
　本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では

ありません。

　従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策

等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

　なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

工事名 井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）

工事費積算参考資料

施行番号

工事番号 第５０２号

経費調整区分

単価適用日 令和3年4月1日

積算基準適用版 積算基準（共通編、道路編、下水道編）令和２年８月版

適用単価地区 鈴鹿

工種（間接労務費・工場管理費）計上しない

前払金支出割合 35％を超える場合

契約保証補正 金銭的保証

諸経費工種 下水道工事（２）

週休補正×施工地域区分 【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)-2

現場環境改善費計上区分 計上しない

経費調整しない

諸
経
費
情
報
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（直接工事費計上分）

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種

を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種

を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

２．準備費

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」、「積算資料（単価表）」によります。

運搬費の計上 （あ　り）　　・　　　な　し　

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。

準備費の計上 　あ　り　　　・　　（な　し）
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６．技術管理費

７．営繕費

技術管理費の計上 （あ　り）　　・　　　な　し　

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上 （あ　り）　　・　　　な　し　

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。

４．安全費

安全費の計上 　あ　り　　　・　　（な　し）

５．役務費

役務費の計上 　あ　り　　　・　　（な　し）

別添の「積算資料（本工事費内訳表）」等による。

営繕費の計上 　あ　り　　　・　　（な　し）
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（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

２．処分費の取り扱い

３．スクラップ評価額の取り扱い

支給品 　あ　り　　　・　　（な　し）

スクラップ評価額 　あ　り　　　・　　（な　し）

処分費の控除 　あ　り　　　・　　（な　し）

その他確認事項等 　あ　り　　　・　　　な　し　
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（全体） 区間延長 1260.50m

舗装版切断工 2,521.00 機械埋戻工 　　　　　　　－
舗装版切断工 　　　　　　　－ 機械埋戻工 1,468.20
舗装版直接掘削積込工 15 　　　　　　　－ 機械埋戻工 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 15 1,156.22 機械埋戻工（人力） 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 15 　　　　　　　－ 機械埋戻工（砕石） 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 4 　　　　　　　－ 機械埋戻工（砕石） 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 15～40 　　　　　　　－ 機械埋戻工（砕石） 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 15～40 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=2.0m） 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 15～40 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=2.5m） 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 4～10 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.0m） 　　　　　　　－

軽量鋼矢板（H=3.5m） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.8m） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=2.0m） 938.40
軽量鋼矢板（H=2.5m） 　　　　　　　－

機械掘削工 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.0m） 165.40
機械掘削工 2,073.30 軽量鋼矢板（H=3.5m） 　　　　　　　－
機械掘削工 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.8m） 　　　　　　　－
掘削工（人力） 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=2.0m） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=2.0m） 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=2.5m） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=2.5m） 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.0m） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.0m） 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.5m） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.5m） 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.8m） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.8m） 　　　　　　　－ 支保材撤去（３段） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=2.0m） 938.40 支保材撤去（２段） 165.40
軽量鋼矢板（H=2.5m） 　　　　　　　－ 支保材撤去（１段） 938.40
軽量鋼矢板（H=3.0m） 165.40 表層工（歩道・3㎝）密粒度Ａｓ（13） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.5m） 　　　　　　　－ 路盤工（歩道・10㎝）RC-40 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.8m） 　　　　　　　－ 表層工（車道・3㎝）密粒度Ａｓ（13） 1,156.22
軽量鋼矢板（H=2.0m） 　　　　　　　－ 表層工（車道・5㎝）密粒度Ａｓ（13） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=2.5m） 　　　　　　　－ 表層工（車道・5㎝）密粒度Ａｓ（20） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.0m） 　　　　　　　－ 表層工（車道・5㎝）密粒度Ａｓ（20） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.5m） 　　　　　　　－ 基層工（車道・5㎝）粗粒度Ａｓ（20） 改質Ⅰ型 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.8m） 　　　　　　　－ 基層工（車道・5㎝）粗粒度Ａｓ（20） 改質Ⅱ型 　　　　　　　－
支保材設置（３段） 　　　　　　　－ 路盤工（車道・10㎝）C-40 　　　　　　　－
支保材設置（２段） 165.40 路盤工（車道・16㎝）RC-40 1,156.22
支保材設置（１段） 938.40 路盤工（車道・17㎝）RC-40 　　　　　　　－

