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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

50,263,734

50,263,734

50,138,734

27,279,865

24,271,900

41.00 199,600.00 8,183,600

本

34.00 205,700.00 6,993,800

本

6.00 226,100.00 1,356,600

本

9.00 226,100.00 2,034,900

本

10.00 205,700.00 2,057,000

本

16.00 205,700.00 3,291,200

本

1.00 354,800.00 354,800

式

2,638,965

71.00 17,210.00 1,221,910

ｍ３

52.00 17,210.00 894,920

ｍ３

71.00 4,245 301,395

ｍ３

52.00 4,245 220,740

ｍ３

          10 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

          11 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

          8 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込(1) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          9 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込(2) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          5 既設PHC杭撤去(5) Ａ種φ300　L=14.0m

          6 既設PHC杭撤去(6) Ａ種φ350　L=14.0m

          7 材料費 砂（PHC杭撤去部）

          2 既設PHC杭撤去(2) φ300　L=14.0m

          3 既設PHC杭撤去(3) φ300　L=16.0m

          4 既設PHC杭撤去(4) φ350　L=16.0m

      杭引抜工

        杭引抜工

          1 既設PHC杭撤去(1) φ300　L=13.0m

直接工事費

  【i工区】

    構造物撤去工

1



 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

369,000

71.00 3,000.00 213,000

ｍ３

52.00 3,000.00 156,000

ｍ３

2,501,868

803,250

2,700.00 297.5 803,250

ｍ３

1,698,618

3,700.00 197.5 730,750

ｍ３

1,400.00 191.9 268,660

ｍ３

1,420.00 492.4 699,208

ｍ３

4,702,781

2,916,526

3.00 9,787.00 29,361

ｍ３

22.00 9,787.00 215,314

ｍ３

2.00 9,787.00 19,574

ｍ３

88.00 9,787.00 861,256

ｍ３

8.00 9,787.00 78,296

ｍ３

4.00 9,787.00 39,148

ｍ３

          22 ｾﾒﾝﾄ混合杭(5) φ1,100 L=0.25m

          23 ｾﾒﾝﾄ混合杭(6) φ1,100 L=0.35m

          19 ｾﾒﾝﾄ混合杭(2) φ1,000 L=0.55m

          20 ｾﾒﾝﾄ混合杭(3) φ1,000 L=1.00m

          21 ｾﾒﾝﾄ混合杭(4) φ1,000 L=1.80m

      杭部分撤去工

        杭部分撤去工

          18 ｾﾒﾝﾄ混合杭(1) φ1,000 L=0.25m

          15 埋戻し

          16 土砂積込み 土取り場

          17 土砂運搬 土取り場～施工場所

        土砂掘削

          14 掘削

        土砂埋戻し

          12 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(1)

          13 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(2)

      作業土工

        処分費
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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

1.00 9,787.00 9,787

ｍ３

9.00 9,787.00 88,083

ｍ３

161.00 9,787.00 1,575,707

ｍ３

420,255

297.00 1,415 420,255

ｍ３

1,366,000

683.00 2,000.00 1,366,000

ｔ

10,098,165

4,850,104

6,390.00 528.1 3,374,559

ｍ２

1,450.00 528.1 765,745

ｍ２

319.00 1,820 580,580

ｍ３

71.00 1,820 129,220

ｍ３

2,792,161

1,350.00 750.2 1,012,770

ｍ２

680.00 750.2 510,136

ｍ２

203.00 4,245 861,735

ｍ３

96.00 4,245 407,520

ｍ３

          35 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

          36 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ版取壊し

          33 ｺﾝｸﾘｰﾄ版破砕・積込(1) t=15cm以下　鉄筋

          34 ｺﾝｸﾘｰﾄ版破砕・積込(2) t=15cm以下　鉄筋

          30 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去・積込(2) t=15cm以下

          31 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1) 施工箇所～再資源化施設 t=15cm以下

          32 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2) 施工箇所～再資源化施設 t=15cm以下

      舗装取壊し工

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し

          29 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去・積込(1) t=15cm以下

          27 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

        処分費

          28 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費

          25 ｾﾒﾝﾄ混合杭(8) φ1,100 L=0.65m

          26 ｾﾒﾝﾄ混合杭(9) φ1,100 L=1.80m

        ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

          24 ｾﾒﾝﾄ混合杭(7) φ1,100 L=0.55m
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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

