
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

01:下水道補助

式

         1.000

下水道補助

式

         1.000

1工区

式

         1.000

第 0001 号 明細表
1工区（資材）本設

式

         1.000

第 0002 号 明細表
1工区（労務）本設

式

         1.000

第 0003 号 明細表
1工区（土工）本設

式

         1.000

3工区

式

         1.000

第 0004 号 明細表
3工区（資材）本設

亀山市- 1 -30-01-0042-3-008-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

第 0005 号 明細表
3工区（労務）本設

式

         1.000

第 0006 号 明細表
3工区（土工）本設

式

         1.000

第 0007 号 明細表
3工区（資材）仮設

式

         1.000

第 0008 号 明細表
3工区（労務）仮設

式

         1.000

4工区

式

         1.000

第 0009 号 明細表
4工区（資材）本設

式

         1.000

第 0010 号 明細表
4工区（労務）本設

式

         1.000

第 0011 号 明細表
4工区（土工）本設

式

         1.000

第 0012 号 明細表
4工区（資材）仮設

亀山市- 2 -30-01-0042-3-008-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

第 0013 号 明細表
4工区（労務）仮設

式

         1.000

第 0014 号 明細表
4工区（土工）仮設

式

         1.000

5工区

式

         1.000

第 0015 号 明細表
5工区（資材）本設

式

         1.000

第 0016 号 明細表
5工区（労務）本設

式

         1.000

第 0017 号 明細表
5工区（土工）本設

式

         1.000

第 0018 号 明細表
5工区（資材）仮設

式

         1.000

第 0019 号 明細表
5工区（労務）仮設

式

         1.000

第 0020 号 明細表
5工区（土工）仮設

亀山市- 3 -30-01-0042-3-008-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

6工区

式

         1.000

第 0021 号 明細表
6工区（資材）本設

式

         1.000

第 0022 号 明細表
6工区（労務）本設

式

         1.000

第 0023 号 明細表
6工区（土工）本設

式

         1.000

第 0024 号 明細表
6工区（資材）仮設

式

         1.000

第 0025 号 明細表
6工区（労務）仮設

式

         1.000

第 0026 号 明細表
6工区（土工）仮設

式

         1.000

7工区

式

         1.000

第 0027 号 明細表
7工区（資材）本設

亀山市- 4 -30-01-0042-3-008-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

第 0028 号 明細表
7工区（労務）本設

式

         1.000

第 0029 号 明細表
7工区（土工）本設

式

         1.000

第 0030 号 明細表
7工区（労務）仮設撤去

式

         1.000

8工区

式

         1.000

第 0031 号 明細表
8工区（資材）本設

式

         1.000

第 0032 号 明細表
8工区（労務）本設

式

         1.000

第 0033 号 明細表
8工区（土工）本設

式

         1.000

第 0034 号 明細表
8工区（労務）仮設撤去

式

         1.000

9工区

亀山市- 5 -30-01-0042-3-008-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

第 0035 号 明細表
9工区（資材）本設

式

         1.000

第 0036 号 明細表
9工区（労務）本設

式

         1.000

第 0037 号 明細表
9工区（土工）本設

式

         1.000

第 0038 号 明細表
9工区（労務）仮設撤去

式

         1.000

全工種共通（仮設工）

式

         1.000

仮設工

式

         1.000

第 0039 号 明細表
交通管理工

02:下水道単独

式

         1.000

下水道単独

亀山市- 6 -30-01-0042-3-008-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

2工区

式

         1.000

第 0040 号 明細表
2工区（資材）本設

式

         1.000

第 0041 号 明細表
2工区（労務）本設

式

         1.000

第 0042 号 明細表
2工区（土工）本設

式

         1.000

第 0043 号 明細表
2工区（資材）仮設

式

         1.000

第 0044 号 明細表
2工区（労務）仮設

式

         1.000

3工区

式

         1.000

第 0045 号 明細表
3工区（資材）本設

式

         1.000

第 0046 号 明細表
3工区（労務）本設

亀山市- 7 -30-01-0042-3-008-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

第 0047 号 明細表
3工区（土工）本設

式

         1.000

第 0048 号 明細表
3工区（資材）仮設

式

         1.000

第 0049 号 明細表
3工区（労務）仮設

式

         1.000

第 0050 号 明細表
3工区（土工）仮設

式

         1.000

6工区

式

         1.000

第 0051 号 明細表
6工区（資材）本設

式

         1.000

第 0052 号 明細表
6工区（労務）本設

式

         1.000

第 0053 号 明細表
6工区（土工）本設

式

         1.000

第 0054 号 明細表
6工区（資材）仮設

亀山市- 8 -30-01-0042-3-008-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

第 0055 号 明細表
6工区（労務）仮設

式

         1.000

第 0056 号 明細表
6工区（土工）仮設

式

         1.000

9工区

式

         1.000

第 0057 号 明細表
9工区（資材）本設

式

         1.000

第 0058 号 明細表
9工区（労務）本設

式

         1.000

第 0059 号 明細表
9工区（土工）本設

式

         1.000

第 0060 号 明細表
9工区（労務）仮設撤去

式

         1.000

全工種共通（仮設工）

式

         1.000

仮設工

亀山市- 9 -30-01-0042-3-008-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

第 0061 号 明細表
交通管理工

03:上水道単独

式

         1.000

上水道単独

式

         1.000

3工区

式

         1.000

第 0062 号 明細表
3工区（資材）本設

式

         1.000

第 0063 号 明細表
3工区（労務）本設

式

         1.000

第 0064 号 明細表
3工区（土工）本設

式

         1.000

第 0065 号 明細表
3工区（資材）仮設

式

         1.000

第 0066 号 明細表
3工区（労務）仮設

亀山市- 10 -30-01-0042-3-008-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

7工区

式

         1.000

第 0067 号 明細表
7工区（資材）本設

式

         1.000

第 0068 号 明細表
7工区（労務）本設

式

         1.000

第 0069 号 明細表
7工区（土工）本設

式

         1.000

第 0070 号 明細表
7工区（資材）仮設

式

         1.000

第 0071 号 明細表
7工区（労務）仮設

式

         1.000

第 0072 号 明細表
7工区（土工）仮設

式

         1.000

全工種共通（仮設工）

式

         1.000

仮設工

亀山市- 11 -30-01-0042-3-008-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

第 0073 号 明細表
交通管理工

直接工事費計 式

         1.000

間接工事費

共通仮設費

式

         1.000

共通仮設費（率計上額）

式

         1.000

共通仮設費計

純工事費 式

         1.000

式

         1.000

現場管理費

工事原価 式

         1.000

亀山市- 12 -30-01-0042-3-008-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

一般管理費等

式

         1.000

第 9001 号 明細表【合併01】
スクラップ評価額

式

         1.000

第 9002 号 明細表【合併02】
スクラップ評価額

式

         1.000

第 9003 号 明細表【合併03】
スクラップ評価額

工事価格 式

         1.000

消費税及び地方消費税相当額 式

         1.000

本工事費計 式

         1.000

亀山市- 13 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0001 1工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm
ｍ

        62.000

外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm
ｍ

         5.000

外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ

         6.000

外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m

埋設用仕切弁　φ25mm
個

         1.000

PPおねじ2個含む　砲金丸ハンドル

仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情
報6項目取付式 組

         1.000

H=150 JWWA B 132

仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング
個

         2.000

H=50 JWWA K 148 PR25(K)

仕切弁ボックス（日水協円形１号）上下部壁
個

         1.000

H=300 JWWA K 148 RAC25(CA)

仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版
個

         1.000

H=40 JWWA K 148 RS25(S)

亀山市- 14 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0001 1工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ

