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工事内訳書工事内訳書工事内訳書工事内訳書　（　（　（　（金抜金抜金抜金抜きききき））））



遊歩道設置
　　　　明明明明　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 細細細細　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　書書書書　　　　NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考

平成平成平成平成26262626年度年度年度年度　　　　ながたながたながたながた自然公園自然公園自然公園自然公園リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル工事工事工事工事　【　【　【　【遊歩道設置工事遊歩道設置工事遊歩道設置工事遊歩道設置工事】】】】

総総総総　　　　括括括括　　　　表表表表 直接工事費Ａ 園路工事 1.0 式Ｂ 解体撤去工事 1.0 式Ｃ 橋工事 1.0 式Ｄ その他工事 1.0 式直接工事費　計共通仮設費 1.0 式現場管理費 1.0 式一般管理費等 1.0 式合計 整理計　工事費　合計消費税額総総総総　　　　　　　　　　　　計計計計㈱アース下平設計 － 2 －        



遊歩道設置
　　　　明明明明　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 細細細細　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　書書書書　　　　NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考ＡＡＡＡ 園路工事園路工事園路工事園路工事園路工　　ｳｯﾄﾞﾁｯﾌﾟ歩道 W=2m 310.0 ｍ園路工　　自然型歩道 W=2m 187.0 ｍ丸太土留工 13.0 ｍ丸太柵工 30.0 ｍ丸太法面工 20.0 ｍ

Ａ　Ａ　Ａ　Ａ　計計計計
㈱アース下平設計 － 3 －        



遊歩道設置
　　　　明明明明　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 細細細細　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　書書書書　　　　NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考ＢＢＢＢ 解体撤去工事解体撤去工事解体撤去工事解体撤去工事コンクリートＵ形側溝 240  L=4m　　処分共 1.0 式立木伐採・伐根 処分共 10.0 本草刈り 1,020.0 ㎡

Ｂ　Ｂ　Ｂ　Ｂ　計計計計

㈱アース下平設計 － 4 －        



遊歩道設置
　　　　明明明明　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 細細細細　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　書書書書　　　　NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考ＣＣＣＣ 橋工事橋工事橋工事橋工事【木橋－１】人工木 24.8 ｍ土台・根太 米ヒバ　　120*120、90*45 0.2 ｍ3金物 SUSｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷﾋﾞｽ　5.5*75 112.0 本針金 SUS ＃12 8.0 ｍ組立費 3.7 ㎡【木橋－２】人工木 16.0 ｍ土台・根太 米ヒバ　　120*120、90*45 0.1 ｍ3金物 SUSｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷﾋﾞｽ　5.5*75 64.0 本組立費 1.8 ㎡重力式擁壁 2.4 ｍアンカーボルト M12 　L=400 4.0 本コンクリート蓋 W800*L1200*t70 1.0 set

Ｃ　Ｃ　Ｃ　Ｃ　計計計計㈱アース下平設計 － 5 －        



遊歩道設置
　　　　明明明明　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 細細細細　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　書書書書　　　　NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考ＤＤＤＤ そのそのそのその他工事他工事他工事他工事暗渠工 管渠　P1-D300 4.0 ｍ誘導柱　２方向 H1500　　CON基礎共 4.0 ヶ所表示板加工・印刷共

Ｄ　Ｄ　Ｄ　Ｄ　計計計計
㈱アース下平設計 － 6 －        



　　　　　　　　代代代代　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　表表表表　　　　NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考ウッドチップウッドチップウッドチップウッドチップ歩道歩道歩道歩道　　　　100100100100ｍｍｍｍ当当当当りりりり 道路幅員道路幅員道路幅員道路幅員２２２２....0000ｍｍｍｍ草刈り 200.0 ㎡切土 18.1 ｍ3切土整形 150.0 ㎡土木世話役 0.6 人工普通作業員 1.4 人工バックホウ 0.5 日機械運転 0.5 人工盛土 18.1 ｍ3盛土整形 160.0 ㎡土木世話役 0.4 人工普通作業員 0.9 人工バックホウ 0.5 日機械運転 0.5 人工砕石地業 20.0 ｍ3ウッドチップ 町支給（隣接地山積み） 30.0 ｍ3運搬費 機械運搬 １km以内 0.5 日普通作業員 小車運搬、積込・運搬L=300m程度、積卸し 10.0 人工敷き均し 30.0 ｍ3転圧 0.8 日㈱アース下平設計 － 7 －        



　　　　　　　　代代代代　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　表表表表　　　　NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考丸太材 唐松間伐材 　φ90　　L=1500 95.0 本なまし鉄線 ＃10 14.5 kg直接工事費直接工事費直接工事費直接工事費　　　　計計計計　　　　100100100100ｍｍｍｍ当当当当りりりりウッドチップウッドチップウッドチップウッドチップ歩道歩道歩道歩道　　　　１１１１ｍｍｍｍ当当当当りりりり

㈱アース下平設計 － 8 －        



　　　　　　　　代代代代　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　表表表表　　　　NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考
自然型歩道自然型歩道自然型歩道自然型歩道　　　　100100100100ｍｍｍｍ当当当当りりりり 道路幅員道路幅員道路幅員道路幅員２２２２....0000ｍｍｍｍ草刈り 200.0 ㎡切土 8.4 ｍ3切土整形 130.0 ㎡土木世話役 0.6 人工普通作業員 1.4 人工バックホウ 0.5 日機械運転 0.5 人工盛土 8.4 ｍ3盛土整形 140.0 ㎡土木世話役 0.4 人工普通作業員 0.9 人工バックホウ 0.5 日機械運転 0.5 人工敷き均し 現場良質土　小運搬共 20.0 ｍ3転圧 0.8 日直接工事費直接工事費直接工事費直接工事費　　　　計計計計　　　　100100100100ｍｍｍｍ当当当当りりりり自然型歩道自然型歩道自然型歩道自然型歩道　　　　１１１１ｍｍｍｍ当当当当りりりり㈱アース下平設計 － 9 －        



