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 積算内訳表  令和３年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

34,924,770

34,924,770

34,924,770

17,091,000

17,091,000

9,000.00 1,029 9,261,000

ｍ３

270.00 29,000 7,830,000

ｔ

17,833,770

17,833,770

8,100.00 194.7 1,577,070

ｍ３

8,100.00 2,007 16,256,700

ｍ３

1,042,916

1,042,916

711,869

711,869

1.00 340,120 340,120

式

1.00 371,749 371,749

式

直接工事費

  航路(-10m)

    土工

      仮置土砂改良

        仮置土砂改良

          1 仮置土砂改良

          2 生石灰材料費 30kg/m3

      改良土積込・運搬

        改良土積込・運搬

          3 積込(ルーズ)

          4 土砂等運搬 土砂仮置場→(仮称)新大牟田駅南側産業団地

共通仮設費(積上）

    共通仮設費

      事業損失防止施設費

        乾式スパッツ

          5 乾式スパッツ賃料

          6 人力清掃
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 積算内訳表  令和３年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

331,047

331,047

1.00 331,047 331,047

式

        安全対策

          7 交通整理・巡視・保安

      安全費
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 総括表  令和３年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

34,924,770

3,982,938 ＋ 9,217,236 13,200,174

1,042,916 ＋ 2,594,347 ＋ 345,675 3,982,938

1,042,916

35,636,639 × 7.28% (5.78% ＋1.50%) 2,594,347

35,636,639 × 0.97% 345,675

38,907,708 × 23.69% (22.69% ＋1.00%) 9,217,236

34,924,770 ＋ 13,200,174 48,124,944

48,124,944 × 17.32% (17.32% × 1.00) － 9,433 8,325,807

48,124,944 × 0.04% 19,249

48,124,944 ＋ 8,325,807 ＋ 19,249 56,470,000

56,470,000 × 10.00% 5,647,000

56,470,000 ＋ 5,647,000 62,117,000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

      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

1



 代価表・施工パッケージ  令和３年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第2次)     

番号：1   

名称：仮置土砂改良　 350m3当り（350ｍ３）

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

人 1.00 23,900.00 23,900

人 1.00 22,000.00 22,000

人 1.00 19,500.00 19,500

日 1.00 191,689.00 191,689

日 1.00 85,912.00 85,912

％ 5.00 343,001.00 17,150

1,029.00 360,151

番号：2   

名称：生石灰材料費　30kg/m3 1ｔ当り

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

ｔ 1.00 29,000.00 29,000

29,000.00 29,000

番号：3   

名称：積込(ルーズ)　 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.00 194.7 194.7

194.7 194.7

世話役

特殊作業員

普通作業員

撹拌混合

固化材散布

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：350.00ｍ３

固化材 生石灰系防塵

合　　計 作業能力：1.00ｔ

積込(ルーズ)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

1



 代価表・施工パッケージ  令和３年度三池港土砂固化処理・運搬工事(第2次)     

番号：4   

名称：土砂等運搬　土砂仮置場→(仮称)新大牟田駅南側産業団地 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.00 2,007 2,007

2,007 2,007

番号：5   

名称：乾式スパッツ賃料　 1式当り

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

日 44.00 7,730.00 340,120

340,120.00 340,120

番号：6   

名称：人力清掃　 1式当り

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

人 27.00 13,700.00 369,900

％ 0.50 369,900.00 1,849

371,749.00 371,749

番号：7   

名称：交通整理・巡視・保安　 1式当り

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

人 27.00 12,200.00 329,400

％ 0.50 329,400.00 1,647

331,047.00 331,047

土砂等運搬 土砂仮置場→(仮称)新大牟田駅南側産業団地

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

乾式スパッツ賃料

合　　計 作業能力：1.00式

軽作業員

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：1.00式

交通誘導警備員Ｂ

雑材料 全体の%

合　　計 作業能力：1.00式
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