        73.000

150mm

管路識別マーカー杭
個

         5.000

ポリジョイント（ソケット）
個

         1.000

φ25mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         1.000

φ20mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         2.000

φ13mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（異形チーズ）
個

         1.000

φ25mm×φ20mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（異形チーズ）
個

         2.000

φ25mm×φ13mm　ワンタッチ式

ＰＶ異径ソケットφ25mm×φv13mm
個

         1.000

ワンタッチ式

亀山市- 15 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0001 1工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

EF管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ75mm×φ25mm
個

         1.000

(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)

合　　計

第 号 明細表0002 1工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0001号施工単価表

ｍ

        62.000

径25mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0002号施工単価表

ｍ

         5.000

径20mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0003号施工単価表

ｍ

         6.000

径13mm

ポリエチレン管継手工 第0004号施工単価表

口

        12.000

径25mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0005号施工単価表

口

         3.000

径20mm 融着継手としない

亀山市- 16 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0002 1工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ポリエチレン管継手工 第0006号施工単価表

口

         7.000

径13mm 融着継手としない

仕切弁設置工（筺据付含む） 第0001号単価表

箇所

         1.000

φ25mm　H=650

管明示シート工 第0011号施工単価表

ｍ

        73.000

サドル分水栓建込み工 第0012号施工単価表

箇所

         1.000

本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm ポリエチ
レン管

合　　計

亀山市- 17 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0003 1工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

       136.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0013号施工単価表

m2

        38.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0014号施工単価表

m3

        28.000

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0015号施工単価表

m3

         6.000

                                  RC-40

管路埋戻工（機械埋戻） 第0016号施工単価表

m3

        16.000

                                  クッショ
ン用砂

発生土運搬費 第0017号施工単価表

m3

        28.000

             8 km

アスファルト塊運搬費 第0018号施工単価表

m3

         2.000

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         2.000

㈱芸濃

亀山市- 18 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0003 1工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

        38.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

        38.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

合　　計

第 号 明細表0004 3工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm
ｍ

         9.000

外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm
ｍ

         4.000

外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ

         1.000

外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m

亀山市- 19 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0004 3工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

埋設用仕切弁　φ25mm
個

         1.000

PPおねじ2個含む　砲金丸ハンドル

仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情
報6項目取付式 組

         1.000

H=150 JWWA B 132

仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング
個

         2.000

H=50 JWWA K 148 PR25(K)

仕切弁ボックス（日水協円形１号）上下部壁
個

         1.000

H=300 JWWA K 148 RAC25(CA)

仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版
個

         1.000

H=40 JWWA K 148 RS25(S)

管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ

        14.000

150mm

管路識別マーカー杭
個

         4.000

ポリジョイント（ソケット）
個

         1.000

φ25mm　ワンタッチ式

亀山市- 20 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0004 3工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         1.000

φ25mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         1.000

φ20mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         1.000

φ13mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（異形チーズ）
個

         1.000

φ25mm×φ20mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（異形チーズ）
個

         1.000

φ25mm×φ13mm　ワンタッチ式

合　　計

亀山市- 21 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0005 3工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0001号施工単価表

ｍ

         9.000

径25mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0002号施工単価表

ｍ

         4.000

径20mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0003号施工単価表

ｍ

         1.000

径13mm

ポリエチレン管継手工 第0004号施工単価表

口

         8.000

径25mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0005号施工単価表

口

         5.000

径20mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0006号施工単価表

口

         3.000

径13mm 融着継手としない

仕切弁設置工（筺据付含む） 第0001号単価表

箇所

         1.000

φ25mm　H=650

管明示シート工 第0011号施工単価表

ｍ

        14.000

亀山市- 22 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0005 3工区（労務）本設

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0006 3工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

        28.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0020号施工単価表

m2

         8.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0021号施工単価表

m3

         6.000

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0022号施工単価表

m3

         1.000

                                  RC-40

管路埋戻工（機械埋戻） 第0023号施工単価表

m3

         3.000

                                  クッショ
ン用砂

発生土運搬費 第0024号施工単価表

m3

         6.000

             8 km

亀山市- 23 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0006 3工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

アスファルト塊運搬費 第0025号施工単価表

m3

         0.300

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         0.300

㈱芸濃

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

         8.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

         8.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

合　　計

亀山市- 24 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0007 3工区（資材）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm
ｍ

         4.200

外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m

ポリジョイント（エルボ）
個

         2.000

φ25mm　ワンタッチ式

保温筒
ｍ

         4.200

φ25mm

合　　計

第 号 明細表0008 3工区（労務）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0001号施工単価表

ｍ

         4.200

径25mm

ポリエチレン管継手工 第0004号施工単価表

口

         4.000

径25mm 融着継手としない

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0026号施工単価表

ｍ

         4.200

径25mm

亀山市- 25 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0008 3工区（労務）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

仮設管撤去費
ｋg

         1.800

廃プラ

合　　計

第 号 明細表0009 4工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm
ｍ

        60.500

外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm
ｍ

         1.000

外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ

         5.000

外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m

仕切弁（FCD製）φ50mm
個

         1.000

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む

仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情
報6項目取付式 組

         1.000

H=150 JWWA B 132

亀山市- 26 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0009 4工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング
個

         2.000

H=50 JWWA K 148 PR25(K)

仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁
個

         1.000

H=150 JWWA K 148 RA25(A)

仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁
個

         1.000

H=300 JWWA K 148 RC25(C)

仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版
個

         1.000

H=40 JWWA K 148 RS25(S)

管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ

        66.500

150mm

管路識別マーカー杭
個

         5.000

ポリジョイント（ソケット）
個

         3.000

φ50mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         4.000

φ13mm　ワンタッチ式

亀山市- 27 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0009 4工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ポリジョイント（異形ソケット）
個

         1.000

φ50mm×φ25mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（エルボ）
個

         1.000

φ25mm　ワンタッチ式

ＭＦジョイント　離脱防止付φ50mm
個

         3.000

PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm
個

         4.000

(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)

合　　計

亀山市- 28 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0010 4工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0027号施工単価表

ｍ

        60.500

径50mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0001号施工単価表

ｍ

         1.000

径25mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0003号施工単価表

ｍ

         5.000

径13mm

ポリエチレン管継手工 第0028号施工単価表

口

         7.000

径50mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0004号施工単価表

口

         3.000

径25mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0006号施工単価表

口

        11.000

径13mm 融着継手としない

仕切弁設置工（筺据付含む） 第0006号単価表

箇所

         1.000

φ50mm　H=900

管明示シート工 第0011号施工単価表

ｍ

        66.500

亀山市- 29 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0010 4工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ポリエチレン管継手工 第0031号施工単価表

口

         3.000

径50mm メカニカル継手をする

フランジ継手取外し工 第0032号施工単価表

口

         1.000

径65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa）

フランジ継手工 第0033号施工単価表

口

         3.000

径65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa）

サドル分水栓建込み工 第0007号単価表

箇所

         4.000

φ50㎜×φ13㎜

合　　計

亀山市- 30 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0011 4工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0004)

ｍ

       133.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0013号施工単価表

m2

        37.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0014号施工単価表

m3

        36.000

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0015号施工単価表

m3

        15.000

                                  RC-40

管路埋戻工（機械埋戻） 第0016号施工単価表

m3

        17.000

                                  クッショ
ン用砂

発生土運搬費 第0017号施工単価表

m3

        36.000

             8 km

アスファルト塊運搬費 第0018号施工単価表

m3

         1.000

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         1.000

㈱芸濃

亀山市- 31 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0011 4工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

        37.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

        37.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

合　　計

第 号 明細表0012 4工区（資材）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm
ｍ

        63.500

外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ

         7.000

外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m

ポリジョイント（ソケット）
個

         1.000

φ50mm　ワンタッチ式

亀山市- 32 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0012 4工区（資材）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         4.000

φ13mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（エルボ）
個

         2.000

φ50mm　ワンタッチ式

PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm
個

         4.000

(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)

