
平成27年度　ながた自然公園リニューアル工事

工事費内訳書　（金抜き）

【マレットゴルフ場・遊歩道設置工事】



　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事

　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

平成27年度　ながた自然公園　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事平成27年度　ながた自然公園　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事平成27年度　ながた自然公園　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事平成27年度　ながた自然公園　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事

総　括　表総　括　表総　括　表総　括　表

 直接工事費 直接工事費 直接工事費 直接工事費

ＡＡＡＡ マレットゴルフ場　造成土工事マレットゴルフ場　造成土工事マレットゴルフ場　造成土工事マレットゴルフ場　造成土工事 1 式

ＢＢＢＢ マレットゴルフ場　付帯工事マレットゴルフ場　付帯工事マレットゴルフ場　付帯工事マレットゴルフ場　付帯工事 1 式

ＣＣＣＣ 遊歩道　園路工事遊歩道　園路工事遊歩道　園路工事遊歩道　園路工事 1 式

ＤＤＤＤ 遊歩道　解体撤去工事遊歩道　解体撤去工事遊歩道　解体撤去工事遊歩道　解体撤去工事 1 式

ＥＥＥＥ 遊歩道　橋工事遊歩道　橋工事遊歩道　橋工事遊歩道　橋工事 1 式

　直接工事費　合計　直接工事費　合計　直接工事費　合計　直接工事費　合計

共通仮設費共通仮設費共通仮設費共通仮設費 1 式

現場管理費現場管理費現場管理費現場管理費 1 式

一般管理費等一般管理費等一般管理費等一般管理費等 1 式

合　　計合　　計合　　計合　　計

端数整理

工事価格　　計工事価格　　計工事価格　　計工事価格　　計

消費税等相当額

工事費　　計工事費　　計工事費　　計工事費　　計
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　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事

　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

ＡＡＡＡ マレットゴルフ場　造成土工事マレットゴルフ場　造成土工事マレットゴルフ場　造成土工事マレットゴルフ場　造成土工事

計計計計 1 式

ＢＢＢＢ マレットゴルフ場　付帯工事マレットゴルフ場　付帯工事マレットゴルフ場　付帯工事マレットゴルフ場　付帯工事

B-1 機材設置工事 1 式

B-2 その他工事 1 式

計計計計

ＣＣＣＣ 遊歩道　園路工事遊歩道　園路工事遊歩道　園路工事遊歩道　園路工事

計計計計 1 式

ＤＤＤＤ 遊歩道　解体撤去工事遊歩道　解体撤去工事遊歩道　解体撤去工事遊歩道　解体撤去工事

計計計計 1 式

ＥＥＥＥ 遊歩道　橋工事遊歩道　橋工事遊歩道　橋工事遊歩道　橋工事

計計計計 1 式
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　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事

　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

ＡＡＡＡ マレットゴルフ場　造成土工事マレットゴルフ場　造成土工事マレットゴルフ場　造成土工事マレットゴルフ場　造成土工事

表土すきとり 462.0 ｍ3

敷きならし 462.0 ｍ3

切土 伐根共 461.0 ｍ3

切土面整形 3,293.0 ㎡

盛土 376.0 ｍ3

盛土面整形 1,554.0 ㎡

ティーグラウンド工 36.0 ヶ所

ホールグラウンド工 36.0 ヶ所

打出し路盤工 220.0 ㎡

防球丸太工　（Ａ） 198.0 ｍ

防球丸太工　（Ｂ） 726.0 ｍ

防球丸太工　（Ｃ） 28.4 ｍ

埋め込み丸太工 26.7 ｍ

防球築地工 266.0 ｍ

防球ネット工　（Ａ） 71.6 ｍ

防球ネット工　（Ｂ） 61.2 ｍ

ＮＰライン工 251.0 ｍ

ＯＢライン工 143.0 ｍ

排水桝工 50.0 ヶ所
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　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事