2,455,900

750.00 1,700.00 1,275,000

ｔ

167.00 1,700.00 283,900

ｔ

203.00 3,000.00 609,000

ｍ３

96.00 3,000.00 288,000

ｍ３

5,556,055

4,807,055

171.00 17,210.00 2,942,910

ｍ３

40.00 17,210.00 688,400

ｍ３

20.00 9,787.00 195,740

ｍ３

5.00 9,787.00 48,935

ｍ３

171.00 4,245 725,895

ｍ３

40.00 4,245 169,800

ｍ３

20.00 1,415 28,300

ｍ３

5.00 1,415 7,075

ｍ３

749,000

171.00 3,000.00 513,000

ｍ３

40.00 3,000.00 120,000

ｍ３

          49 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(1)

          50 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(2)

          47 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

          48 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

        処分費

          44 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込(2) 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          45 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

          46 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

          41 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込(1) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          42 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込(2) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          43 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込(1) 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          40 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(2)

      構造物取壊し工

        ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

          37 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費(1)

          38 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費(2)

          39 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(1)

        処分費
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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

46.00 2,000.00 92,000

ｔ

12.00 2,000.00 24,000

ｔ

125,000

125,000

125,000

10.00 12,500.00 125,000

人日

4,835,200

4,835,200

4,835,200

4,835,200

2.00 1,814,000.00 3,628,000

回

2.00 603,600.00 1,207,200

回

          54 重建設機械運搬費(1) 杭引抜用ｸﾚｰﾝ　往復　2台

          55 重建設機械運搬費(2) 分解組立のみ　杭引抜用ｸﾚｰﾝ　1台

    共通仮設費

      運搬費

        建設機械運搬費

        保安要員

          53 保安要員 北側工事用門

共通仮設費(積上）

          52 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(2)

    仮設工

      仮設工

          51 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(1)
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 総括表  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

50,263,734

10,350,789 ＋ 19,973,859 30,324,648

4,835,200 ＋ 5,198,323 ＋ 317,266 10,350,789

4,835,200

46,831,746 × 11.10% 5,198,323

45,323,834 × 0.70% 317,266

57,182,535 × 34.93% 19,973,859

50,263,734 ＋ 30,324,648 80,588,382

77,156,394 × 16.20% (16.20% × 1.00) 12,499,335

77,156,394 × 0.04% 30,862

80,588,382 ＋ 12,499,335 ＋ 30,862 93,118,579

93,118,579 × 10.00% 9,311,857

93,118,579 ＋ 9,311,857 102,430,436

      直接工事費

      間接工事費

        共通仮設費（計）

          共通仮設費（ 積上 ）

          共通仮設費（ 率 ）

          現場環境改善費

請負工事費

        現場管理費

    工事原価

    一般管理費等

    契約保証費

  工事価格

  消費税等相当額

1



 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：1   

名称：既設PHC杭撤去(1)　φ300　L=13.0m 1本当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.294 24,360.00 7,161

人 0.588 24,990.00 14,694

人 0.294 23,000.00 6,762

人 0.441 20,480.00 9,031

日 0.294 190,200.00 55,918

日 0.294 99,120.00 29,141

日 0.441 45,110.00 19,893

％ 40.000 142,600.00 57,000

199,600.00 199,600

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

バックホウ 排対1次 ・山積0.45m3

諸雑費(率＋まるめ) 全体の％

合　　計 作業能力：1.00本

普通作業員

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ運転 単軸3点支持 55kW

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転

土木一般世話役

とび工

特殊作業員

1



 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：2   

名称：既設PHC杭撤去(2)　φ300　L=14.0m 1本当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.303 24,360.00 7,381

人 0.606 24,990.00 15,143

人 0.303 23,000.00 6,969

人 0.455 20,480.00 9,318

日 0.303 190,200.00 57,630

日 0.303 99,120.00 30,033

日 0.455 45,110.00 20,525

％ 40.000 146,999.00 58,701

205,700.00 205,700

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

バックホウ 排対1次 ・山積0.45m3

諸雑費(率＋まるめ) 全体の％

合　　計 作業能力：1.00本

普通作業員

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ運転 単軸3点支持 55kW

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転

土木一般世話役

とび工

特殊作業員

2



 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：3   

名称：既設PHC杭撤去(3)　φ300　L=16.0m 1本当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.333 24,360.00 8,111

人 0.666 24,990.00 16,643

人 0.333 23,000.00 7,659

人 0.500 20,480.00 10,240

日 0.333 190,200.00 63,336

日 0.333 99,120.00 33,006

日 0.500 45,110.00 22,555

％ 40.000 161,550.00 64,550

226,100.00 226,100

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

バックホウ 排対1次 ・山積0.45m3

諸雑費(率＋まるめ) 全体の％

合　　計 作業能力：1.00本

普通作業員

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ運転 単軸3点支持 55kW

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転

土木一般世話役

とび工

特殊作業員

3



 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：4   

名称：既設PHC杭撤去(4)　φ350　L=16.0m 1本当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.333 24,360.00 8,111