ＰＰ二層管用鋳鉄製キャップSUSｺｱφ50mm
個

         1.000

保温筒
ｍ

        61.500

φ50mm

合　　計

亀山市- 33 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0013 4工区（労務）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0027号施工単価表

ｍ

        63.500

径50mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0003号施工単価表

ｍ

         7.000

径13mm

ポリエチレン管継手工 第0028号施工単価表

口

         6.000

径50mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0006号施工単価表

口

        12.000

径13mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0031号施工単価表

口

         1.000

径50mm メカニカル継手をする

サドル分水栓建込み工 第0007号単価表

箇所

         4.000

φ50㎜×φ13㎜

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0034号施工単価表

ｍ

        63.500

径50mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0035号施工単価表

ｍ

         7.000

径13mm

亀山市- 34 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0013 4工区（労務）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

仮設管撤去費
ｋg

        78.500

廃プラ

合　　計

第 号 明細表0014 4工区（土工）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0004)

ｍ

        18.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0013号施工単価表

m2

         5.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0014号施工単価表

m3

         2.000

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0015号施工単価表

m3

         1.000

                                  RC-40

管路埋戻工（機械埋戻） 第0016号施工単価表

m3

         0.400

                                  クッショ
ン用砂

亀山市- 35 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0014 4工区（土工）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

発生土運搬費 第0017号施工単価表

m3

         2.000

             8 km

アスファルト塊運搬費 第0018号施工単価表

m3

         0.200

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         0.200

㈱芸濃

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0036号施工単価表

m2

         5.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

         5.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

合　　計

亀山市- 36 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0015 5工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm
ｍ

        30.000

外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm
ｍ

         1.000

外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m

管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ

        31.500

150mm

管路識別マーカー杭
個

         3.000

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         1.000

φ25mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（ソケット）
個

         1.000

φ20mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（エルボ）
個

         2.000

φ25mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（異形チーズ）
個

         1.000

φ25mm×φ20mm　ワンタッチ式

亀山市- 37 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0015 5工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

DIP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ75mm×φ25mm
個

         1.000

(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)

合　　計

第 号 明細表0016 5工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0001号施工単価表

ｍ

        30.000

径25mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0002号施工単価表

ｍ

         1.000

径20mm

ポリエチレン管継手工 第0004号施工単価表

口

         9.000

径25mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0005号施工単価表

口

         3.000

径20mm 融着継手としない

管明示シート工 第0011号施工単価表

ｍ

        31.500

亀山市- 38 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0016 5工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

サドル分水栓建込み工 第0037号施工単価表

箇所

         1.000

本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm 鋳鉄管

合　　計

第 号 明細表0017 5工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0004)

ｍ

        62.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0013号施工単価表

m2

        17.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0014号施工単価表

m3

        13.000

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0015号施工単価表

m3

         3.000

                                  RC-40

管路埋戻工（機械埋戻） 第0016号施工単価表

m3

         7.000

                                  クッショ
ン用砂

亀山市- 39 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0017 5工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

発生土運搬費 第0017号施工単価表

m3

        13.000

             8 km

アスファルト塊運搬費 第0018号施工単価表

m3

         1.000

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         1.000

㈱芸濃

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

        17.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

        17.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

合　　計

亀山市- 40 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0018 5工区（資材）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm
ｍ

        31.000

外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm
ｍ

         1.000

外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         1.000

φ25mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（ソケット）
個

         1.000

φ20mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（エルボ）
個

         2.000

φ25mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（異形チーズ）
個

         1.000

φ25mm×φ20mm　ワンタッチ式

保温筒
ｍ

        30.000

φ25mm

合　　計

亀山市- 41 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0019 5工区（労務）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0001号施工単価表

ｍ

        31.000

径25mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0002号施工単価表

ｍ

         1.000

径20mm

ポリエチレン管継手工 第0004号施工単価表

口

         8.000

径25mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0005号施工単価表

口

         3.000

径20mm 融着継手としない

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0026号施工単価表

ｍ

        30.500

径25mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0002号施工単価表

ｍ

         1.000

径20mm

仮設管撤去費
ｋg

        13.200

廃プラ

合　　計

亀山市- 42 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0020 5工区（土工）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0004)

ｍ

         2.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0013号施工単価表

m2

         1.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0014号施工単価表

m3

         0.400

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0015号施工単価表

m3

         0.100

                                  RC-40

管路埋戻工（機械埋戻） 第0016号施工単価表

m3

         0.200

                                  クッショ
ン用砂

発生土運搬費 第0017号施工単価表

m3

         0.400

             8 km

アスファルト塊運搬費 第0018号施工単価表

m3

         0.020

亀山市- 43 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0020 5工区（土工）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         0.020

㈱芸濃

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

         1.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

         1.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

合　　計

亀山市- 44 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0021 6工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm
ｍ

        57.500

外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm
ｍ

         1.000

外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ

         2.000

外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m

ソフトシール弁（浅層埋設用）φ50mm
個

         1.000

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む

仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情
報6項目取付式 組

         1.000

H=150 JWWA B 132

仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング
個

         2.000

H=50 JWWA K 148 PR25(K)

仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁
個

         1.000

H=150 JWWA K 148 RA25(A)

仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁
個

         1.000

H=300 JWWA K 148 RC25(C)

亀山市- 45 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0021 6工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版
個

         1.000

H=40 JWWA K 148 RS25(S)

管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ

        60.500

150mm

管路識別マーカー杭
個

         6.000

ポリジョイント（ソケット）
個

         1.000

φ50mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         1.000

φ25mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         2.000

φ13mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（エルボ）
個

         3.000

φ50mm　ワンタッチ式

ＭＦジョイント　離脱防止付φ50mm
個

         2.000

亀山市- 46 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0021 6工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ25mm
個

         1.000

(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)

PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm
個

         2.000

(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)

ＭＣユニオン　φ50mm
個

         1.000

ナット式

合　　計

第 号 明細表0022 6工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0027号施工単価表

ｍ

        57.500

径50mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0001号施工単価表

ｍ

         1.000

径25mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0003号施工単価表

ｍ

         2.000

径13mm

亀山市- 47 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0022 6工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ポリエチレン管継手工 第0028号施工単価表

口

         8.000

径50mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0004号施工単価表

口

         3.000

径25mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0006号施工単価表

口

         6.000

径13mm 融着継手としない

仕切弁設置工（筺据付含む） 第0006号単価表

箇所

         1.000

φ50mm　H=900

管明示シート工 第0011号施工単価表

ｍ

        60.500

ポリエチレン管継手工 第0031号施工単価表

口

         2.000

径50mm メカニカル継手をする

フランジ継手工 第0033号施工単価表

口

         2.000

径65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa）

サドル分水栓建込み工 第0038号施工単価表

箇所

         1.000

本管呼び径 50mm 給水管呼び径 25mm ポリエチ
レン管

亀山市- 48 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0022 6工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

サドル分水栓建込み工 第0007号単価表

箇所

         2.000

φ50㎜×φ13㎜

合　　計

第 号 明細表0023 6工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0004)

ｍ

       121.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0013号施工単価表

m2

        33.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0014号施工単価表

m3

        33.000

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0015号施工単価表

m3

        14.000

                                  RC-40

管路埋戻工（機械埋戻） 第0016号施工単価表

m3

        15.000

                                  クッショ
ン用砂

亀山市- 49 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0023 6工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

発生土運搬費 第0017号施工単価表

m3

        33.000

             8 km

アスファルト塊運搬費 第0018号施工単価表

m3

         1.000

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         1.000

㈱芸濃

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

        33.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

        33.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

合　　計

亀山市- 50 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0024 6工区（資材）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm
ｍ

        48.100

外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm
ｍ

         1.000

外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ

         2.000

外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m

ポリジョイント（ソケット）
個

         1.000

φ50mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         1.000

φ25mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         2.000

φ13mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（エルボ）
個

         3.000

φ50mm　ワンタッチ式

PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ25mm
個

         1.000

(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)

