
No.1

普通作業員 電工

率 金額 率 金額 率 金額 歩掛 金額 歩掛 金額 率 金額 単価 ページ 単価 ページ 単価 ページ

基礎600×600

×1300 1基

内訳

根切1.2×1.2×1.4機械 ㎥ 2.016

割ぐり石50～150 ㎥ 0.036

型枠工事　材工 ㎥ 3.120

ｺﾝｸﾘｰﾄ180-18-20 ㎥ 0.468

ｺﾝｸﾘｰﾄ工　人力打設 ㎥ 0.468

埋戻し　機械 ㎥ 1.512

残土処分 場内敷均 機械 ㎥ 0.504

ソーラー式ポール時計 700φ

電気複合単価表

 　付　属　品

　

項　目

名　称

施工区分 複合単価 単価

　補 給 数 量   雑　材　料

施　工　費

そ　の　他

採用単

価

A:建設物価 C:コスト情報B:積算資料



複合単価-24　（配管類１ｍ当り） No.

m単価 数量 金額 率 金額 率 金額 率 金額 歩掛 金額 率 金額 率 金額

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (定尺4m/本)

ＨＩＶＰ JIS K 6742

給水用 地中配管 13 1.05

16 1.05

20 1.05

25 1.05

30 1.05

40 1.05

50 1.05

配 管 工 はつり補修管 継 手 接合材等  支持金物

(管単価×率)管　種 施工区分 口径 採用単価
管単価

その他　(配管工+

合　　計 備　　考(管単価×数量) （管単価×率） (管単価×率) （労務費×率） はつり補修)×率

複合単価-1 p.1



複合単価-25 水栓類 No.

円／人
歩掛り 労務費 労務費×率

地中埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 個 建設物価
標示ピン 個
埋設標示ﾃｰﾌﾟ 150mm 2倍 ｍ 建設物価
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ｍ ﾌｼﾞﾃｺﾑ

竹村製作所　単価表
不凍水抜栓 (MT)　13A-0.6m 個

　20A-0.6m 〃
　25A-0.6m 〃
　30A-0.6m 〃
　40A-0.6m 〃
　50A-0.6m 〃
　65A-0.6m 〃

配  管  工
器具名称 規格 単位 計上金額 価格

その他
合 計 備考



複合価格 - 26　　　（衛生器具） Ｎｏ

取付工事

(ｺｽﾄ情報) 備考 採用単価 比較単価 率 採用単価

建設物価 積算資料 LIXIL TOTO

散水栓 T28UNH13 個 ｺｽﾄ

散水栓BOX 竹村 MIK-FB 個 ｺｽﾄ

刊行物 見積り

名　称 規　格 単位 採用単価 物品価格 合　　計



沢保育園外構工事 数量調書
1

棟  名 工事種目
管材質 施工区分 図番 階別 系統 縮尺

計 合計
(m・個) 単価 金額 単価 金額 単価 金額 (m)

HIVP 20A 地中 H=800 7.5

25A 地中 H=800 4.5

水抜栓 20mm-0.6m 3.0
(MT)

不凍栓ﾎﾞｯｸｽ 3.0

散水栓 15A 2.0

散水栓ﾎﾞｯｸｽ 樹脂製 2.0 2.0

埋設表柱 ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾋﾟﾝ

埋設表示ﾃ-ﾌﾟ 12.0 12.0

小計
合計

7.5

3.0

4.5

1.0 1.0 1.0

3.0
1.0 1.0 1.0

No.
沢保育園 屋外給水設備

HIVP 地中配管 M-02 水道直結 1/200

名  称 呼び径
保温施工区分 計  測  長 (m)  ／ 個   数　 (個) 埋設表示 保温工事 管埋設費

2.5 2.5 2.5

4.5

2.0

2.0

7.5 4.5

2.0



項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考

代価-23

不凍栓ボックス  VC-6 1組当たり

根切り 1.0*1.0*1.15H 1.2 ｍ３

埋戻し 1.15-(0.15/2)2 π*0.65-0.18 1.0 ｍ３

砕石地業 桝下     0.6*0.6*0.5 0.2 ｍ３

砕石地業 上部  (0.45*0.45-0.03)*0.1 0.0 ｍ３

ｺﾝｸﾘｰﾄ (0.35*0.35-0.01)*0.252 0.0 ｍ３

型枠 0.4 ｍ2

金ｺﾞﾃ仕上げ 0.1 ｍ2

残土処分 1.15-0.96 0.2 ｍ３

ＶＰ 150 0.8 ｍ

ふた B-1 1.0 個

雑材料  (VP+ふた)*率 1.0 式

特殊作業員 弁桝に準じる 人

普通作業員 弁桝に準じる 人

その他 (労)*率 1.0 式

計

改 め 計



項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考

代価-24

既設給水管分岐 1式当たり

塩ビ管  HIVP  20A  地中配管 0.5 ｍ

塩ビ管  HIVP  25A  地中配管 0.5 ｍ

管埋設費   20A  H=800 1.0 ｍ

管埋設費   25A  H=800 1.0 ｍ

配管工   20A 人

配管工   25A 人

その他　 (労)*率 1.0 式

計

改 め 計



№ 名　　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単位 単　　　価 金　　　額 備　　　　　　考

12 給排水設備工事

ｍ 複合単価－２４

水道用硬質塩化ビニル管 地中配管    HI-VP   20A 6.0

ｍ 複合単価－２４

水道用硬質塩化ビニル管 地中配管    HI-VP 　25A 9.0

ｍ 複合単価－２５

硬質塩ビライニング鋼管 地中配管  SGP-VD  20A 2.0

個 複合単価－２５

水抜栓 20mm-0.6ｍ  (MT) 3.0

個 代価-２３

弁ボックス VC-6 3.0

個 複合価格－２６

散水栓 LF-33-19-U　　鍵付SUS製BOX共 2.0

式 数量調書－１

埋設標示 1.0

式 数量調書－１

管埋設費 1.0

式 代価-２４

既存メーター器・ボックス撤去 1.0

式

既存給水管キャップ止め 1.0

その他工事

12-計

ｐ．19