　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

園路工 161.0 ㎡

階段工 8.0 段

Aの 計Aの 計Aの 計Aの 計

P 4         



　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事

　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

ＢＢＢＢ マレットゴルフ場　付帯工事マレットゴルフ場　付帯工事マレットゴルフ場　付帯工事マレットゴルフ場　付帯工事

B-1B-1B-1B-1 機材設置工事機材設置工事機材設置工事機材設置工事

コース案内板 36.0 set

同上　据付費 36.0 ヶ所

コースサイン 36.0 set

同上　据付費 36.0 ヶ所

スタートマット 人工芝 36.0 set

同上　据付費 接着剤共 36.0 ヶ所

ＯＢ杭 180.0 本

同上　据付費 180.0 ヶ所

ティーマーク 36.0 set

同上　据付費 36.0 ヶ所

B-1 計B-1 計B-1 計B-1 計
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　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事

　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

B-2B-2B-2B-2 その他工事その他工事その他工事その他工事

中木移植工　（1）　中木移植工　（1）　中木移植工　（1）　中木移植工　（1）　 敷地内移植

ドウダンツツジ　移植 H=1.0～1.5m  W=1.0～1.5m　剪定刈込共 56.0 本

諸雑費 1.0 式

中木移植工　（2）　中木移植工　（2）　中木移植工　（2）　中木移植工　（2）　 敷地外より移植　　運搬距離10km程度

ドウダンツツジ　移植 H=1.0～1.5m  W=1.0～1.5m　剪定刈込共 30.0 本

積込・運搬費 1.0 式

諸雑費 1.0 式

園地整備園地整備園地整備園地整備

除草工 1,400.0 ㎡

表土すきとり t=300 450.0 ｍ3

地ならし 450.0 ｍ3

百葉箱　撤去 1.0 ㎡

同上　運搬処分費 0.2 ｍ3

再生砕石敷き t=150 75.0 ｍ3

普通作業員 不陸整正＋路盤工 人工

特殊運転手 人工

機械賃料 モータグレーダ　3.1ｍ 日
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　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事

　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

機械賃料 ロードローラ　マカダム　10～12t 日

燃料 ﾘｯﾄﾙ

諸雑費 1.0 式

防護柵撤去 鋼製 L=2000 φ40 3本 小口処理・処分共 1.0 ヶ所

剪定枝処分工事剪定枝処分工事剪定枝処分工事剪定枝処分工事

剪定枝　集積 49.0 ｍ3

同上　処分費 49.0 ｍ3

同上　材運搬 49.0 ｍ3

枯れ葉処分工事枯れ葉処分工事枯れ葉処分工事枯れ葉処分工事

枯れ葉　積込・運搬費 20.0 ｍ3

同上　処分費 20.0 ｍ3

管理小屋移設、簡易トイレ新設管理小屋移設、簡易トイレ新設管理小屋移設、簡易トイレ新設管理小屋移設、簡易トイレ新設

管理小屋　移動費

鉄骨造　平屋建　7.35㎡

養生、積込、積下し　据付共

1.0 式

外壁サイディング　撤去 看板共 3.5 ㎡

基礎コンクリート　撤去処分 無筋 0.2 ｍ3

金属サイディング張り 3.5 ㎡
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　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事

　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

簡易トイレ　　 和便器　非水洗　ＰE製　W840*D1550*H2470  360L 1.0 台

　同上　パーテーション 架台付タイプ 1.0 台

　同上　固定金具 1.0 set

　同上　運搬・取付費 1.0 ヶ所

根切り 機械　つぼ、布堀り 9.0 ｍ3

埋戻し 根伐土 3.3 ｍ3

残土処分 5.7 ｍ3

砕石地業 土間下 1.9 ｍ3

捨コンクリート FC18-15-25 0.1 ｍ3

同上打設費 0.1 ｍ3

土間コンクリート FC18-8-25 2.8 ｍ3

同上打設費 2.8 ｍ3

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M16  L300 4.0 本

普通型枠 8.1 ㎡

運搬費 型枠 8.1 ㎡

異形鉄筋 D13 120.0 kg

鉄筋加工組立 120.0 kg

鉄筋　運搬費 120.0 kg
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　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事

　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

B-2 計B-2 計B-2 計B-2 計
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　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事