亀山市- 51 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0024 6工区（資材）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm
個

         2.000

(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)

保温筒
ｍ

        45.500

φ50mm

合　　計

第 号 明細表0025 6工区（労務）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0027号施工単価表

ｍ

        48.100

径50mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0001号施工単価表

ｍ

         1.000

径25mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0003号施工単価表

ｍ

         2.000

径13mm

ポリエチレン管継手工 第0028号施工単価表

口

         8.000

径50mm 融着継手としない

亀山市- 52 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0025 6工区（労務）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ポリエチレン管継手工 第0004号施工単価表

口

         3.000

径25mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0006号施工単価表

口

         6.000

径13mm 融着継手としない

サドル分水栓建込み工 第0038号施工単価表

箇所

         1.000

本管呼び径 50mm 給水管呼び径 25mm ポリエチ
レン管

サドル分水栓建込み工 第0007号単価表

箇所

         2.000

φ50㎜×φ13㎜

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0034号施工単価表

ｍ

        48.100

径50mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0026号施工単価表

ｍ

         1.000

径25mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0035号施工単価表

ｍ

         2.000

径13mm

仮設管撤去費
ｋg

        59.300

廃プラ

亀山市- 53 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0025 6工区（労務）仮設

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0026 6工区（土工）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0004)

ｍ

         6.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0013号施工単価表

m2

         2.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0014号施工単価表

m3

         1.000

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0015号施工単価表

m3

         0.200

                                  RC-40

発生土運搬費 第0017号施工単価表

m3

         1.000

             8 km

アスファルト塊運搬費 第0018号施工単価表

m3

         0.100

亀山市- 54 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0026 6工区（土工）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         0.100

㈱芸濃

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

         2.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

         2.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

合　　計

亀山市- 55 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0027 7工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm
ｍ

        38.000

外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ40mm
ｍ

         3.000

外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm
ｍ

         1.000

外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ

         6.000

外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m

管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ

        48.000

150mm

管路識別マーカー杭
個

         4.000

ポリジョイント（ソケット）
個

         2.000

φ50mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         1.000

φ40mm　ワンタッチ式

亀山市- 56 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0027 7工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         1.000

φ25mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         2.000

φ13mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（異形チーズ）
個

         1.000

φ50mm×φ40mm　ワンタッチ式

PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ20mm
個

         1.000

(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)

PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm
個

         2.000

(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)

合　　計

亀山市- 57 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0028 7工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0027号施工単価表

ｍ

        38.000

径50mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0039号施工単価表

ｍ

         3.000

径40mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0002号施工単価表

ｍ

         1.000

径20mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0003号施工単価表

ｍ

         6.000

径13mm

ポリエチレン管継手工 第0028号施工単価表

口

         6.000

径50mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0040号施工単価表

口

         3.000

径40mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0005号施工単価表

口

         3.000

径20mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0006号施工単価表

口

         6.000

径13mm 融着継手としない

亀山市- 58 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0028 7工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

管明示シート工 第0011号施工単価表

ｍ

        48.000

サドル分水栓建込み工 第0041号施工単価表

箇所

         1.000

本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチ
レン管

サドル分水栓建込み工 第0007号単価表

箇所

         2.000

φ50㎜×φ13㎜

合　　計

第 号 明細表0029 7工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0004)

ｍ

        98.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0013号施工単価表

m2

        27.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0014号施工単価表

m3

        26.000

砂・砂質土

亀山市- 59 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0029 7工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

管路埋戻工（機械埋戻） 第0015号施工単価表

m3

        10.000

                                  RC-40

管路埋戻工（機械埋戻） 第0016号施工単価表

m3

        12.000

                                  クッショ
ン用砂

発生土運搬費 第0017号施工単価表

m3

        26.000

             8 km

アスファルト塊運搬費 第0018号施工単価表

m3

         1.000

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         1.000

㈱芸濃

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

        27.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

        27.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

亀山市- 60 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0029 7工区（土工）本設

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0030 7工区（労務）仮設撤去

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0034号施工単価表

ｍ

        45.200

径50mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0042号施工単価表

ｍ

         3.000

径40mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0043号施工単価表

ｍ

         2.000

径20mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0035号施工単価表

ｍ

         6.000

径13mm

仮設管撤去費
ｋg

        59.000

廃プラ

合　　計

亀山市- 61 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0031 8工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm
ｍ

         1.000

外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm
ｍ

        24.500

外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ

         1.000

外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m

管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ

        26.500

150mm

管路識別マーカー杭
個

         7.000

ポリジョイント（ソケット）
個

         1.000

φ25mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         1.000

φ25mm　ワンタッチ式

亀山市- 62 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0031 8工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         1.000

φ13mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（異形ソケット）
個

         1.000

φ50mm×φ25mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（エルボ）
個

         1.000

φ25mm　ワンタッチ式

ＰＶエルボφ25mm
個

         1.000

ワンタッチ式

PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ25mm
個

         2.000

(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)

PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm
個

         1.000

(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)

砲金製サドル分水栓用キャップφ25mm
個

         1.000

ＭＦジョイント　離脱防止付φ50mm
個

         1.000

亀山市- 63 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0031 8工区（資材）本設

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0032 8工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0027号施工単価表

ｍ

         1.000

径50mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0001号施工単価表

ｍ

        24.500

径25mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0003号施工単価表

ｍ

         1.000

径13mm

ポリエチレン管継手工 第0028号施工単価表

口

         1.000

径50mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0004号施工単価表

口

        11.000

径25mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0006号施工単価表

口

         3.000

径13mm 融着継手としない

亀山市- 64 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0032 8工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ポリエチレン管継手工 第0031号施工単価表

口

         1.000

径50mm メカニカル継手をする

フランジ継手工 第0033号施工単価表

口

         1.000

径65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa）

フランジ継手取外し工 第0032号施工単価表

口

         1.000

径65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa）

管明示シート工 第0011号施工単価表

ｍ

        26.500

サドル分水栓建込み工 第0038号施工単価表

箇所

         2.000

本管呼び径 50mm 給水管呼び径 25mm ポリエチ
レン管

サドル分水栓建込み工 第0007号単価表

箇所

         1.000

φ50㎜×φ13㎜

合　　計

亀山市- 65 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0033 8工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0004)

ｍ

        53.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0013号施工単価表

m2

        15.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0014号施工単価表

m3

        11.000

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0015号施工単価表

m3

         3.000

                                  RC-40

管路埋戻工（機械埋戻） 第0016号施工単価表

m3

         6.000

                                  クッショ
ン用砂

発生土運搬費 第0017号施工単価表

m3

        11.000

             8 km

アスファルト塊運搬費 第0018号施工単価表

m3

         1.000

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         1.000

㈱芸濃

亀山市- 66 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0033 8工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

        15.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

        15.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

合　　計

第 号 明細表0034 8工区（労務）仮設撤去

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0026号施工単価表

ｍ

        31.100

径25mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0035号施工単価表

ｍ

         1.400

径13mm

仮設管撤去費
ｋg

        13.400

廃プラ

亀山市- 67 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0034 8工区（労務）仮設撤去

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0035 9工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm
ｍ

        16.000

外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m

管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ

        16.000

150mm

管路識別マーカー杭
個

         1.000

ポリジョイント（ソケット）
個

         1.000

φ25mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（エルボ）
個

         1.000

φ25mm　ワンタッチ式

埋設用仕切弁　φ25mm
個

         1.000

PPおねじ2個含む　砲金丸ハンドル

亀山市- 68 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0035 9工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情
報6項目取付式 組

         1.000

H=150 JWWA B 132

仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング
個

         2.000

H=50 JWWA K 148 PR25(K)

仕切弁ボックス（日水協円形１号）上下部壁
個

         1.000

H=300 JWWA K 148 RAC25(CA)

仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版
個

         1.000

H=40 JWWA K 148 RS25(S)

