小規模土工) 第 211 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積0.1m3) 排対型(1次)
日    

諸雑費

式 1.000   
合　　計

   
単位当り

   

   

   

   

   

   

   

代 価 表

- 207 -



OSAPRT74703L

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 第 198 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積0.10m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山
【夜間】

100.00 m3 当り

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(小規模土工) 第 229 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積0.1m3) 排対型(1次)【夜間】
日    

諸雑費

式 1.000   
合　　計

   
単位当り

   

   

   

   

   

   

   

代 価 表

- 216 -



OSAPRT74703L

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 第 204 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山 100.00 m3 当り

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(機械土工(土砂)) 第 217 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.08m3(平積0.06m3) 排対型(1次)
日    

諸雑費

式 1.000   
合　　計

   
単位当り

   

   

   

   

   

   

   

代 価 表

- 222 -



OSAPRT74703L

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 第 206 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.20m3) ﾚｷ･砂･砂質･粘性土 地山
【夜間】

100.00 m3 当り

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(小規模土工) 第 147 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3) 排対型(1次)【夜間】
日    

諸雑費

式 1.000   
合　　計

   
単位当り

   

   

   

   

   

   

   

代 価 表

- 224 -



OSAPRT74703L

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工) 第 223 号代価

歩道 幅1.4≦b≦3.0m ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生粗粒度 20 50mm 1層
【夜間】

100.00 m2 当り

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人    
特殊作業員

人    
普通作業員

人    
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

再生粗粒度 20
t 12.100   

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 

PK3.ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
ﾘｯﾄﾙ 126.000   

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転費(舗装工) 第 224 号代価

ｸﾛｰﾗ型1.4～3.0m 【夜間】
日    

振動ﾛｰﾗ運転費(舗装工) 第 225 号代価

搭乗式 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t【夜間】
日    

諸雑費

式 1.000   
合　　計

   
単位当り

   

代 価 表

- 235 -



OSAPRT74703L

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転費(舗装工) 第 224 号代価

ｸﾛｰﾗ型1.4～3.0m 【夜間】 1.00 日 当り

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人    
軽油 

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾘｯﾄﾙ    

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料

[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m 27kW
供用日    

諸雑費

式 1.000   
合　　計

   
単位当り

   

   

   

   

   

代 価 表

- 236 -



OSAPRT74703L

振動ﾛｰﾗ運転費(舗装工) 第 225 号代価

搭乗式 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t【夜間】 1.00 日 当り

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人    
軽油 

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾘｯﾄﾙ    

振動ﾛｰﾗ賃料(長期割引)

搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t
日    

諸雑費

式 1.000   
合　　計

   
単位当り

   

   

   

   

   

代 価 表
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OSAPRT74703L

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(機械施工) 第 226 号代価

歩道 幅1.4≦b≦3.0m ﾀｯｸｺｰﾄ 再生粗粒度 20 50mm 1層【夜
間】

100.00 m2 当り

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

人    
特殊作業員

人    
普通作業員

人    
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

再生粗粒度 20
t 12.100   

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 

PK4.ﾀｯｸｺｰﾄ用
ﾘｯﾄﾙ 43.000   

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転費(舗装工) 第 227 号代価

ｸﾛｰﾗ型1.4～3.0m 【夜間】
日    

振動ﾛｰﾗ運転費(舗装工) 第 228 号代価

搭乗式 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t【夜間】
日    

諸雑費

式 1.000   
合　　計

   
単位当り

   

代 価 表
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OSAPRT74703L

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転費(舗装工) 第 227 号代価

ｸﾛｰﾗ型1.4～3.0m 【夜間】 1.00 日 当り

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人    
軽油 

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾘｯﾄﾙ    

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料

[ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m 27kW
供用日    

諸雑費

式 1.000   
合　　計

   
単位当り

   

   

   

   

   

代 価 表
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OSAPRT74703L

振動ﾛｰﾗ運転費(舗装工) 第 228 号代価

搭乗式 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t【夜間】 1.00 日 当り

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人    
軽油 

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾘｯﾄﾙ    

振動ﾛｰﾗ賃料(長期割引)

搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t
日    

諸雑費

式 1.000   
合　　計

   
単位当り

   

   

   

   

   

代 価 表
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ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(小規模土工) 第 229 号代価

ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積0.1m3) 排対型(1次)【夜間】 1.00 日 当り

名称・規格 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

人    
軽油 

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
ﾘｯﾄﾙ    

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料

[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 山積0.13m3(平積0.10m3) 25kW
供用日    

諸雑費

式 1.000   
合　　計

   
単位当り

   

   

   

   

   

代 価 表
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