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平成２８年度　工務消総第３号
安濃町太田地内耐震性防火水槽（６０ｍ３級）設置工事

位　　置　　図

工事箇所

三重県立看護大学

津西高等学校
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摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

本工事費

　施設整備 式

1.000

　　給水設備工 式

1.000

作業土工 式

1.000

第 0001 号 明細表

耐震性防火水槽工 式

1.000

第 0002 号 明細表

送水採水施設工 式

1.000

第 0003 号 明細表

サービス施設整備工 式

1.000

サイン施設工 式

1.000

第 0004 号 明細表

　　仮設工 式

1.000

津市

4



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

工事用道路工 式

1.000

第 0005 号 明細表

安全費 式

1.000

第 0006 号 明細表

　　付帯工 式

1.000

付帯工 式

1.000

第 0007 号 明細表

直接工事費計 式

1.000

間接工事費

　共通仮設費

　　運搬費 式

1.000

第 9001 号 明細表

　　役務費 式

1.000

第 9002 号 明細表

津市
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摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

　　技術管理費 式

1.000

第 9003 号 明細表

　　共通仮設費（率計上額） 式

1.000

　共通仮設費計 式

1.000

純工事費 式

1.000

　現場管理費 式

1.000

工事原価 式

1.000

　一般管理費等 式

1.000

工事価格 式

1.000

消費税及び地方消費税相当額 式

1.000

津市
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摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

本工事費計 式

1.000

津市
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第 号 明細表0001 作業土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　称 規　格

1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

床掘り（施工パッケージ） CB210030(0001)

m3

350.000

土砂

基面整正（施工パッケージ） CB210080(0002)

m2

39.000

埋戻し①（施工パッケージ） CB210410(0003)

m3

250.000

土砂

埋戻し②（施工パッケージ） CB210410(0004)

m3

10.000

土砂等運搬①（施工パッケージ） 第0001号施工単価表

m3

60.000

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

土砂等運搬②（施工パッケージ） 第0002号施工単価表

m3

290.000

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5 km

積込（ルーズ）（施工パッケージ） CB210020(0007)

m3

290.000

土砂

土砂等運搬③（施工パッケージ） 第0003号施工単価表

m3

290.000

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5 km

津市
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第 号 明細表0001 作業土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　称 規　格

1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

合　　計

第 号 明細表0002 耐震性防火水槽工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　称 規　格

1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

耐震性防火水槽 第0001号単価表

基

1.000

60m3級

合　　計

第 号 明細表0003 送水採水施設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　称 規　格

1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

防火水槽内配管 第0015号単価表

式

1.000

送水採水管 第0016号単価表

式

1.000

通気管 第0017号単価表

式

1.000

津市
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第 号 明細表0003 送水採水施設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　称 規　格

1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

送水採水口 第0018号単価表

箇所

1.000

合　　計

第 号 明細表0004 サイン施設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　称 規　格

1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

防火水槽標識 第0019号単価表

基

1.000

直柱

合　　計

津市
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第 号 明細表0005 工事用道路工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　称 規　格

1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

敷鉄板 第0020号単価表

式

1.000

合　　計

第 号 明細表0006 安全費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　称 規　格

1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

交通誘導警備員費 第0020号施工単価表

式

1.000

合　　計

津市
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第 号 明細表0007 付帯工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　称 規　格

1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

樹木撤去工 第0021号単価表

式

1.000

金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）（施
工パッケージ）

CB420840(0015)

ｍ

3.000

撤去

金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）（施
工パッケージ）

CB420840(0016)

ｍ

3.000

再利用設置

ネットフェンス加工 第0025号単価表

式

1.000

開口部 600×700

ブランコ撤去工 第0026号単価表

基

1.000

ブランコ設置工 第0028号単価表

基

1.000

ベンチ撤去工 第0030号単価表

基

1.000

ベンチ設置工 第0032号単価表

基

1.000

津市
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第 号 明細表0007 付帯工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