人 0.666 24,990.00 16,643

人 0.333 23,000.00 7,659

人 0.500 20,480.00 10,240

日 0.333 190,200.00 63,336

日 0.333 99,120.00 33,006

日 0.500 45,110.00 22,555

％ 40.000 161,550.00 64,550

226,100.00 226,100

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

バックホウ 排対1次 ・山積0.45m3

諸雑費(率＋まるめ) 全体の％

合　　計 作業能力：1.00本

普通作業員

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ運転 単軸3点支持 55kW

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転

土木一般世話役

とび工

特殊作業員

4



 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：5   

名称：既設PHC杭撤去(5)　Ａ種φ300　L=14.0m 1本当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.303 24,360.00 7,381

人 0.606 24,990.00 15,143

人 0.303 23,000.00 6,969

人 0.455 20,480.00 9,318

日 0.303 190,200.00 57,630

日 0.303 99,120.00 30,033

日 0.455 45,110.00 20,525

％ 40.000 146,999.00 58,701

205,700.00 205,700

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

バックホウ 排対1次 ・山積0.45m3

諸雑費(率＋まるめ) 全体の％

合　　計 作業能力：1.00本

普通作業員

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ運転 単軸3点支持 55kW

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転

土木一般世話役

とび工

特殊作業員

5



 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：6   

名称：既設PHC杭撤去(6)　Ａ種φ350　L=14.0m 1本当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.303 24,360.00 7,381

人 0.606 24,990.00 15,143

人 0.303 23,000.00 6,969

人 0.455 20,480.00 9,318

日 0.303 190,200.00 57,630

日 0.303 99,120.00 30,033

日 0.455 45,110.00 20,525

％ 40.000 146,999.00 58,701

205,700.00 205,700

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：7   

名称：材料費　砂（PHC杭撤去部） 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 141.920 2,500.00 354,800

354,800.00 354,800

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

材料費 砂（PHC杭撤去部）

合　　計 作業能力：1.00式

バックホウ 排対1次 ・山積0.45m3

諸雑費(率＋まるめ) 全体の％

合　　計 作業能力：1.00本

普通作業員

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ運転 単軸3点支持 55kW

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転

土木一般世話役

とび工

特殊作業員

6



 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：8   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込(1)　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 17,208.30 17,208

式 1.000 17,208.00 2

17,210.00 17,210

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：9   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込(2)　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 17,208.30 17,208

式 1.000 17,208.00 2

17,210.00 17,210

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：10   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)　施工箇所～再資源化施設(現地破砕) 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 4,245 4,245

4,245 4,245

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：11   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)　施工箇所～再資源化施設(現地破砕) 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 4,245 4,245

4,245 4,245

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：12   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(1)　 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 3,000.00 300,000

3,000.00 300,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：13   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(2)　 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 3,000.00 300,000

3,000.00 300,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：14   

名称：掘削　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 297.5 297.5

297.5 297.5

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：15   

名称：埋戻し　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 197.5 197.5

197.5 197.5

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

埋戻し

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

掘削

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

処分費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：16   

名称：土砂積込み　土取り場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 191.9 191.9

191.9 191.9

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：17   

名称：土砂運搬　土取り場～施工場所 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 492.4 492.4

492.4 492.4

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：18   

名称：ｾﾒﾝﾄ混合杭(1)　φ1,000 L=0.25m 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 9,787.70 9,787

式 1.000 9,787.00 0

9,787.00 9,787

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：19   

名称：ｾﾒﾝﾄ混合杭(2)　φ1,000 L=0.55m 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 9,787.70 9,787

式 1.000 9,787.00 0

9,787.00 9,787

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土砂運搬 土取り場～施工場所

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土砂積込み 土取り場
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：20   

名称：ｾﾒﾝﾄ混合杭(3)　φ1,000 L=1.00m 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 9,787.70 9,787

式 1.000 9,787.00 0

9,787.00 9,787

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：21   

名称：ｾﾒﾝﾄ混合杭(4)　φ1,000 L=1.80m 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 9,787.70 9,787

式 1.000 9,787.00 0

9,787.00 9,787

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：22   

名称：ｾﾒﾝﾄ混合杭(5)　φ1,100 L=0.25m 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 9,787.70 9,787

式 1.000 9,787.00 0

9,787.00 9,787

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：23   

名称：ｾﾒﾝﾄ混合杭(6)　φ1,100 L=0.35m 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 9,787.70 9,787

式 1.000 9,787.00 0

9,787.00 9,787

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：24   

名称：ｾﾒﾝﾄ混合杭(7)　φ1,100 L=0.55m 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 9,787.70 9,787

式 1.000 9,787.00 0

9,787.00 9,787

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：25   

名称：ｾﾒﾝﾄ混合杭(8)　φ1,100 L=0.65m 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 9,787.70 9,787