計 上層路盤工（車道・10㎝）瀝青安定処理 　　　　　　　－
管布設工 φ75 　　　　　　　－ 上層路盤工（車道・10㎝）M-30 　　　　　　　－
管布設工 φ150 1,003.15 上層路盤工（車道・13㎝）M-30 　　　　　　　－
管布設工 φ250 232.30 上層路盤工（車道・15㎝）M-30 　　　　　　　－
管布設工 φ300 　　　　　　　－ 上層路盤工（車道・17㎝）M-30 　　　　　　　－
砂基礎工 　　　　　　　－ 下層路盤工（車道・10㎝）RC-40 　　　　　　　－
砂基礎工 387.42 下層路盤工（車道・14㎝）RC-40 　　　　　　　－
砂基礎工 　　　　　　　－ 下層路盤工（車道・15㎝）RC-40 　　　　　　　－
砂基礎工（人力） 　　　　　　　－

計 計

１日当作業量 単　位

ｍ/日

ｍ/日

m3/日

m3/日

ｍ/日

㎡/日

㎡/日

㎡/日

㎡/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

㎡/日

㎡/日

㎡/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

交 通 誘 導 員 日 数 計 算

m3/日

m3/日

㎡/日

工         種 １日当作業量 単　位数　量 日　数

ｍ/日

ｍ/日

工         種 日　数

m3/日

m3/日

ｍ/日

ｍ/日

m3/日

m3/日

m3/日

m3/日

数　量

m3/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

㎡/日

㎡/日

㎡/日

㎡/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

㎡/日

㎡/日

㎡/日

㎡/日

㎡/日

㎡/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

m3/日

m3/日

m3/日

ｍ/日

ｍ/日

ｍ/日

m3/日

ｍ/日

㎡/日

㎡/日

㎡/日

㎡/日

㎡/日

㎡/日

㎡/日

㎡/日

㎡/日



（行き止まり路線）

（全体） 区間延長 124.50m

舗装版切断工 249.00 機械埋戻工 65.0 　　　　　　　－
舗装版切断工 　　　　　　　－ 機械埋戻工 85.0 113.20
舗装版直接掘削積込工 15 　　　　　　　－ 機械埋戻工 105.0 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 15 112.05 機械埋戻工（人力） 13.0 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 15 　　　　　　　－ 機械埋戻工（砕石） 65.0 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 4 　　　　　　　－ 機械埋戻工（砕石） 85.0 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 15～40 　　　　　　　－ 機械埋戻工（砕石） 105.0 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 15～40 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=2.0m） 148.0 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 15～40 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=2.5m） 148.0 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 4～10 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.0m） 133.0 　　　　　　　－

軽量鋼矢板（H=3.5m） 133.0 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.8m） 121.0 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=2.0m） 148.0 124.50
軽量鋼矢板（H=2.5m） 148.0 　　　　　　　－

機械掘削工 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.0m） 133.0 　　　　　　　－
機械掘削工 170.90 軽量鋼矢板（H=3.5m） 133.0 　　　　　　　－
機械掘削工 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.8m） 121.0 　　　　　　　－
掘削工（人力） 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=2.0m） 148.0 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=2.0m） 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=2.5m） 148.0 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=2.5m） 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.0m） 133.0 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.0m） 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.5m） 133.0 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.5m） 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.8m） 121.0 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.8m） 　　　　　　　－ 支保材撤去（３段） 67.0 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=2.0m） 124.50 支保材撤去（２段） 100.0 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=2.5m） 　　　　　　　－ 支保材撤去（１段） 200.0 124.50
軽量鋼矢板（H=3.0m） 　　　　　　　－ 表層工（歩道・3㎝）密粒度Ａｓ（13） 250.0 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.5m） 　　　　　　　－ 路盤工（歩道・10㎝）RC-40 268.0 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.8m） 　　　　　　　－ 表層工（車道・3㎝）密粒度Ａｓ（13） 250.0 112.05
軽量鋼矢板（H=2.0m） 　　　　　　　－ 表層工（車道・5㎝）密粒度Ａｓ（13） 250.0 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=2.5m） 　　　　　　　－ 表層工（車道・5㎝）密粒度Ａｓ（20） 250.0 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.0m） 　　　　　　　－ 表層工（車道・5㎝）密粒度Ａｓ（20） 250.0 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.5m） 　　　　　　　－ 基層工（車道・5㎝）粗粒度Ａｓ（20） 改質Ⅰ型 250.0 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.8m） 　　　　　　　－ 基層工（車道・5㎝）粗粒度Ａｓ（20） 改質Ⅱ型 250.0 　　　　　　　－
支保材設置（３段） 　　　　　　　－ 路盤工（車道・10㎝）C-40 268.0 　　　　　　　－
支保材設置（２段） 　　　　　　　－ 路盤工（車道・16㎝）RC-40 268.0 112.05
支保材設置（１段） 124.50 路盤工（車道・17㎝）RC-40 268.0 　　　　　　　－