合　　計

亀山市- 69 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0036 9工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0001号施工単価表

ｍ

        16.000

径25mm

ポリエチレン管継手工 第0004号施工単価表

口

         6.000

径25mm 融着継手としない

仕切弁設置工（筺据付含む） 第0001号単価表

箇所

         1.000

φ25mm　H=650

管明示シート工 第0011号施工単価表

ｍ

        16.000

合　　計

亀山市- 70 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0037 9工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0004)

ｍ

        32.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0020号施工単価表

m2

         9.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0021号施工単価表

m3

         7.000

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0022号施工単価表

m3

         1.000

                                  RC-40

管路埋戻工（機械埋戻） 第0023号施工単価表

m3

         4.000

                                  クッショ
ン用砂

発生土運搬費 第0024号施工単価表

m3

         7.000

             8 km

アスファルト塊運搬費 第0025号施工単価表

m3

         0.400

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         0.400

㈱芸濃

亀山市- 71 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0037 9工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

         9.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

         9.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

合　　計

第 号 明細表0038 9工区（労務）仮設撤去

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0026号施工単価表

ｍ

        16.000

径25mm

仮設管撤去費
ｋg

         6.800

廃プラ

合　　計

亀山市- 72 -30-01-0042-3-008-00



[下水道補助]

第 号 明細表0039 交通管理工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

交通誘導警備員Ａ
人

交通誘導警備員Ｂ
人

合　　計

第 号 明細表9001 スクラップ評価額

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

継手類処分費（砲金製）
ｋg

        95.000

非鉄スクラップ

継手類処分費（鋳鉄製）
ｋg

        21.200

鉄スクラップ

合　　計

亀山市- 73 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0040 2工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm
ｍ

        17.000

外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m

管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ

        17.000

150mm

管路識別マーカー杭
個

         2.000

ポリジョイント（ソケット）
個

         1.000

φ20mm　ワンタッチ式

ＰＶ異径ソケットφ20mm×φv13mm
個

         1.000

ワンタッチ式

DIP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ100mm×φ20mm
個

         1.000

(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)

合　　計

亀山市- 74 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0041 2工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0002号施工単価表

ｍ

        17.000

径20mm

ポリエチレン管継手工 第0005号施工単価表

口

         4.000

径20mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0006号施工単価表

口

         1.000

径13mm 融着継手としない

管明示シート工 第0011号施工単価表

ｍ

        17.000

サドル分水栓建込み工 第0044号施工単価表

箇所

         1.000

本管呼び径 100mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管

合　　計

亀山市- 75 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0042 2工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

        34.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0020号施工単価表

m2

         9.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0021号施工単価表

m3

         7.000

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0022号施工単価表

m3

         2.000

                                  RC-40

管路埋戻工（機械埋戻） 第0023号施工単価表

m3

         4.000

                                  クッショ
ン用砂

発生土運搬費 第0024号施工単価表

m3

         7.000

             8 km

アスファルト塊運搬費 第0025号施工単価表

m3

         0.400

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         0.400

㈱芸濃

亀山市- 76 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0042 2工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

         9.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

         9.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

合　　計

第 号 明細表0043 2工区（資材）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ20mm
ｍ

        16.700

外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m

ポリジョイント（エルボ）
個

         2.000

φ20mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（ソケット）
個

         1.000

φ20mm　ワンタッチ式

亀山市- 77 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0043 2工区（資材）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

保温筒
ｍ

        16.000

φ20mm

合　　計

第 号 明細表0044 2工区（労務）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0002号施工単価表

ｍ

        16.700

径20mm

ポリエチレン管継手工 第0005号施工単価表

口

         5.000

径20mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0006号施工単価表

口

         1.000

径13mm 融着継手としない

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0043号施工単価表

ｍ

        16.700

径20mm

仮設管撤去費
ｋg

         7.100

廃プラ

亀山市- 78 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0044 2工区（労務）仮設

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0045 3工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm
ｍ

         8.500

外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ

         1.000

外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m

管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ

         9.500

150mm

管路識別マーカー杭
個

         1.000

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         1.000

φ13mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（異形チーズ）
個

         1.000

φ20mm×φ13mm　ワンタッチ式

亀山市- 79 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0045 3工区（資材）本設

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0046 3工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0001号施工単価表

ｍ

         8.500

径25mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0003号施工単価表

ｍ

         1.000

径13mm

ポリエチレン管継手工 第0004号施工単価表

口

         2.000

径25mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0006号施工単価表

口

         3.000

径13mm 融着継手としない

管明示シート工 第0011号施工単価表

ｍ

         9.500

合　　計

亀山市- 80 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0047 3工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

        19.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0020号施工単価表

m2

         5.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0021号施工単価表

m3

         4.000

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0022号施工単価表

m3

         1.000

                                  RC-40

管路埋戻工（機械埋戻） 第0023号施工単価表

m3

         2.000

                                  クッショ
ン用砂

発生土運搬費 第0024号施工単価表

m3

         4.000

             8 km

アスファルト塊運搬費 第0025号施工単価表

m3

         0.200

亀山市- 81 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0047 3工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         0.200

㈱芸濃

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

         5.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

         5.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

合　　計

亀山市- 82 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0048 3工区（資材）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm
ｍ

         8.500

外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ

         1.000

外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         1.000

φ13mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（異形チーズ）
個

         1.000

φ20mm×φ13mm　ワンタッチ式

保温筒
ｍ

         8.500

φ25mm

合　　計

亀山市- 83 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0049 3工区（労務）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0001号施工単価表

ｍ

         8.500

径25mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0003号施工単価表

ｍ

         1.000

径13mm

ポリエチレン管継手工 第0004号施工単価表

口

         2.000

径25mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0006号施工単価表

口

         3.000

径13mm 融着継手としない

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0026号施工単価表

ｍ

         8.500

径25mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0035号施工単価表

ｍ

         1.000

径13mm

仮設管撤去費
ｋg

         3.800

廃プラ

合　　計

亀山市- 84 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0050 3工区（土工）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

         2.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0020号施工単価表

m2

         1.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0021号施工単価表

m3

         0.200

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0022号施工単価表

m3

         0.100

                                  RC-40

発生土運搬費 第0024号施工単価表

m3

         0.200

             8 km

アスファルト塊運搬費 第0025号施工単価表

m3

         0.020

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         0.020

㈱芸濃

亀山市- 85 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0050 3工区（土工）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

         1.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

         1.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

合　　計

第 号 明細表0051 6工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm
ｍ

        27.000

外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ

         3.000

外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m

管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ

        30.000

150mm

亀山市- 86 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0051 6工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

管路識別マーカー杭
個

         4.000

ポリジョイント（ソケット）
個

         1.000

φ50mm　ワンタッチ式

ＰＶ異径ソケットφ50mm×φv40mm
個

         1.000

ワンタッチ式

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         3.000

φ13mm　ワンタッチ式

PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm
個

         3.000

(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)

合　　計

亀山市- 87 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0052 6工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0027号施工単価表

ｍ

        27.000

径50mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0003号施工単価表

ｍ

         3.000

径13mm

ポリエチレン管継手工 第0028号施工単価表

口

         3.000

径50mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0040号施工単価表

口

         1.000

径40mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0006号施工単価表

口

         9.000

径13mm 融着継手としない

管明示シート工 第0011号施工単価表

ｍ

        30.000

サドル分水栓建込み工 第0007号単価表

箇所

         3.000

φ50㎜×φ13㎜

合　　計

亀山市- 88 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0053 6工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

        60.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0013号施工単価表

m2

        17.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0014号施工単価表

m3

        16.000

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0015号施工単価表

m3

         7.000

                                  RC-40

管路埋戻工（機械埋戻） 第0016号施工単価表

m3

         8.000

                                  クッショ
ン用砂

発生土運搬費 第0017号施工単価表

m3

        16.000

             8 km

アスファルト塊運搬費 第0018号施工単価表

m3

         1.000

亀山市- 89 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0053 6工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         1.000

