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令和２年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)上部工事

港 名

18-16-20-043



 積算内訳表  令和２年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)上部工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

66,276,928

66,276,928

4,174,209

4,174,209

4,174,209

243.00 3,120 758,160

ｍ３

243.00 182.4 44,323

ｍ３

1,633.00 490 800,170

ｍ２

24.00 3,779 90,696

ｍ２

163.00 15,220 2,480,860

ｍ３

62,102,719

62,102,719

62,102,719

1,662.00 522 867,564

ｍ２

9,215.00 236 2,174,740

ｋｇ

38,342.00 223 8,550,266

ｋｇ

138,258.00 223 30,831,534

ｋｇ

直接工事費

  岸壁(-10m)（改良)

    仮設工

      ﾔｰﾄﾞ整備工

        床版函台(2)製作

          1 基礎材材料費 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)

          2 路体(築堤)盛土

          3 ルーフィング敷設

          4 型枠 均しコンクリート

          5 コンクリート打設 18N-8cm-40mm t=10cm

    上部工

      上部ﾌﾞﾛｯｸ工

        床版製作

          6 ルーフィング敷設

          7 鉄筋加工組立(1) ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋　D13mm

          8 鉄筋加工組立(2) ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋　D19mm

          9 鉄筋加工組立(3) ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋　D25mm
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 積算内訳表  令和２年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)上部工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

18,313.00 219 4,010,547

ｋｇ

469.00 9,380 4,399,220

ｍ２

629.00 17,392 10,939,568

ｍ３

1.00 329,280 329,280

式

          10 鉄筋加工組立(4) ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋　D29mm

          11 木製型枠組立･組外

          12 コンクリート打設 30N-12cm-20mm

          13 床版付属品材料費
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 総括表  令和２年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)上部工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

66,276,928

4,924,375 ＋ 16,632,624 21,556,999

4,420,671 ＋ 503,704 4,924,375

66,276,928 × 6.67% (5.17% ＋1.50%) 4,420,671

66,276,928 × 0.76% 503,704

71,201,303 × 23.36% (22.13% ＋1.23%) 16,632,624

66,276,928 ＋ 21,556,999 87,833,927

87,833,927 × 15.89% (15.89% × 1.00) 13,956,811

87,833,927 × 0.04% 35,133

87,833,927 ＋ 13,956,811 ＋ 35,133 101,825,871

101,825,871 × 10.00% 10,182,587

101,825,871 ＋ 10,182,587 112,008,458

      直接工事費

      間接工事費

        共通仮設費（計）

          共通仮設費（ 率 ）

          現場環境改善費

        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

請負工事費
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)上部工事     

番号：1   

名称：基礎材材料費　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.200 2,600.00 3,120

3,120.00 3,120

番号：2   

名称：路体(築堤)盛土　 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.00 182.4 182.4

182.4 182.4

番号：3   

名称：ルーフィング敷設　 100ｍ２当り

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

ｍ２ 100.00 490.00 49,000

490.00 49,000

番号：4   

名称：型枠　均しコンクリート 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 3,779 3,779

3,779 3,779

再生クラッシャラン RC-40

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

路体(築堤)盛土

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ルーフィング敷設

合　　計 作業能力：100.00ｍ２

型枠 均しコンクリート

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)上部工事     

番号：5   

名称：コンクリート打設　18N-8cm-40mm t=10cm 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 15,220 15,220

15,220 15,220

番号：6   

名称：ルーフィング敷設　 100ｍ２当り

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

ｍ２ 100.00 490.00 49,000

ｍ２ 120.00 27.00 3,240

522.00 52,240

番号：7   

名称：鉄筋加工組立(1)　ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋　D13mm 1000ｋｇ当り

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

ｋｇ 1,020.00 164.00 167,280

ｋｇ 1,000.00 65.00 65,000

日 0.10 38,000.00 3,800 8H

236.00 236,080

コンクリート打設 18N-8cm-40mm t=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ルーフィング敷設

路盤紙

合　　計 作業能力：100.00ｍ２

鉄筋(異形) ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋　SD345 D13

鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作) クレーン抜き

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

合　　計 作業能力：1,000.00ｋｇ
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)上部工事     

番号：8   

名称：鉄筋加工組立(2)　ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋　D19mm 1000ｋｇ当り

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

ｋｇ 1,020.00 152.00 155,040

ｋｇ 1,000.00 65.00 65,000

日 0.10 38,000.00 3,800 8H

223.00 223,840

番号：9   

名称：鉄筋加工組立(3)　ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋　D25mm 1000ｋｇ当り

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

ｋｇ 1,020.00 152.00 155,040

ｋｇ 1,000.00 65.00 65,000

日 0.10 38,000.00 3,800 8H

223.00 223,840

番号：10   

名称：鉄筋加工組立(4)　ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋　D29mm 1000ｋｇ当り

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

ｋｇ 1,020.00 148.00 150,960

ｋｇ 1,000.00 65.00 65,000

日 0.10 38,000.00 3,800 8H

219.00 219,760

鉄筋(異形) ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋　SD345 D19

鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作) クレーン抜き

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

合　　計 作業能力：1,000.00ｋｇ

鉄筋(異形) ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋　SD345 D25

鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作) クレーン抜き

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

合　　計 作業能力：1,000.00ｋｇ

鉄筋(異形) ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋　SD345 D29

鉄筋加工組立(Ｌセルブロック製作) クレーン抜き

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

合　　計 作業能力：1,000.00ｋｇ
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 代価表・施工パッケージ  令和２年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)上部工事     

番号：11   

名称：木製型枠組立･組外　 100ｍ２当り

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

ｍ２ 100.00 9,000.00 900,000

日 1.00 38,000.00 38,000 8H

9,380.00 938,000

番号：12   

名称：コンクリート打設　30N-12cm-20mm 10ｍ３当り

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

ｍ３ 10.10 14,250.00 143,925

ｍ３ 10.00 3,000.00 30,000

17,392.00 173,925

番号：13   

名称：床版付属品材料費　 1式（1式）

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

本 24.00 850.00 20,400

本 156.00 1,980.00 308,880

329,280.00 329,280

木製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き

ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

合　　計 作業能力：100.00ｍ２

レディーミクストコンクリート 30N－12cm－20mm,W/C55%

吊ｱﾝｶｰ 22ｔ吊用×250mm

合　　計 作業能力：1.00式

コンクリート打設(方塊製作) コンクリートミキサー車

合　　計 作業能力：10.00ｍ３

吊ｱﾝｶｰ 12ｔ吊用×170mm
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 単価表  令和２年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)上部工事     

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊 1日当り 8H

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

日 1.00 38,000.00 38,000

38,000

賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ
ブ

16t吊

合　　計
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