鉄棒撤去工 第0034号単価表

基

         1.000

鉄棒設置工 第0036号単価表

基

         1.000

合　　計

第 号 明細表9001 運搬費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

仮設材等積込み取卸し 第0029号施工単価表

式

         1.000

積込み取卸し重量= 4.8 ｔ

仮設材等運搬費 （往復） 第0030号施工単価表

式

         1.000

運搬重量= 4.8 ｔ

合　　計

津市
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第 号 明細表9002 役務費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

水
m3

        60.000

合　　計

第 号 明細表9003 技術管理費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

キャスポルによる地耐力試験
箇所

         1.000

報告書含む

締固めた土のコーン指数試験
試料

         1.000

JIS１２２８　２５回３層

土の突固め試験（乾燥法）
試料

         1.000

モールド径10cm　ランマ2.5kg

合　　計

津市
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当り

号 施工単価表土砂等運搬①（施工パッケージ）

           1.000土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土砂等運搬（施工パッケージ）

土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3            1.000

CB210110(0005)

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表土砂等運搬②（施工パッケージ）

           1.000土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5 km m3

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土砂等運搬（施工パッケージ）

土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3            1.000

CB210110(0006)

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表土砂等運搬③（施工パッケージ）

           1.000土砂(岩塊･玉石混り土含む) 0.5 km m3

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土砂等運搬（施工パッケージ）

土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3            1.000

CB210110(0006)

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表鋼管据付工（人力）

          10.000径100mm ｍ

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

合計 ｍ           10.000

津市

16



当り

号 施工単価表鋼管据付工（人力）

          10.000径100mm ｍ

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表小口径鋼管切断工(人力)

           1.000径100mm 箇所

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 箇所            1.000

単位当り 箇所            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表小口径鋼管ねじ切り工(人力)

           1.000径100mm 箇所

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 箇所            1.000

単位当り 箇所            1.000 当り

当り

号 施工単価表小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

           2.000径100mm 口

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

津市
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当り

号 施工単価表小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

           2.000径100mm 口

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 口            2.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表フランジ継手工

           1.000径100mm JWWA 10K（0.98MPa） 口

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

津市
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当り

号 施工単価表フランジ継手工

           1.000径100mm JWWA 10K（0.98MPa） 口

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表鋼管据付工（人力）

          10.000径80mm ｍ

0009第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

合計 ｍ           10.000

津市
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当り

号 施工単価表鋼管据付工（人力）

          10.000径80mm ｍ

0009第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

           2.000径80mm 口

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 口            2.000

単位当り 口            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表鋼管据付工（人力）

          10.000径65mm ｍ

0011第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表小口径鋼管切断工(人力)

           1.000径65mm 箇所

0012第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

津市
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当り

号 施工単価表小口径鋼管切断工(人力)

           1.000径65mm 箇所

0012第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 箇所            1.000

単位当り 箇所            1.000 当り

当り

号 施工単価表小口径鋼管ねじ切り工(人力)

           1.000径65mm 箇所

0013第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

津市
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当り

号 施工単価表小口径鋼管ねじ切り工(人力)

           1.000径65mm 箇所

0013第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 箇所            1.000

単位当り 箇所            1.000 当り

当り

号 施工単価表小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

           2.000径65mm 口

0014第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 口            2.000

津市
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当り

号 施工単価表小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

           2.000径65mm 口

0014第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表フランジ継手工

           1.000径65mm以下 JWWA 10K（0.98MPa） 口

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表道路標識柱･基礎設置工[路側式](市場単価)

           1.000単柱式 静電粉体塗装(白色) φ60.5 基

0016第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

標識柱・基礎設置　路側式（市場単価）

単柱式　静電粉体塗装　　φ60.5 基            1.000

合計 基            1.000

単位当り 基            1.000 当り

当り

号 施工単価表標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単価)