　　　　　　　　代代代代　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　表表表表　　　　NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考丸太土留工丸太土留工丸太土留工丸太土留工　　　　　　　　10101010ｍｍｍｍ当当当当りりりり草刈り 24.0 ㎡根切り 9.8 ｍ3残土敷き均し 現場良質土 3.1 ｍ3埋め戻し 6.7 ｍ3切土整形 30.5 ㎡土木世話役 0.6 人工普通作業員 1.4 人工バックホウ 0.5 日機械運転 0.5 人工土木世話役 0.6 人工普通作業員 材料小運搬共 3.9 人工杭丸太 末口150　L=4m 18.0 本なまし鉄線 ＃10 16.1 kg転圧 0.1 日路床整正 12.0 ㎡丸太土留工丸太土留工丸太土留工丸太土留工　　　　　　　　10101010ｍｍｍｍ当当当当りりりり丸太土留工丸太土留工丸太土留工丸太土留工　　　　　　　　1111ｍｍｍｍ当当当当りりりり㈱アース下平設計 － 10 －        



　　　　　　　　代代代代　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　表表表表　　　　NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考丸太柵工丸太柵工丸太柵工丸太柵工　　　　　　　　10101010ｍｍｍｍ当当当当りりりり草刈り 24.0 ㎡根切り 2.5 ｍ3残土敷き均し 現場良質土 0.9 ｍ3埋め戻し 1.6 ｍ3切土整形 7.5 ㎡土木世話役 0.6 人工普通作業員 1.4 人工バックホウ 0.5 日機械運転 0.5 人工丸太 　杭木 末口90　L=1.5m 13.0 本丸太 　横木 末口60　L=2.0m 25.0 本普通作業員 材料小運搬共 2.3 人工丸太柵工丸太柵工丸太柵工丸太柵工　　　　　　　　10101010ｍｍｍｍ当当当当りりりり丸太柵工丸太柵工丸太柵工丸太柵工　　　　　　　　1111ｍｍｍｍ当当当当りりりり
㈱アース下平設計 － 11 －        



　　　　　　　　代代代代　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　表表表表　　　　NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考丸太法面工丸太法面工丸太法面工丸太法面工　　　　　　　　10101010ｍｍｍｍ当当当当りりりり草刈り 7.0 ㎡根切り 15.0 ｍ3残土敷き均し 現場良質土 15.0 ｍ3切土整形 20.0 ㎡土木世話役 0.6 人工普通作業員 1.4 人工バックホウ 0.5 日機械運転 0.5 人工丸太 　横木 末口60　L=2.0m 5.0 本異型棒鋼 Ｄ22 30.4 kg普通作業員 材料小運搬共 0.2 人工諸経費 なまし鉄線等 1.0 式丸太法面工丸太法面工丸太法面工丸太法面工　　　　　　　　10101010ｍｍｍｍ当当当当りりりり丸太法面工丸太法面工丸太法面工丸太法面工　　　　　　　　1111ｍｍｍｍ当当当当りりりり
㈱アース下平設計 － 12 －        



　　　　　　　　代代代代　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　表表表表　　　　NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考木橋木橋木橋木橋　　　　組立費組立費組立費組立費　　　　　　　　１１１１㎡㎡㎡㎡当当当当りりりり大工 0.26 人工普通作業員 0.05 人工計計計計
重力式擁壁重力式擁壁重力式擁壁重力式擁壁　Ｈ＝　Ｈ＝　Ｈ＝　Ｈ＝800800800800　　　　　　　　１０１０１０１０ｍｍｍｍ当当当当りりりり根切り 4.5 ｍ3埋め戻し 4.5 ｍ3砕石地業 C-40　 0.8 ｍ3型枠 材工共 17.5 ㎡コンクリート FC-21-18-25 2.2 ｍ3コンクリート打設費 2.2 ｍ3重力式擁壁　Ｈ＝800　　１０ｍ当り重力式擁壁重力式擁壁重力式擁壁重力式擁壁　Ｈ＝　Ｈ＝　Ｈ＝　Ｈ＝800800800800　　　　　　　　１１１１ｍｍｍｍ当当当当りりりり

㈱アース下平設計 － 13 －        



　　　　　　　　代代代代　　　　　　　　価価価価　　　　　　　　表表表表　　　　NO 項　目　名 規格，摘要 数 量 単位 単 価 金　額 備　考暗渠工暗渠工暗渠工暗渠工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０１０１０１０ｍｍｍｍ当当当当たりたりたりたり根切り 4.8 ｍ3残土敷き均し 1.5 ｍ3埋め戻し 3.3 ｍ3砕石地業 C-40 0.4 ｍ3捨てコンクリート FC18-8-25 0.1 ｍ3捨てコンクリート打設費 0.1 ｍ3管渠　 P1-D300 4.0 ｍ土木世話役 0.2 人工特殊作業員 0.2 人工普通作業員 0.7 人工トラッククレーン賃料 0.2 日その他 1.0 式暗渠工暗渠工暗渠工暗渠工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０１０１０１０ｍｍｍｍ当当当当たりたりたりたり暗渠工暗渠工暗渠工暗渠工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１１１ｍｍｍｍ当当当当たりたりたりたり
㈱アース下平設計 － 14 －        