　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

ＣＣＣＣ 遊歩道　園路工事遊歩道　園路工事遊歩道　園路工事遊歩道　園路工事

除草工

機械　集草・積込・荷卸共

遊歩道Ｇ区間

140.0 ㎡

　〃　処分費 7.0 ｍ3

樹林地下草刈工

機械　除草整理共

アスレバイク道

1,160.0 ㎡

園路工　ｳｯﾄﾞﾁｯﾌﾟ歩道　傾斜型 W=2m 336.0 ㎡

園路工　ｳｯﾄﾞﾁｯﾌﾟ歩道　平１型 W=2m 1,014.0 ㎡

園路工　ｳｯﾄﾞﾁｯﾌﾟ歩道　平２型 W=2m 190.0 ㎡

園路工　ｳｯﾄﾞﾁｯﾌﾟ歩道　平３型 W=0.6m～1.0m 56.0 ㎡

園路工　自然型歩道 W=1.2m  186.0 ㎡

園路工　ｱｽﾚﾊﾞｲｸ道 W=2m 1,160.0 ㎡

階段工　（1） 擬木　W=1200 5.0 段

階段工　（2）  〃 8.0 段

階段工　（3）  〃 10.0 段

法面工 70.0 ｍ

Ｃ　計Ｃ　計Ｃ　計Ｃ　計
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　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事

　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

ＤＤＤＤ 遊歩道　解体撤去工事遊歩道　解体撤去工事遊歩道　解体撤去工事遊歩道　解体撤去工事

木橋　　床解体 人道橋（1）、(2) 7.0 ㎡

発生材　分別・集積・積込み コンクリート・金属類以外 0.7 ｍ3

発生材運搬費

木くず 角材、板材、合板、等 0.7 ｍ3

発生材処分費

木くず 角材、板材、合板、等 0.7 ｍ3

廃材木処分廃材木処分廃材木処分廃材木処分 ｱｽﾚﾊﾞｲｸ道

廃材木　集積 31.4 ｍ3

同上　材運搬 31.4 ｍ3

同上　処分 31.4 ｍ3

下枝剪定下枝剪定下枝剪定下枝剪定 ｱｽﾚﾊﾞｲｸ道

下枝剪定・集積 5.0 ｍ3

同上　材運搬 5.0 ｍ3

同上　処分 5.0 ｍ3

Ｄ　計Ｄ　計Ｄ　計Ｄ　計
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　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事

　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

ＥＥＥＥ 遊歩道　橋工事遊歩道　橋工事遊歩道　橋工事遊歩道　橋工事

人道橋（1）人道橋（1）人道橋（1）人道橋（1）

根伐 機械 2.2 ｍ3

埋戻し 根伐土 1.6 ｍ3

残土処分 0.6 ｍ3

砕石地業 0.4 ｍ3

基礎コンクリート FC24-15-25 0.8 ｍ3

同上打設費 0.8 ｍ3

無収縮モルタル 4.0 ヶ所

普通型枠 3.5 ㎡

打放し型枠 1.9 ㎡

型枠　運搬費 5.4 ㎡

異形鉄筋 D13 8.0 kg

鉄筋加工組立 8.0 kg

鉄筋　運搬費 8.0 kg

アンカーボルト M20　L=300 8.0 本

ゴム支承 CR t=20 0.3 ㎡

鋼材費

H-200*100*5.5*8 153.0 kg
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　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事

　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

C-150*75*6.5*10 74.4 kg

L-5*40*40 2.8 kg

ブレース　M14 10.4 kg

BPL-19 28.8 kg

GPL-6 6.4 kg

HTB  M16 18.0 本

現寸工作図費 300.0 kg

工場加工費 300.0 kg

積込運搬費 300.0 kg

建て方費 300.0 kg

溶融亜鉛メッキ費 300.0 kg

　〃　　運搬費 1.0 式

レッカー費 1.0 式

床組

人工木デッキ材  人工橋(1) W1510*D175*L3595 ｱﾙﾐ大引・束柱共 1.0 set

束柱設置費 12.0 ヶ所

運搬組立費 1.0 式
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　　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事