           1.000路線番号 基

0017第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

標識板設置（市場単価）

警戒・規制・指示・路線 基            1.000

合計 基            1.000

単位当り 基            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表敷鉄板設置撤去工

         100.000設置 m2

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

とび工

人

普通作業員

人

ラフテレーンクレーン賃料

排出ガス対策型 日

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表敷鉄板設置撤去工

         100.000撤去 m2

0019第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

とび工

人

普通作業員

人

ラフテレーンクレーン賃料

排出ガス対策型 日

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表交通誘導警備員費

           1.000 式

0020第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

交通誘導警備員Ｂ

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表根切・積込工

          10.000根切＋積込 m3

0021第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

根切工

m3           10.000

第0022号施工単価表

積込工

m3           10.000

第0023号施工単価表

合計 m3           10.000

津市
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当り

号 施工単価表根切・積込工

          10.000根切＋積込 m3

0021第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表根切工

          10.000 m3

0022第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

普通作業員

人

バックホウ運転

時間

第0001号運転単価表

諸雑費

%

合計 m3           10.000

津市
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当り

号 施工単価表根切工

          10.000 m3

0022第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表積込工

          10.000 m3

0023第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

バックホウ運転

時間

第0001号運転単価表

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表構造物とりこわし工（市場単価）

           1.000無筋構造物 低騒音・低振動対策しない m3

0024第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

構造物とりこわし工

機械施工  無筋構造物 m3            1.000

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表殻運搬（施工パッケージ）

           1.000ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし m3

0025第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

殻運搬（施工パッケージ）

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし m3            1.000

CB227010(0018)

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表建設廃棄物受入れ料金

           1.000無筋Ｃｏｎ塊 m3

0026第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

建設廃棄物受入れ料金（無筋Ｃｏｎ塊）

m3            1.000

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表コンクリート

          10.000小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し m3

0027第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

コンクリート（施工パッケージ）

小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車
割増無し

m3           10.000

CB240010(0021)

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表型枠

         100.000一般型枠 m2

0028第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

型枠（施工パッケージ）

一般型枠 m2          100.000

CB240210(0013)

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表仮設材等積込み取卸し

           1.000積込み取卸し重量= 4.8 ｔ 式

0029第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

積込みのみ

t            4.800

取卸しのみ

t            4.800

積込みのみ

t            4.800

津市
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当り

号 施工単価表仮設材等積込み取卸し

           1.000積込み取卸し重量= 4.8 ｔ 式

0029第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

取卸しのみ

t            4.800

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表仮設材等運搬費 （往復）

           1.000運搬重量= 4.8 ｔ 式

0030第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

運搬費

式            1.000

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S2001 耐震性防火水槽
60m3級

0001
         1 基 当り

         1.000個3000*2200*1980　標準型

耐震性貯水槽Ⅱ型　Ａブロック

         1.000個3000*2200*1320　短尺型

耐震性貯水槽Ⅱ型　Ａ’ブロック

         1.000個3000*2200*1980　切欠付

耐震性貯水槽Ⅱ型　Ｂブロック

         2.000個3000*2200*1980　切欠付人孔型

耐震性貯水槽Ⅱ型　ＢＣブロック

         2.000個3000*2200*333　背面板

耐震性貯水槽Ⅱ型　Ｄブロック

         1.000個φ605　H=590　足掛有り 2箇所

吸管投入孔ブロック

         1.000個φ605　H=590　足場無し

吸管投入孔ブロック

         1.000個φ605　H=290 足掛有り 1箇所

吸管投入孔ブロック

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S2001 耐震性防火水槽
60m3級

0001
         1 基 当り

         2.000個φ660　H=100

耐震性貯水槽Ⅱ型　集水ピットブロック

         1.000個L=2260

ＦＲＰ梯子

第0002号単価表

        10.000組集水ピット用

取付用金具

         1.000組T-25 600 津市消防本部仕様

人孔鉄蓋及び受枠

         1.000袋12.5kg

無収縮早強性モルタル

         1.000個φ905×100

円形閉塞板

第0003号単価表

         3.000組吸管投入孔(A)

取付用金具

第0004号単価表

         3.000組吸管投入孔(B)

取付用金具

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S2001 耐震性防火水槽
60m3級

0001
         1 基 当り

第0005号単価表

         1.000式

耐震性防火水槽基礎工

第0006号単価表

         1.000式蓋据付含む

据付工

第0007号単価表

         1.000式

縦締工

第0013号単価表

         1.000式

グラウト工

第0014号単価表

         1.000式

目地工

         1.000箇所径100

マンホール削孔費

         2.000箇所径150

マンホール削孔費

         1.000基合　　計

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S2001 耐震性防火水槽
60m3級

0001
         1 基 当り

当り         1.000基単位当り

第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S2105 取付用金具
集水ピット用

0002
         1 組 当り

         1.000本Ｍ20

集水ピット用ボルト

         1.000枚Ｍ20用

集水ピット用ワッシャー

         1.000組合　　計

当り         1.000組単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S2106 取付用金具
吸管投入孔(A)

