
平 成 ２６年 11 月 １８日

堺 市 上 下 水 道 局

富蔵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）

富蔵外道路舗装復旧工事（２６－１）の設計図書（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・代価表・第７７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

（2）設計書・代価表・第９９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

２． 訂正内容

（１）設計書・代価表・第７７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  99 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 無 山積 0.08m3(平積 0.06m3) 運搬距離 0.5km 以下

土砂 m3 1.000 

第 100 号代価

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込(機械土工(土砂))

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 101 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 19.5km 以下

土砂 m3 1.000 

第 102 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  99 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 無 山積 0.08m3(平積 0.06m3) 運搬距離 0.5km 以下

土砂 m3 1.000 

第 100 号代価

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込(機械土工(土砂))

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 101 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 19.5km 以下

土砂 m3 1.000 

第 102 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

（２）設計書・代価表・第９９号・表題部の訂正
【訂正前】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

代 価 表
第  99 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  99 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



OSAPRT74614L

掘削残土処分 第  77 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  99 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 100 号代価

2t積 DID無 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(機械土工(土砂)) 第 101 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 102 号代価

10t積 DID有 山積0.8m3(平積0.6m3) 運搬距離19.5km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



OSAPRT74614L

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 第  99 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 119 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