　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　　内　　　　　訳　　　　　 　書　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

人道橋（2）人道橋（2）人道橋（2）人道橋（2）

根伐 機械 5.7 ｍ3

埋戻し 根伐土 1.9 ｍ3

残土処分 3.8 ｍ3

砕石地業 0.2 ｍ3

捨コンクリート FC18-8-25 0.1 ｍ3

同上打設費 0.1 ｍ3

普通型枠 0.2 ㎡

型枠　運搬費 0.2 ㎡

ベンチフリューム 700型　L=2000 1.0 本

  〃　　　　　　　蓋 700型　L=500 4.0 個

土木世話役 人工

特殊作業員 人工

普通作業員 人工

バックホウ 0.8ｍ3  2.9t吊 日

Ｅ　計Ｅ　計Ｅ　計Ｅ　計

P 14         



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　　代　　価　　表　　　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

防球丸太工（Ａ）１段　10ｍ当り

丸太材 唐松材 φ180　　　 0.26 ｍ3

　同上　　木材保護塗料塗り Ａ種　素地ごしらえ共 5.70 ㎡

小運搬 0.26 ｍ3

鉄杭 D22  L=800 24.3 kg

かすがい 9*150 8.0 本

普通作業員 人工

諸雑費 1.0 式

防球丸太工（Ａ）１段　10ｍ当り

防球丸太工（Ａ）１段　1ｍ当り

防球丸太工（Ｂ）１段　10ｍ当り

盛土 1.90 ｍ3

盛土面整形 12.5 ㎡

丸太材 唐松材 φ180　 0.26 ｍ3



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　　代　　価　　表　　　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

　同上　　木材保護塗料塗り Ａ種　素地ごしらえ共 5.70 ㎡

小運搬 0.26 ｍ3

鉄杭 D22  L=800 24.3 kg

かすがい 9*150 8.0 本

普通作業員 人工

諸雑費 1.0 式

防球丸太工（Ｂ）１段　10ｍ当り

防球丸太工（Ｂ）１段　1ｍ当り

防球丸太工（Ｃ）10ｍ当り

横木 唐松材 φ180　　 0.51 ｍ3

杭木 唐松丸太 　皮むき　φ90　　 0.05 ｍ3

　同上　　木材保護塗料塗り Ａ種　素地ごしらえ共 12.40 ㎡

小運搬 0.56 ｍ3

なまし鉄線 ＃10 4.0 kg

かすがい 9*150 16.0 本



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　　代　　価　　表　　　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

普通作業員 人工

諸雑費 1.0 式

防球丸太工（Ｃ）10ｍ当り

防球丸太工（Ｃ）1ｍ当り

埋め込み丸太工　10ｍ当り

丸太材 唐松材 φ180　　 0.26 ｍ3

　同上　　木材保護塗料塗り Ａ種　素地ごしらえ共 5.70 ㎡

小運搬 0.26 ｍ3

鉄杭 D22  L=800 24.3 kg

普通作業員 人工

諸雑費 1.0 式

埋め込み丸太工　10ｍ当り

埋め込み丸太工　1ｍ当り



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　　代　　価　　表　　　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

防球築地工　10ｍ当り

盛土 1.9 ｍ3

盛土面整形 12.5 ㎡

防球築地工　10ｍ当り

防球築地工　1ｍ当り

防球ネット工（Ａ）　H500　100ｍ当り

防球ネット ポリエチレン　25mm幅　H500 100.00 ｍ

ポリエステルロープ φ10 105.00 ｍ

鉄杭 φ12 67.0 本

普通作業員 人工

諸雑費 1.0 式

防球ネット工（Ａ）　H500　100ｍ当り

防球ネット工（Ａ）　H500　1ｍ当り



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　　代　　価　　表　　　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