㈱芸濃

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

        17.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

        17.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

合　　計

亀山市- 90 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0054 6工区（資材）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm
ｍ

        29.900

外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ

         3.000

外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         3.000

φ13mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（エルボ）
個

         3.000

φ50mm　ワンタッチ式

ＰＶ異径ソケットφ50mm×φv40mm
個

         1.000

ワンタッチ式

PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm
個

         3.000

(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)

保温筒
ｍ

        26.500

φ50mm

合　　計

亀山市- 91 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0055 6工区（労務）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0027号施工単価表

ｍ

        29.900

径50mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0003号施工単価表

ｍ

         3.000

径13mm

ポリエチレン管継手工 第0028号施工単価表

口

         7.000

径50mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0040号施工単価表

口

         1.000

径40mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0006号施工単価表

口

         9.000

径13mm 融着継手としない

サドル分水栓建込み工 第0007号単価表

箇所

         3.000

φ50㎜×φ13㎜

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0034号施工単価表

ｍ

        29.900

径50mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0035号施工単価表

ｍ

         3.000

径13mm

亀山市- 92 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0055 6工区（労務）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

仮設管撤去費
ｋg

        36.900

廃プラ

合　　計

第 号 明細表0056 6工区（土工）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

        15.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0013号施工単価表

m2

         4.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0014号施工単価表

m3

         3.000

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0015号施工単価表

m3

         2.000

                                  RC-40

管路埋戻工（機械埋戻） 第0016号施工単価表

m3

         0.100

                                  クッショ
ン用砂

亀山市- 93 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0056 6工区（土工）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

発生土運搬費 第0017号施工単価表

m3

         3.000

             8 km

アスファルト塊運搬費 第0018号施工単価表

m3

         0.200

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         0.200

㈱芸濃

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

         4.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

         4.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

合　　計

亀山市- 94 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0057 9工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm
ｍ

        11.500

外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ

         1.000

外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m

管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ

        12.500

150mm

管路識別マーカー杭
個

         2.000

ポリジョイント（エルボ）
個

         1.000

φ25mm　ワンタッチ式

ＰＶエルボφ13mm
個

         1.000

ワンタッチ式

ポリジョイント（異形チーズ）
個

         1.000

φ25mm×φ13mm　ワンタッチ式

PV異径エルボφ25mm×φv20mm
個

         1.000

亀山市- 95 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0057 9工区（資材）本設

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0058 9工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0001号施工単価表

ｍ

        11.500

径25mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0003号施工単価表

ｍ

         1.000

径13mm

ポリエチレン管継手工 第0004号施工単価表

口

         5.000

径25mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0005号施工単価表

口

         1.000

径20mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0006号施工単価表

口

         3.000

径13mm 融着継手としない

管明示シート工 第0011号施工単価表

ｍ

        12.500

亀山市- 96 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0058 9工区（労務）本設

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0059 9工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

        25.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0020号施工単価表

m2

         7.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0021号施工単価表

m3

         5.000

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0022号施工単価表

m3

         1.000

                                  RC-40

管路埋戻工（機械埋戻） 第0023号施工単価表

m3

         3.000

                                  クッショ
ン用砂

発生土運搬費 第0024号施工単価表

m3

         5.000

             8 km

亀山市- 97 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0059 9工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

アスファルト塊運搬費 第0025号施工単価表

m3

         0.300

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         0.300

㈱芸濃

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

         7.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

         7.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

合　　計

亀山市- 98 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表0060 9工区（労務）仮設撤去

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0026号施工単価表

ｍ

        15.000

径25mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0035号施工単価表

ｍ

         2.000

径13mm

仮設管撤去費
ｋg

         6.300

廃プラ

合　　計

第 号 明細表0061 交通管理工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

交通誘導警備員Ａ
人

交通誘導警備員Ｂ
人

合　　計

亀山市- 99 -30-01-0042-3-008-00



[下水道単独]

第 号 明細表9002 スクラップ評価額

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

継手類処分費（砲金製）
ｋg

        18.700

非鉄スクラップ

継手類処分費（鋳鉄製）
ｋg

         5.100

鉄スクラップ

合　　計

亀山市- 100 -30-01-0042-3-008-00



[上水道単独]

第 号 明細表0062 3工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm
ｍ

        22.500

外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m

管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ

        22.500

150mm

管路識別マーカー杭
個

         1.000

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         1.000

φ25mm　ワンタッチ式

合　　計

亀山市- 101 -30-01-0042-3-008-00



[上水道単独]

第 号 明細表0063 3工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0001号施工単価表

ｍ

        22.500

径25mm

ポリエチレン管継手工 第0004号施工単価表

口

         2.000

径25mm 融着継手としない

管明示シート工 第0011号施工単価表

ｍ

        22.500

合　　計

第 号 明細表0064 3工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

        45.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0020号施工単価表

m2

        12.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0021号施工単価表

m3

         9.000

砂・砂質土

亀山市- 102 -30-01-0042-3-008-00



[上水道単独]

第 号 明細表0064 3工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

管路埋戻工（機械埋戻） 第0022号施工単価表

m3

         2.000

                                  RC-40

管路埋戻工（機械埋戻） 第0023号施工単価表

m3

         5.000

                                  クッショ
ン用砂

発生土運搬費 第0024号施工単価表

m3

         9.000

             8 km

アスファルト塊運搬費 第0025号施工単価表

m3

         0.500

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         0.500

㈱芸濃

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

        12.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

        12.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

亀山市- 103 -30-01-0042-3-008-00



[上水道単独]

第 号 明細表0064 3工区（土工）本設

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0065 3工区（資材）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ25mm
ｍ

        22.500

外径34.0mm 肉厚5.0mm 重量423g/m

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         1.000

φ25mm　ワンタッチ式

保温筒
ｍ

        22.500

φ25mm

合　　計

亀山市- 104 -30-01-0042-3-008-00



[上水道単独]

第 号 明細表0066 3工区（労務）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0001号施工単価表

ｍ

        22.500

径25mm

ポリエチレン管継手工 第0004号施工単価表

口

         2.000

径25mm 融着継手としない

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0026号施工単価表

ｍ

        22.500

径25mm

仮設管撤去費
ｋg

         9.500

廃プラ

合　　計

亀山市- 105 -30-01-0042-3-008-00



[上水道単独]

第 号 明細表0067 7工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm
ｍ

        86.000

外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ

        12.000

外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m

ソフトシール弁（浅層埋設用）φ50mm
個

         1.000

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材2組含む

仕切弁ボックス（日水協円形１号）鉄蓋　情
報6項目取付式 組

         1.000

H=150 JWWA B 132

仕切弁ボックス（日水協円形１号）調整リング
個

         2.000

H=50 JWWA K 148 PR25(K)

仕切弁ボックス（日水協円形１号）上部壁
個

         1.000

H=150 JWWA K 148 RA25(A)

仕切弁ボックス（日水協円形１号）下部壁
個

         1.000

H=300 JWWA K 148 RC25(C)

仕切弁ボックス（日水協円形１号）底版
個

         1.000

H=40 JWWA K 148 RS25(S)

亀山市- 106 -30-01-0042-3-008-00



[上水道単独]

第 号 明細表0067 7工区（資材）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ
ｍ

        98.000

150mm

管路識別マーカー杭
個

         6.000

ポリジョイント（ソケット）
個

         3.000

φ50mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         6.000

φ13mm　ワンタッチ式

PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm
個

         6.000

(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)

ＭＦジョイント　離脱防止付φ50mm
個

         2.000

ＰＰ二層管用鋳鉄製キャップSUSｺｱφ50mm
個

         1.000

合　　計

亀山市- 107 -30-01-0042-3-008-00



[上水道単独]