0003
         1 組 当り

         1.000本Ｍ16×1100

投入孔用ボルト

         1.000個Ｍ16用

投入孔用ナット

         1.000枚Ｍ16用

投入孔用ワッシャー

         1.000組合　　計

当り         1.000組単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S2107 取付用金具
吸管投入孔(B)

0004
         1 組 当り

         1.000本Ｍ16×800

投入孔用ボルト

         1.000個Ｍ16用

投入孔用ナット

         1.000枚Ｍ16用

投入孔用ワッシャー

         1.000組合　　計

当り         1.000組単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0050 耐震性防火水槽基礎工 0005
         1 式 当り

         0.900m3１：３

セメントモルタル

CB240010(0008)

         6.500m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以
下 小型車割増無し

コンクリート（施工パッケージ）

CB240210(0009)

         7.600m2一般型枠

型枠（施工パッケージ）

CB221110(0010)

        39.200m217.5cm超20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小
型車割増無し

基礎砕石（施工パッケージ）

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0010 据付工
蓋据付含む

0006
         1 式 当り

人

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

日排出ガス対策型

ラフテレーンクレーン賃料

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0020 縦締工 0007
         1 式 当り

人

特殊作業員

人

普通作業員

第0008号単価表

         4.000本SBPR 930/1080  B種1号 φ17 L=3940

縦締ＰＣ鋼棒

第0009号単価表

         4.000本SBPR 930/1080  B種1号 φ17 L=3285

縦締ＰＣ鋼棒

第0010号単価表

         8.000本SBPR 930/1080  B種1号 φ17 L=1285

縦締ＰＣ鋼棒

        12.000個φ17用

カップラー

第0011号単価表

        24.000組縦締用

定着具（中間部）

第0012号単価表

         8.000組縦締用

定着具（端部）

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0020 縦締工 0007
         1 式 当り

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S2100 縦締ＰＣ鋼棒
SBPR 930/1080  B種1号 φ17 L=3940

0008
         1 本 当り

         7.000ｋgＢ種１号 径17mm 3～4m未満

ＰＣ鋼棒

         1.000本合　　計

当り         1.000本単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S2101 縦締ＰＣ鋼棒
SBPR 930/1080  B種1号 φ17 L=3285

0009
         1 本 当り

         5.800ｋgＢ種１号 径17mm 3～4m未満

ＰＣ鋼棒

         1.000本合　　計

当り         1.000本単位当り

第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S2102 縦締ＰＣ鋼棒
SBPR 930/1080  B種1号 φ17 L=1285

0010
         1 本 当り

         2.300ｋgＢ種１号 径17mm 1～3m未満

ＰＣ鋼棒

         1.000本合　　計

当り         1.000本単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S2103 定着具（中間部）
縦締用

0011
         1 組 当り

         1.000組φ17mm用

ナット・ワッシャー

         1.000枚

グラウトワッシャー

         1.000枚65×65×1

パッキンゴム

         1.000組合　　計

当り         1.000組単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S2104 定着具（端部）
縦締用

0012
         1 組 当り

         1.000組φ17mm用

ナット・ワッシャー

         1.000枚90×90×16

アンカープレート

         1.000枚65×65×1

パッキンゴム

         1.000組合　　計

当り         1.000組単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0030 グラウト工 0013
         1 式 当り

人

特殊作業員

人

普通作業員

         0.050ｔ

普通ポルトランドセメント

         1.000ｋgマスターフロ―152同等品以上

注入グラウト混和剤

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0040 目地工 0014
         1 式 当り