防球ネット工（Ｂ）　H500　100ｍ当り

盛土 19.0 ｍ3

盛土面整形 125.0 ㎡

防球ネット ポリエチレン　25mm幅　H500 100.00 ｍ

ポリエステルロープ φ10 105.00 ｍ

鉄杭 φ12 67.0 本

普通作業員 人工

諸雑費 1.0 式

防球ネット工（Ｂ）　H500　100ｍ当り

防球ネット工（Ｂ）　H500　1ｍ当り

ＮＰライン工　　100ｍ当り

ポリエステルロープ φ10　 100.00 ｍ

ロープアンカー 鋼製　φ6　L=150 201.0 本



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　　代　　価　　表　　　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

普通作業員 人工

諸雑費 1.0 式

ＮＰライン工　　100ｍ当り

ＮＰライン工　　1ｍ当り

ＯＢライン工　　100ｍ当り

ポリエステルロープ φ10　 100.00 ｍ

ロープ止め金具 ｽﾃﾝﾚｽ製　Ｕ型　L=100 101.0 本

普通作業員 人工

諸雑費 1.0 式

ＯＢライン工　　100ｍ当り

ＯＢライン工　　1ｍ当り



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　　代　　価　　表　　　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

ティーグラウンド工　　10箇所当り

砕石地業 C 0-40 11.0 ｍ3

川砂敷き 1.3 ｍ3

砕砂敷き 2.1 ｍ3

寒冷紗敷き 49.1 ｍ2

ベンチフリューム蓋 １種　40型 30.0 個

土木世話役 人工

普通作業員 人工

小運搬 11.10 ｍ3

ティーグラウンド工　　10箇所当り

ティーグラウンド工　　1箇所当り

打出し路盤工　　100㎡当り

砕石地業 C 0-40 18.8 ｍ3

砕砂敷き 5.0 ｍ3

寒冷紗敷き 100.0 ｍ2

小運搬 18.80 ｍ3



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　　代　　価　　表　　　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

打出し路盤工　　100㎡当り

打出し路盤工　　1㎡当り

ホールグラウンド工　　10箇所当り

割石地業 0.8 ｍ3

砕砂敷き 2.3 ｍ3

敷モルタル 2.8 ｍ2

ホールカップ ポール、旗共 10.0 個

同上　据付費 10.0 ヶ所

小運搬 0.80 ｍ3

ホールグラウンド工　　10箇所当り

ホールグラウンド工　　1箇所当り

園路工　100㎡当り

表土すきとり 10.7 ｍ3

切土整形 20.5 ㎡



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　　代　　価　　表　　　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

土木世話役 人工

普通作業員 人工

バックホウ 日

機械運転 人工

盛土 0.6 ｍ3

敷き均し すきとり土 10.1 ｍ3

転圧 日

特殊作業員 人工

振動ローラ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.8～1.1t 日

諸雑費 1.0 式

園路工　100㎡当り

園路工　1㎡当り

排水桝工　10箇所当り

根切り 9.1 ｍ3

埋戻し 7.8 ｍ3

残土処分 敷きならし 1.3 ｍ3

割石地業 1.0 ｍ3



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　　代　　価　　表　　　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

集水桝 Ｃ種　材工 10.0 箇所

小運搬 1.00 ｍ3

排水桝工　10箇所当り

排水桝工　1箇所当り

擬木階段工　　10段当り W=1200

根切り 0.42 ｍ3

埋戻し 0.32 ｍ3

残土処分 敷きならし 0.10 ｍ3

据付手間 普通作業員 人工

擬木階段　二本組 二本組木W=1200、止め杭、ﾎﾞﾙﾄM10*L130 10.0 set

擬木階段工　　10段当り

擬木階段工　　1段当り



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　　代　　価　　表　　　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

砕砂敷き　　　10ｍ3当り

砕砂 大鹿産 12.5 ｍ3

小運搬費

ダンプトラック 2.0t 日

バックホウ 0.13ｍ3 日

機械運転 人工

諸雑費 1.0 式

敷き均し 10.5 ｍ3

水締め転圧 10.5 ｍ3

土木世話役 人工

普通作業員 人工

タンパ（ﾗﾝﾏ） 60～80kg 日

諸雑費 1.0 式

砕砂敷き　　　10ｍ3当り

砕砂敷き　　　1ｍ3当り

山砂敷き　　　10ｍ3当り



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　　代　　価　　表　　　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