第 号 明細表0068 7工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0027号施工単価表

ｍ

        86.000

径50mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0003号施工単価表

ｍ

        12.000

径13mm

ポリエチレン管継手工 第0028号施工単価表

口

         6.000

径50mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0006号施工単価表

口

        18.000

径13mm 融着継手としない

管明示シート工 第0011号施工単価表

ｍ

        98.000

サドル分水栓建込み工 第0007号単価表

箇所

         6.000

φ50㎜×φ13㎜

ポリエチレン管継手工 第0031号施工単価表

口

         3.000

径50mm メカニカル継手をする

フランジ継手工 第0033号施工単価表

口

         2.000

径65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa）

亀山市- 108 -30-01-0042-3-008-00



[上水道単独]

第 号 明細表0068 7工区（労務）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

仕切弁設置工（筺据付含む） 第0006号単価表

箇所

         1.000

φ50mm　H=900

合　　計

第 号 明細表0069 7工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

       196.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0013号施工単価表

m2

        54.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0014号施工単価表

m3

        53.000

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0015号施工単価表

m3

        21.000

                                  RC-40

管路埋戻工（機械埋戻） 第0016号施工単価表

m3

        24.000

                                  クッショ
ン用砂

亀山市- 109 -30-01-0042-3-008-00



[上水道単独]

第 号 明細表0069 7工区（土工）本設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

発生土運搬費 第0017号施工単価表

m3

        53.000

             8 km

アスファルト塊運搬費 第0018号施工単価表

m3

         2.200

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         2.200

㈱芸濃

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

        54.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

        54.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.200

合　　計

亀山市- 110 -30-01-0042-3-008-00



[上水道単独]

第 号 明細表0070 7工区（資材）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ50mm
ｍ

        75.000

外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ 1種 φ13mm
ｍ

        12.000

外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m

ポリジョイント（ＰＶソケット）
個

         6.000

φ13mm　ワンタッチ式

ポリジョイント（ソケット）
個

         4.000

φ50mm　ワンタッチ式

PP管用ｻﾄﾞﾙ分水栓φ50mm×φ13mm
個

         6.000

(PPﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ・ﾒﾀﾙﾊﾟｯｷﾝ含む)

保温筒
ｍ

        75.000

φ50mm

ＰＰ二層管用鋳鉄製キャップSUSｺｱφ50mm
個

         1.000

合　　計

亀山市- 111 -30-01-0042-3-008-00



[上水道単独]

第 号 明細表0071 7工区（労務）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0027号施工単価表

ｍ

        75.000

径50mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 第0003号施工単価表

ｍ

        12.000

径13mm

ポリエチレン管継手工 第0028号施工単価表

口

         8.000

径50mm 融着継手としない

ポリエチレン管継手工 第0006号施工単価表

口

        18.000

径13mm 融着継手としない

サドル分水栓建込み工 第0007号単価表

箇所

         6.000

φ50㎜×φ13㎜

ポリエチレン管継手工 第0031号施工単価表

口

         1.000

径50mm メカニカル継手をする

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0034号施工単価表

ｍ

        75.000

径50mm

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 第0035号施工単価表

ｍ

        12.000

径13mm

亀山市- 112 -30-01-0042-3-008-00



[上水道単独]

第 号 明細表0071 7工区（労務）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

仮設管撤去費
ｋg

        93.400

廃プラ

合　　計

第 号 明細表0072 7工区（土工）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

        24.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0013号施工単価表

m2

         7.000

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 第0014号施工単価表

m3

         2.000

砂・砂質土

管路埋戻工（機械埋戻） 第0015号施工単価表

m3

         0.700

                                  RC-40

発生土運搬費 第0017号施工単価表

m3

         2.000

             8 km

亀山市- 113 -30-01-0042-3-008-00



[上水道単独]

第 号 明細表0072 7工区（土工）仮設

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

アスファルト塊運搬費 第0018号施工単価表

m3

         0.300

建設廃棄物受入れ料金（Aｓ）
m3

         0.300

㈱芸濃

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0019号施工単価表

m2

         7.000

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0003)

m2

         7.000

全仕上り厚 160 mm 1層施工

汚泥運搬・処分工 第0003号単価表

m3

         0.100

合　　計

亀山市- 114 -30-01-0042-3-008-00



[上水道単独]

第 号 明細表0073 交通管理工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

交通誘導警備員Ａ
人

交通誘導警備員Ｂ
人

合　　計

第 号 明細表9003 スクラップ評価額

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

継手類処分費（砲金製）
ｋg

        15.300

非鉄スクラップ

継手類処分費（鋳鉄製）
ｋg

        13.400

鉄スクラップ

合　　計

亀山市- 115 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

          10.000径25mm ｍ

0001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 施工単価表ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

          10.000径20mm ｍ

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

亀山市- 116 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

          10.000径20mm ｍ

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

          10.000径13mm ｍ

0003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

亀山市- 117 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表ポリエチレン管継手工

           1.000径25mm 融着継手としない 口

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 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表ポリエチレン管継手工

           1.000径20mm 融着継手としない 口

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

亀山市- 118 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表ポリエチレン管継手工

           1.000径20mm 融着継手としない 口

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表ポリエチレン管継手工

           1.000径13mm 融着継手としない 口

0006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 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

亀山市- 119 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表止水栓取付工

           1.000止水栓のみ ＰＰ 呼び径 25mm 箇所

0007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 箇所            1.000

単位当り 箇所            1.000 当り

当り

号 施工単価表ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

           1.000１号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置 個

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

合計 個            1.000

亀山市- 120 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

           1.000１号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置 個

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 個            1.000 当り

当り

号 施工単価表ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

           1.000１号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置 個

0009第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

合計 個            1.000

単位当り 個            1.000 当り

当り

号 施工単価表ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

           1.000１号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置 個

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

亀山市- 121 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

           1.000１号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置 個

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 個            1.000

単位当り 個            1.000 当り

当り

号 施工単価表管明示シート工

         100.000 ｍ

0011第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

合計 ｍ          100.000

単位当り ｍ            1.000 当り

亀山市- 122 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表サドル分水栓建込み工

           1.000本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管 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

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 施工単価表舗装版直接掘削・積込工

         100.000 m2

0013第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

亀山市- 123 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表舗装版直接掘削・積込工

         100.000 m2

0013第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

バックホウ運転費

時間

第0001号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表管路掘削工（バックホウ掘削積込）

         100.000砂・砂質土 m3

0014第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

亀山市- 124 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表管路掘削工（バックホウ掘削積込）

         100.000砂・砂質土 m3

0014第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

バックホウ運転費

時間

第0001号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 m3          100.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表管路埋戻工（機械埋戻）

         100.000                                  RC-40 m3

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

亀山市- 125 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表管路埋戻工（機械埋戻）

         100.000                                  RC-40 m3

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

バックホウ運転費

時間

第0001号運転単価表

タンパ運転費

日

第0002号運転単価表

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3          133.000

諸雑費

式            1.000

合計 m3          100.000

単位当り m3            1.000 当り

亀山市- 126 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表管路埋戻工（機械埋戻）

         100.000                                  クッション用砂 m3

0016第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

普通作業員

人

バックホウ運転費

時間

第0001号運転単価表

タンパ運転費

日

第0002号運転単価表

クッション用砂

m3          133.000

諸雑費

式            1.000

合計 m3          100.000

亀山市- 127 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表管路埋戻工（機械埋戻）

         100.000                                  クッション用砂 m3

0016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 施工単価表発生土運搬費

          10.000             8 km m3

0017第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック運転費

日

第0003号運転単価表

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表アスファルト塊運搬費

          10.000 m3

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック運転費

日

第0003号運転単価表

亀山市- 128 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表アスファルト塊運搬費

          10.000 m3

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.0001層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） m2

0019第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度ｱｽｺ
ﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

m2            1.000

CB410260(0002)