人

特殊作業員

人

普通作業員

         2.000ｋgｺﾆｼﾎﾞﾝﾄﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ♯9同等品以上

シーリング材用プライマー

        61.500ｋgｺﾆｼﾎﾞﾝﾄﾞUPｼｰﾙ♯700同等品以上

２成分形ポリウレタン系シーリング材（高耐
水圧タイプ）

        63.700ｍ

バックアップ材

       127.500ｍ

マスキングテープ

         0.036m3１：２

セメントモルタル

         1.000式

諸雑費類（端数処理有）

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0040 目地工 0014
         1 式 当り

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S5002 防火水槽内配管 0015
         1 式 当り

         3.000ｍSGP-VS　100A

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

         1.000個90°エルボ 100A

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

         1.000個組みフランジ(F) B.N.付　100A

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

         1.000個100用　フランジ型　SCS13

ステンレス製フートバルブ（レバーなし）

         2.000個ステンレス、ナット込φ100用

Ｕボルト

         6.000ｋgSUS304　6×65×65

パイプ固定脚

CB473310(0011)

         4.000本

コンクリートアンカーボルト設置（施工パッ
ケージ）

第0004号施工単価表

         3.200ｍ径100mm

鋼管据付工（人力）

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S5002 防火水槽内配管 0015
         1 式 当り

第0005号施工単価表

         2.000箇所径100mm

小口径鋼管切断工(人力)

第0006号施工単価表

         4.000箇所径100mm

小口径鋼管ねじ切り工(人力)

第0007号施工単価表

         4.000口径100mm

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

第0008号施工単価表

         1.000口径100mm JWWA 10K（0.98MPa）

フランジ継手工

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S5001 送水採水管 0016
         1 式 当り

        33.100ｍSGP-VS　100A

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

         4.000個90°エルボ 100A

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

         6.000個45°エルボ 100A

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

         4.000個ソケット(S)　100A

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

         1.000個径違いエルボ(RL)　100A×80A

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

         2.000個ニップル（Ni）100A　L=200

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

         2.000個ｽﾃﾝﾚｽ製 JIS10K 100mm×300mm

フレキシブル継手

         1.000個ニップル（Ni）80A　L=200

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S5001 送水採水管 0016
         1 式 当り

         4.000個組みフランジ(F) B.N.付　100A

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

第0004号施工単価表

        36.100ｍ径100mm

鋼管据付工（人力）

第0005号施工単価表

         9.000箇所径100mm

小口径鋼管切断工(人力)

第0006号施工単価表

        28.000箇所径100mm

小口径鋼管ねじ切り工(人力)

第0007号施工単価表

        32.000口径100mm

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

第0008号施工単価表

         4.000口径100mm JWWA 10K（0.98MPa）

フランジ継手工

第0009号施工単価表

         0.300ｍ径80mm

鋼管据付工（人力）

第0010号施工単価表

         2.000口径80mm

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S5001 送水採水管 0016
         1 式 当り

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S5004 通気管 0017
         1 式 当り

        16.700ｍSGP-VS　65A

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

         2.000個90°エルボ 65A

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

         1.000個45°エルボ 65A

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

         2.000個ソケット(S)　65A

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

         1.000個ｽﾃﾝﾚｽ製 JIS10K 65mm×300mm

フレキシブル継手

         2.000個組みフランジ(F) B.N.付　65A

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

         1.000個ニップル（Ni）65A　L=200

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

         1.000個呼び径65mm　ｽﾃﾝﾚｽ製

防虫網

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S5004 通気管 0017
         1 式 当り

第0011号施工単価表

        17.800ｍ径65mm

鋼管据付工（人力）

第0012号施工単価表

         3.000箇所径65mm

小口径鋼管切断工(人力)

第0013号施工単価表

        11.000箇所径65mm

小口径鋼管ねじ切り工(人力)

第0014号施工単価表

        13.000口径65mm

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

第0015号施工単価表

         2.000口径65mm以下 JWWA 10K（0.98MPa）

フランジ継手工

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S5000 送水採水口 0018
        10 箇所 当り

        10.000基SUS　300×450×4t

埋込型送水口採水口

CB240010(0012)

         2.400m3小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小
型車割増無し

コンクリート（施工パッケージ）

CB240210(0013)

        19.200m2一般型枠

型枠（施工パッケージ）

CB240010(0014)