山砂 12.5 ｍ3

小運搬費

ダンプトラック 2.0t 日

バックホウ 0.13ｍ3 日

機械運転 人工

諸雑費 1.0 式

敷き均し 10.5 ｍ3

山砂敷き　　　10ｍ3当り

山砂敷き　　1ｍ3当り

川砂敷き　　　10ｍ3当り

川砂 12.5 ｍ3

小運搬費

ダンプトラック 2.0t 日

バックホウ 0.13ｍ3 日

機械運転 人工

諸雑費 1.0 式



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　　代　　価　　表　　　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

敷き均し 10.5 ｍ3

川砂敷き　　　10ｍ3当り

川砂敷き　　1ｍ3当り

切土面整形　100㎡当り

土木世話役 人工

普通作業員 人工

バックホウ 日

機械運転 日

諸雑費 1.0 式

切土面整形　100㎡当り

切土面整形　1㎡当り

盛土面整形　100㎡当り



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　　代　　価　　表　　　

番号 名　　称 種別形状 数 量 単位 単 価 金　額 摘　要

土木世話役 人工

普通作業員 人工

バックホウ 日

機械運転 日

諸雑費 1.0 式

盛土面整形　100㎡当り

盛土面整形　1㎡当り

小運搬費　10ｍ3当り 運搬 L=300m以下

普通作業員 積込、積卸し 人工

不整地運搬車 2.0t 日

諸雑費 1.0 式

小運搬費　10ｍ3当り

小運搬費　1ｍ3当り



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　代　　価　　表　

NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考

ウッドチップ歩道　【傾斜型】　100㎡当り

根切り 伐根共 5.5 ｍ3

切土法面整形 65.0 ㎡

土木一般世話役 人工

普通作業員 人工

バックホウ 日

機械運転 人工

盛土 5.5 ｍ3

盛土法面整形 70.0 ㎡

土木世話役 人工

普通作業員 人工

バックホウ 日

機械運転 人工

砕石地業 C 0-40 12.9 ｍ3

ウッドチップ 町支給（隣接地山積み） 14.9 ｍ3

運搬費

普通作業員 小車運搬、積込・運搬L=200m程度、積卸し 人工

不整地運搬車 2.0t 日

諸雑費 1.0 式

敷きならし 14.9 ｍ3

転圧 日



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　代　　価　　表　

NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考

特殊作業員 人工

振動ローラ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.8～1.1t 日

諸雑費 1.0 式

丸太設置工

丸太材 唐松間伐材 　φ90　　 0.6 ｍ3

なまし鉄線 ＃10 7.1 kg

普通作業員 人工

直接工事費　計　100㎡当り

ウッドチップ歩道　【傾斜型】　1㎡当り



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　代　　価　　表　

NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考

ウッドチップ歩道　【平１型】　100㎡当り

表土すきとり 伐根共 18.6 ｍ3

切土法面整形 111.0 ㎡

土木一般世話役 人工

普通作業員 人工

バックホウ 日

機械運転 人工

敷きならし すきとり土 18.6 ｍ3

砕石地業 C 0-40 11.2 ｍ3

ウッドチップ 町支給（隣接地山積み） 14.5 ｍ3

運搬費

普通作業員 小車運搬、積込・運搬L=200m程度、積卸し 人工

不整地運搬車 2.0t 日

諸雑費 1.0 式

敷きならし ウッドチップ 14.5 ｍ3

転圧 日

特殊作業員 人工

振動ローラ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.8～1.1t 日

諸雑費 1.0 式

直接工事費　計　100㎡当り



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　代　　価　　表　

NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考

ウッドチップ歩道　【平１型】　1㎡当り



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　代　　価　　表　

NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考

ウッドチップ歩道　【平２型】　100㎡当り

表土すきとり 伐根共 6.4 ｍ3

切土法面整形 92.5 ㎡

土木一般世話役 人工

普通作業員 人工

バックホウ 日

機械運転 人工

盛土 6.4 ｍ3

盛土法面整形 15.0 ㎡

土木世話役 人工

普通作業員 人工

バックホウ 日

機械運転 人工

砕石地業 C 0-40 11.2 ｍ3

ウッドチップ 町支給（隣接地山積み） 14.5 ｍ3