計 上層路盤工（車道・10㎝）瀝青安定処理 268.0 　　　　　　　－
管布設工 φ75 48.0 　　　　　　　－ 上層路盤工（車道・10㎝）M-30 268.0 　　　　　　　－
管布設工 φ150 48.0 121.80 上層路盤工（車道・13㎝）M-30 268.0 　　　　　　　－
管布設工 φ250 43.0 　　　　　　　－ 上層路盤工（車道・15㎝）M-30 268.0 　　　　　　　－
管布設工 φ300 42.0 　　　　　　　－ 上層路盤工（車道・17㎝）M-30 268.0 　　　　　　　－
砂基礎工 　　　　　　　－ 下層路盤工（車道・10㎝）RC-40 268.0 　　　　　　　－
砂基礎工 37.27 下層路盤工（車道・14㎝）RC-40 268.0 　　　　　　　－
砂基礎工 　　　　　　　－ 下層路盤工（車道・15㎝）RC-40 268.0 　　　　　　　－
砂基礎工（人力） 　　　　　　　－
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（補助） 区間延長 939.50m

舗装版切断工 1,879.00 機械埋戻工 　　　　　　　－
舗装版切断工 　　　　　　　－ 機械埋戻工 1,190.80
舗装版直接掘削積込工 15 　　　　　　　－ 機械埋戻工 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 15 869.41 機械埋戻工（人力） 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 15 　　　　　　　－ 機械埋戻工（砕石） 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 4 　　　　　　　－ 機械埋戻工（砕石） 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 15～40 　　　　　　　－ 機械埋戻工（砕石） 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 15～40 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=2.0m） 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 15～40 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=2.5m） 　　　　　　　－
舗装版直接掘削積込工 4～10 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.0m） 　　　　　　　－

軽量鋼矢板（H=3.5m） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.8m） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=2.0m） 774.10
軽量鋼矢板（H=2.5m） 　　　　　　　－

機械掘削工 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.0m） 165.40
機械掘削工 1,662.90 軽量鋼矢板（H=3.5m） 　　　　　　　－
機械掘削工 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.8m） 　　　　　　　－
掘削工（人力） 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=2.0m） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=2.0m） 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=2.5m） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=2.5m） 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.0m） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.0m） 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.5m） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.5m） 　　　　　　　－ 軽量鋼矢板（H=3.8m） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.8m） 　　　　　　　－ 支保材撤去（３段） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=2.0m） 774.10 支保材撤去（２段） 165.40
軽量鋼矢板（H=2.5m） 　　　　　　　－ 支保材撤去（１段） 774.10
軽量鋼矢板（H=3.0m） 165.40 表層工（歩道・3㎝）密粒度Ａｓ（13） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.5m） 　　　　　　　－ 路盤工（歩道・10㎝）RC-40 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.8m） 　　　　　　　－ 表層工（車道・3㎝）密粒度Ａｓ（13） 869.41
軽量鋼矢板（H=2.0m） 　　　　　　　－ 表層工（車道・5㎝）密粒度Ａｓ（13） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=2.5m） 　　　　　　　－ 表層工（車道・5㎝）密粒度Ａｓ（20） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.0m） 　　　　　　　－ 表層工（車道・5㎝）密粒度Ａｓ（20） 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.5m） 　　　　　　　－ 基層工（車道・5㎝）粗粒度Ａｓ（20） 改質Ⅰ型 　　　　　　　－
軽量鋼矢板（H=3.8m） 　　　　　　　－ 基層工（車道・5㎝）粗粒度Ａｓ（20） 改質Ⅱ型 　　　　　　　－
支保材設置（３段） 　　　　　　　－ 路盤工（車道・10㎝）C-40 　　　　　　　－
支保材設置（２段） 165.40 路盤工（車道・16㎝）RC-40 869.41
支保材設置（１段） 774.10 路盤工（車道・17㎝）RC-40 　　　　　　　－

計 上層路盤工（車道・10㎝）瀝青安定処理 　　　　　　　－
管布設工 φ75 　　　　　　　－ 上層路盤工（車道・10㎝）M-30 　　　　　　　－
管布設工 φ150 689.35 上層路盤工（車道・13㎝）M-30 　　　　　　　－
管布設工 φ250 232.30 上層路盤工（車道・15㎝）M-30 　　　　　　　－
管布設工 φ300 　　　　　　　－ 上層路盤工（車道・17㎝）M-30 　　　　　　　－
砂基礎工 　　　　　　　－ 下層路盤工（車道・10㎝）RC-40 　　　　　　　－
砂基礎工 306.18 下層路盤工（車道・14㎝）RC-40 　　　　　　　－
砂基礎工 　　　　　　　－ 下層路盤工（車道・15㎝）RC-40 　　　　　　　－
砂基礎工（人力） 　　　　　　　－
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