         0.600m3無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以
下 小型車割増無し

コンクリート（施工パッケージ）

CB240210(0009)

         3.100m2一般型枠

型枠（施工パッケージ）

        14.700m2下地調整（C-1)・外装薄塗材吹付け(下
塗り1回･主材塗2回)

塗装工

        10.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S2002 防火水槽標識
直柱

0019
        10 基 当り

        10.000枚アルミ 全面反射 φ600

消防水利標識

        10.000組φ60.5×3×40 アルミ製ボルト共

取付金具（片面用）

第0016号施工単価表

        10.000基単柱式 静電粉体塗装(白色) φ60.5

道路標識柱･基礎設置工[路側式](市場単価)

第0017号施工単価表

        10.000基路線番号

標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単
価)

        10.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

津市

60



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0190 敷鉄板 0020
         1 式 当り

第0018号施工単価表

        27.900m2設置

敷鉄板設置撤去工

第0019号施工単価表

        27.900m2撤去

敷鉄板設置撤去工

         1.000式

敷鉄板賃料

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0100 樹木撤去工 0021
         1 式 当り

第0022号単価表

         2.000本ﾁｪｰﾝｿｰ幹周90cm以上

支障木処理

         1.390t

木処分

第0021号施工単価表

         3.080m3根切＋積込

根切・積込工

         0.020t

根処分

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0110 支障木処理
ﾁｪｰﾝｿｰ幹周90cm以上

0022
        10 本 当り

人

造園工

人

普通作業員

第0023号単価表

日

チェーンソー運転

第0024号単価表

         3.800台

トラック運転

        10.000本合　　計

当り         1.000本単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0120 チェーンソー運転 0023
         1 日 当り

人

造園工

日

チェンソー 機械損料

ﾘｯﾄﾙレギュラー80オクタン価以上

ガソリン

         1.000式

諸雑費

         1.000日合　　計

当り         1.000日単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0130 トラック運転 0024
         1 台 当り

人

一般運転手

ﾘｯﾄﾙ一般用

軽油

時間

トラック機械損料

         1.000台合　　計

当り         1.000台単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S6001 ネットフェンス加工
開口部 600×700

0025
         1 式 当り

         0.500本40×40×4000

爪付胴緑

人

普通作業員

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0200 ブランコ撤去工 0026
         1 基 当り

第0027号単価表

         1.000基安全柵含む

ブランコ撤去工

CB210030(0017)

         2.040m3土砂

床掘り（施工パッケージ）

第0024号施工単価表

         0.410m3無筋構造物 低騒音・低振動対策しない

構造物とりこわし工（市場単価）

第0025号施工単価表

         0.410m3ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし

殻運搬（施工パッケージ）

第0026号施工単価表

         0.410m3無筋Ｃｏｎ塊

建設廃棄物受入れ料金

         1.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0140 ブランコ撤去工
安全柵含む

0027
         1 基 当り

人

特殊作業員

人

普通作業員

         1.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0210 ブランコ設置工 0028
         1 基 当り

第0029号単価表

         1.000基安全柵含む（再利用）

ブランコ設置工

CB210030(0017)

         0.550m3土砂

床掘り（施工パッケージ）

CB210410(0019)

         2.400m3土砂 締固め有り

埋戻し（施工パッケージ）

CB221110(0020)

         1.960m27.5cm超12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型
車割増無し

基礎砕石（施工パッケージ）

第0027号施工単価表

         0.410m3小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型
車割増無し

コンクリート

第0028号施工単価表

         4.720m2一般型枠

型枠

         1.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0150 ブランコ設置工
安全柵含む（再利用）

0029
         1 基 当り

人

特殊作業員

人

普通作業員

         1.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0220 ベンチ撤去工 0030
         1 基 当り

第0031号単価表

         1.000基

ベンチ撤去工

CB210030(0017)

         0.240m3土砂

床掘り（施工パッケージ）

         1.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0160 ベンチ撤去工 0031
         1 基 当り

人

特殊作業員

人

普通作業員

         1.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0230 ベンチ設置工 0032
         1 基 当り