合計 m2            1.000

単位当り m2            1.000 当り

亀山市- 129 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表舗装版直接掘削・積込工

         100.000 m2

0020第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

普通作業員

人

小型バックホウ運転費

日

第0004号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

亀山市- 130 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表管路掘削工（バックホウ掘削積込）

         100.000砂・砂質土 m3

0021第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

普通作業員

人

小型バックホウ運転費

日

第0004号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 m3          100.000

単位当り m3            1.000 当り

亀山市- 131 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表管路埋戻工（機械埋戻）

         100.000                                  RC-40 m3

0022第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

普通作業員

人

小型バックホウ運転費

日

第0004号運転単価表

タンパ運転費

日

第0002号運転単価表

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3          133.000

諸雑費

式            1.000

合計 m3          100.000

亀山市- 132 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表管路埋戻工（機械埋戻）

         100.000                                  RC-40 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 施工単価表管路埋戻工（機械埋戻）

         100.000                                  クッション用砂 m3

0023第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

普通作業員

人

小型バックホウ運転費

日

第0004号運転単価表

タンパ運転費

日

第0002号運転単価表

クッション用砂

m3          133.000

亀山市- 133 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表管路埋戻工（機械埋戻）

         100.000                                  クッション用砂 m3

0023第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 m3          100.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表発生土運搬費

          10.000             8 km m3

0024第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック運転費

日

第0003号運転単価表

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

亀山市- 134 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表アスファルト塊運搬費

          10.000 m3

0025第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック運転費

日

第0003号運転単価表

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

          10.000径25mm ｍ

0026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

亀山市- 135 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

          10.000径25mm ｍ

0026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 施工単価表ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

          10.000径50mm ｍ

0027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

亀山市- 136 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表ポリエチレン管継手工

           1.000径50mm 融着継手としない 口

0028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 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表仕切弁設置工（縦・横型）

           1.000径50mm 基

0029第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

亀山市- 137 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表仕切弁設置工（縦・横型）

           1.000径50mm 基

0029第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 基            1.000

単位当り 基            1.000 当り

当り

号 施工単価表ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

           1.000１号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置 個

0030第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

合計 個            1.000

単位当り 個            1.000 当り

亀山市- 138 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表ポリエチレン管継手工

           1.000径50mm メカニカル継手をする 口

0031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

当り

号 施工単価表フランジ継手取外し工

           1.000径65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa） 口

0032第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

亀山市- 139 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表フランジ継手取外し工

           1.000径65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa） 口

0032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            1.000

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65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa） 口

0033第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

亀山市- 140 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表フランジ継手工

           1.000径65mm以下 JWWA 7.5K（0.74MPa） 口

0033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 施工単価表ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

          10.000径50mm ｍ

0034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

亀山市- 141 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

          10.000径50mm ｍ

0034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 施工単価表ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

          10.000径13mm ｍ

0035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

亀山市- 142 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.0001層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） m2

0036第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度ｱｽｺ
ﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

m2            1.000

CB410260(0005)

合計 m2            1.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表サドル分水栓建込み工

           1.000本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm 鋳鉄管 箇所

0037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

亀山市- 143 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表サドル分水栓建込み工

           1.000本管呼び径 75mm 給水管呼び径 25mm 鋳鉄管 箇所

0037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 施工単価表サドル分水栓建込み工

           1.000本管呼び径 50mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管 箇所

0038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

亀山市- 144 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表サドル分水栓建込み工

           1.000本管呼び径 50mm 給水管呼び径 25mm ポリエチレン管 箇所

0038第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 箇所            1.000 当り

当り

号 施工単価表ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工

          10.000径40mm ｍ

0039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

亀山市- 145 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表ポリエチレン管継手工

           1.000径40mm 融着継手としない 口

0040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 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表サドル分水栓建込み工

           1.000本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管 箇所

0041第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

亀山市- 146 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表サドル分水栓建込み工

           1.000本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管 箇所

0041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 施工単価表ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

          10.000径40mm ｍ

0042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

亀山市- 147 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

          10.000径40mm ｍ

0042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 施工単価表ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工

          10.000径20mm ｍ

0043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

亀山市- 148 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 施工単価表サドル分水栓建込み工

           1.000本管呼び径 100mm 給水管呼び径 20mm 鋳鉄管 箇所

0044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

亀山市- 149 -30-01-0042-3-008-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S005 仕切弁設置工（筺据付含む）
φ25mm　H=650

0001
         1 箇所 当り

第0007号施工単価表

         1.000箇所止水栓のみ ＰＰ 呼び径 25mm

止水栓取付工

第0002号単価表

         1.000個円形,１号　250mm,設置

鉄蓋設置工

第0008号施工単価表

         2.000個１号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

第0009号施工単価表

         1.000個１号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

第0010号施工単価表

         1.000個１号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

亀山市- 150 -30-01-0042-3-008-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S006 鉄蓋設置工
円形,１号　250mm,設置

0002
         1 個 当り

人

普通作業員

         1.000個合　　計

当り         1.000個単位当り

第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S1000 汚泥運搬・処分工 0003
        10 m3 当り

第0004号単価表

日3.1～3.5t

汚泥吸排車

        10.000m3

汚泥処分費

        10.000m3合　　計

当り         1.000m3単位当り

亀山市- 151 -30-01-0042-3-008-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S1002 汚泥吸排車
3.1～3.5t

0004
         1 日 当り

第0005号単価表

時間3.1～3.5t

汚泥吸排車運転費

         1.000日合　　計

当り         1.000日単位当り

亀山市- 152 -30-01-0042-3-008-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S1001 汚泥吸排車運転費
3.1～3.5t

0005
         1 時間 当り

人

一般運転手

ﾘｯﾄﾙ一般用

軽油

         1.000式

諸雑費類（端数処理有・率無）

時間3.1～3.5t吸入管径75mm

汚泥吸排車

         1.000時間合　　計

当り         1.000時間単位当り

亀山市- 153 -30-01-0042-3-008-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S001 仕切弁設置工（筺据付含む）
φ50mm　H=900

0006
         1 箇所 当り

第0029号施工単価表

         1.000基径50mm

仕切弁設置工（縦・横型）

第0002号単価表

         1.000個円形,１号　250mm,設置

鉄蓋設置工

第0008号施工単価表

         2.000個１号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

第0030号施工単価表

         1.000個１号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

第0009号施工単価表

         1.000個１号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

第0010号施工単価表

         1.000個１号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

亀山市- 154 -30-01-0042-3-008-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S002 サドル分水栓建込み工
φ50㎜×φ13㎜

0007
         1 箇所 当り

人

配管工

人

普通作業員

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

亀山市- 155 -30-01-0042-3-008-00



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

ｍCB430510(0001) 舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

m2CB410260(0002) 表層（車道・路肩部）(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚(mm) 1層当り平均仕上り厚 30 mm

材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3瀝青材料種類

m2CB410030(0003) 下層路盤（車道・路肩
部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 全仕上り厚 160 mm

施工区分 1層施工

ｍCB430510(0004) 舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

m2CB410260(0005) 表層（車道・路肩部）(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚(mm) 1層当り平均仕上り厚 30 mm

材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3瀝青材料種類

亀山市- 156 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000 時間

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

バックホウ機械損料

排出ガス対策型 時間

諸雑費

式            1.000

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

亀山市- 157 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 運転単価表タンパ運転費

           1.000 日

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

ガソリン

レギュラー80オクタン価以上 ﾘｯﾄﾙ

タンパ（ランマ）賃料

日

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

亀山市- 158 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費

           1.000 日

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一般運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

ダンプトラック機械損料

供用日

タイヤ損耗費

供用日

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

亀山市- 159 -30-01-0042-3-008-00



当り

号 運転単価表小型バックホウ運転費

           1.000 日

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

小型バックホウ機械損料

排出ガス対策型 供日

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

亀山市- 160 -30-01-0042-3-008-00