運搬費

普通作業員 小車運搬、積込・運搬L=200m程度、積卸し 人工

不整地運搬車 2.0t 日

敷きならし ウッドチップ 14.5 ｍ3

転圧 日

特殊作業員 人工



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　代　　価　　表　

NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考

振動ローラ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.8～1.1t 日

諸雑費 1.0 式

直接工事費　計　100㎡当り

ウッドチップ歩道　【平２型】　1㎡当り



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　代　　価　　表　

NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考

ウッドチップ歩道　【平３型】　100㎡当り

表土すきとり 伐根共 20.0 ｍ3

残土処分 すきとり土 20.0 ｍ3

再生砕石地業 RC 0-40 16.3 ｍ3

ウッドチップ 町支給（隣接地山積み） 14.5 ｍ3

運搬費

普通作業員 小車運搬、積込・運搬L=200m程度、積卸し 人工

不整地運搬車 2.0t 日

敷きならし ウッドチップ 14.5 ｍ3

転圧 日

特殊作業員 人工

振動ローラ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.8～1.1t 日

諸雑費 1.0 式

直接工事費　計　100㎡当り

ウッドチップ歩道　【平３型】　1㎡当り



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　代　　価　　表　

NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考

自然型歩道　100㎡当り

表土すきとり 伐根共 10.7 ｍ3

切土整形 20.5 ㎡

土木世話役 人工

普通作業員 人工

バックホウ 0.13ｍ3 日

機械運転 人工

盛土 0.6 ｍ3

敷き均し すきとり土 10.1 ｍ3

転圧 日

特殊作業員 人工

振動ローラ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.8～1.1t 日

諸雑費 1.0 式

直接工事費　計　100㎡当り

自然型歩道　１㎡当り



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　代　　価　　表　

NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考

アスレバイク道　100㎡当り

表土すきとり 伐根共 10.4 ｍ3

切土整形 12.5 ㎡

土木世話役 人工

普通作業員 人工

バックホウ 0.13ｍ3 日

機械運転 人工

盛土 0.6 ｍ3

敷き均し すきとり土 9.8 ｍ3

転圧 日

特殊作業員 人工

振動ローラ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.8～1.1t 日

諸雑費 1.0 式

直接工事費　計　100㎡当り

アスレバイク道　１㎡当り



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　代　　価　　表　

NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考

除草工　　1000㎡当り 機械　肩掛式　集草・積込・荷卸共

土木一般世話役 人工

特殊作業員 人工

普通作業員 人工

機械損料 草刈機　肩掛式　1.3kw 日

諸雑費 1.0 式

除草　　1000㎡当り

除草　　㎡当り

樹林地下草刈工　　1000㎡当り 機械　肩掛式　集草・積込・荷卸共

普通作業員 人工

草刈機運転 日

土木一般世話役 人工

特殊作業員 人工

機械損料 草刈機　肩掛式　1.3kw 日

燃料 ガソリン ﾘｯﾄﾙ

樹林地下草刈工　　1000㎡当り

樹林地下草刈工　　㎡当り



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　代　　価　　表　

NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考

擬木階段工　　10段当り W=1200

根切り 0.42 ｍ3

埋戻し 0.32 ｍ3

残土処分 敷きならし 0.10 ｍ3

据付手間 普通作業員 人工

擬木階段　二本組 二本組木W=1200、止め杭、ﾎﾞﾙﾄM10*L130 10.0 set

擬木階段工　　10段当り

擬木階段工　　1段当り



　マレットゴルフ場・遊歩道設置工事
　　代　　価　　表　

NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考

法面工　　100ｍ当り

やり方 80.0 ㎡

根切り 20.0 ｍ3

残土処分 20.0 ｍ3

切土法面整形 120.0 ㎡

土木一般世話役 人工

普通作業員 人工

バックホウ 日

機械運転 人工

野芝張り 目地あり 120.0 ㎡

法面工　　100ｍ当り

法面工　　1ｍ当り