式 1.000 9,787.00 0

9,787.00 9,787

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：26   

名称：ｾﾒﾝﾄ混合杭(9)　φ1,100 L=1.80m 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 9,787.70 9,787

式 1.000 9,787.00 0

9,787.00 9,787

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：27   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬　施工箇所～再資源化施設(現地破砕) 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,415 1,415

1,415 1,415

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：28   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費　 100ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 100.000 2,000.00 200,000

2,000.00 200,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：29   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去・積込(1)　t=15cm以下 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 528.1 528.1

528.1 528.1

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

合　　計 作業能力：100.00ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去・積込(1) t=15cm以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

12



 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：30   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去・積込(2)　t=15cm以下 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 528.1 528.1

528.1 528.1

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：31   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1)　施工箇所～再資源化施設 t=15cm以下 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,820 1,820

1,820 1,820

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：32   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2)　施工箇所～再資源化施設 t=15cm以下 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,820 1,820

1,820 1,820

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：33   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ版破砕・積込(1)　t=15cm以下　鉄筋 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 750.2 750.2

750.2 750.2

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

ｺﾝｸﾘｰﾄ版破砕・積込(1) t=15cm以下　鉄筋

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2) 施工箇所～再資源化施設 t=15cm以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去・積込(2) t=15cm以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1) 施工箇所～再資源化施設 t=15cm以下
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：34   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ版破砕・積込(2)　t=15cm以下　鉄筋 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 750.2 750.2

750.2 750.2

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：35   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)　施工箇所～再資源化施設(現地破砕) 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 4,245 4,245

4,245 4,245

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：36   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)　施工箇所～再資源化施設(現地破砕) 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 4,245 4,245

4,245 4,245

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：37   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費(1)　 100ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 100.000 1,700.00 170,000

1,700.00 170,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

合　　計 作業能力：100.00ｔ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｺﾝｸﾘｰﾄ版破砕・積込(2) t=15cm以下　鉄筋
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：38   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費(2)　 100ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 100.000 1,700.00 170,000

1,700.00 170,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：39   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(1)　 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 3,000.00 300,000

3,000.00 300,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：40   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(2)　 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 3,000.00 300,000

3,000.00 300,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：41   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込(1)　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 17,208.30 17,208

式 1.000 17,208.00 2

17,210.00 17,210

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

処分費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

処分費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

合　　計 作業能力：100.00ｔ
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：42   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込(2)　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 17,208.30 17,208

式 1.000 17,208.00 2

17,210.00 17,210

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：43   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込(1)　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 9,787.70 9,787

式 1.000 9,787.00 0

9,787.00 9,787

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：44   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込(2)　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 9,787.70 9,787

式 1.000 9,787.00 0

9,787.00 9,787

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：45   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)　施工箇所～再資源化施設(現地破砕) 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 4,245 4,245

4,245 4,245

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：46   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)　施工箇所～再資源化施設(現地破砕) 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 4,245 4,245

4,245 4,245

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：47   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)　施工箇所～再資源化施設(現地破砕) 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,415 1,415

1,415 1,415

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：48   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)　施工箇所～再資源化施設(現地破砕) 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,415 1,415

1,415 1,415

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～再資源化施設(現地破砕)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：49   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(1)　 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 3,000.00 300,000

3,000.00 300,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：50   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(2)　 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 3,000.00 300,000

3,000.00 300,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：51   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(1)　 100ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 100.000 2,000.00 200,000

2,000.00 200,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：52   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費(2)　 100ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 100.000 2,000.00 200,000

2,000.00 200,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

処分費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

合　　計 作業能力：100.00ｔ

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

処分費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

合　　計 作業能力：100.00ｔ

処分費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

処分費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部基礎工撤去工事（第２次)     

番号：53   

名称：保安要員　北側工事用門 1人日当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 12,500.00 12,500

12,500.00 12,500

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：54   

名称：重建設機械運搬費(1)　杭引抜用ｸﾚｰﾝ　往復　2台 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

回 1.000 904,600.00 904,600

回 1.000 909,400.00 909,400

式 1.000 1,814,000.00 0

1,814,000.00 1,814,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

番号：55   

名称：重建設機械運搬費(2)　分解組立のみ　杭引抜用ｸﾚｰﾝ　1台 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

回 1.000 372,000.00 372,000

回 1.000 231,600.00 231,600

式 21.000 0.00 0

603,600.00 603,600

労務時間外補正:なし

労務一括補正：あり [1.0500] 時間的制約による補正：なし

重建設機械運搬費②

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：1.00回

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00回

重建設機械運搬費①

合　　計 作業能力：1.00人日

重建設機械運搬費①

重建設機械運搬費②

交通誘導警備員Ｂ
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