第0033号単価表

         1.000基

ベンチ設置工

CB210410(0019)

         0.240m3土砂 締固め有り

埋戻し（施工パッケージ）

         1.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0165 ベンチ設置工 0033
        10 基 当り

人

特殊作業員

人

普通作業員

         1.000式

諸雑費

        10.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0240 鉄棒撤去工 0034
         1 基 当り

第0035号単価表

         1.000基

鉄棒撤去工

CB210030(0017)

         0.490m3土砂

床掘り（施工パッケージ）

         1.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0170 鉄棒撤去工 0035
         1 基 当り

人

特殊作業員

人

普通作業員

         1.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0250 鉄棒設置工 0036
         1 基 当り

第0037号単価表

         1.000基

鉄棒設置工

CB210410(0019)

         0.490m3土砂 締固め有り

埋戻し（施工パッケージ）

         1.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0180 鉄棒設置工 0037
         1 基 当り

人

特殊作業員

人

普通作業員

         1.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

津市
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条件名称施工名称 単位 標準単価 積算単価 条件値単価コード

施工パッケージ単価一覧表

m3CB210030(0001) 床掘り（施工パッケージ） 土質区分 土砂

m2CB210080(0002) 基面整正（施工パッケージ）

m3CB210410(0003) 埋戻し①（施工パッケージ）

m3CB210410(0004) 埋戻し②（施工パッケージ）

m3CB210110(0005) 土砂等運搬（施工パッケー
ジ）

土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3CB210110(0006) 土砂等運搬（施工パッケー
ジ）

土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3CB210020(0007) 積込（ルーズ）（施工パッ
ケージ）

土質 土砂

m3CB240010(0008) コンクリート（施工パッケー
ジ）

構造物識別 無筋・鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高炉)

W/C=60%以下水セメント比

小型車割増 小型車割増無し

津市

79



条件名称施工名称 単位 標準単価 積算単価 条件値単価コード

施工パッケージ単価一覧表

m2CB240210(0009) 型枠（施工パッケージ） 型枠の種類 一般型枠

m2CB221110(0010) 基礎砕石（施工パッケージ） 砕石の厚さ 17.5cm超20.0cm以下

砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

小型車割増無し小型車割増

本CB473310(0011) コンクリートアンカーボル
ト設置（施工パッケージ）

m3CB240010(0012) コンクリート（施工パッケー
ジ）

構造物識別 小型構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高炉)

W/C=60%以下水セメント比

小型車割増 小型車割増無し

m2CB240210(0013) 型枠（施工パッケージ） 型枠の種類 一般型枠

m3CB240010(0014) コンクリート（施工パッケー
ジ）

構造物識別 無筋・鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)

W/C=60%以下水セメント比

小型車割増 小型車割増無し

津市
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条件名称施工名称 単位 標準単価 積算単価 条件値単価コード

施工パッケージ単価一覧表

ｍCB420840(0015) 金網（フェンス）・支柱（立
入防止柵）（施工パッケー
ジ）

作業区分 撤去

ｍCB420840(0016) 金網（フェンス）・支柱（立
入防止柵）（施工パッケー
ジ）

作業区分 再利用設置

m3CB210030(0017) 床掘り（施工パッケージ） 土質区分 土砂

m3CB227010(0018) 殻運搬（施工パッケージ） 殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこ
わし

m3CB210410(0019) 埋戻し（施工パッケージ） 土質区分 土砂

締固めの有無 締固め有り

m2CB221110(0020) 基礎砕石（施工パッケージ） 砕石の厚さ 7.5cm超12.5cm以下

砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

小型車割増無し小型車割増

m3CB240010(0021) コンクリート（施工パッケー
ジ）

構造物識別 小型構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)

W/C=60%以下水セメント比

小型車割増 小型車割増無し

津市
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当り

号 運転単価表バックホウ運転

           1.000 時間

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

バックホウ機械損料

時間

第0002号運転単価表

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

特殊運転手

人

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表バックホウ機械損料

           1.000 時間

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

バックホウ機械損料[13欄]

排出ガス対策型 時間

津市
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当り

号 運転単価表バックホウ機械損料

           1.000 時間

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

津市
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