
№１

下段：変更後数量

工　　種 細　　　目 数　量 単位

駐車場整備工

　敷地造成工

　作業土工

機械掘削 373.94×(0.25+0.1)+4.0× = 132.08 132.00

（0.20+0.1） ｍ3

掘削土運搬　L=4.5km以内 = 132.08 132.00

任意箇所へ ｍ3

残土受入地の整地 = 132.08 132.00

任意箇所 ｍ3

不陸整正・締固め 373.94+4.0 = 377.94 378.00

ｍ2

　砕石舗装工

下層路盤工　t=25cm 図面参照 = 373.94 374.00

RC-40　２層仕上 ｍ2

上層路盤工　t=10cm 図面参照 = 373.94 374.00

RC-40　 ｍ2

　乗入部舗装工

下層路盤工　t=20cm 図面参照 = 4.00 4.00

RC-40　 ｍ2

上層路盤工　t=10cm 図面参照 = 4.00 4.00

RC-40　 ｍ2

表層工　t=4cm 図面参照 = 4.00 4.00

再生密粒度As20F ｍ2

数　量　総　括　表数　量　総　括　表数　量　総　括　表数　量　総　括　表
上段：当初数量

計　　　算　　　式



№2

下段：変更後数量

工　　種 細　　　目 数　量 単位

　付属施設工

　駐車区画工

駐車区画トラロープ設置 2.7*11+5.0*12 = 89.7 90.00

φ12mm以上　11駐車区画分

1区画　W2.7×L5.0ｍ ｍ

埋込金具等諸雑材含

 照明工

床掘（基礎部） (0.5*0.5*1.02）×3 = 0.77 1.00

※埋戻し・発生土処分は少量につき省略

ｍ3

基面整正 (0.5*0.5)×3 = 0.75 1.00

ｍ2

基礎砕石　t=10cm (0.4*0.4)×3 = 0.48 1.00

RC-40 ※参考　0.05ｍ3 ｍ2

コンクリート基礎工 3箇所 (φ300*0.5）×3 = 0.11 0.10

18-8-25BB ｍ3

円形紙管　φ300　4ｍ1本
使用数 0.5ｍ×3箇所=1.5ｍ

= 1.00 1.00

型枠使用 本

防犯外灯　照明灯建柱 = 3.00 3.00

地上高4.2ｍ 基

照明ポール　T5.5 = 3.00 3.00

埋込式　5.5ｍ 本

照明器具取付 = 2.00 2.00

台

LED照明器具 = 2.00 2.00

NNY20498LE1同等品以上 基

支線設置工　22sq = 1.00 1.00

支線アンカー 箇所

架空電線設置　2径間 = 2.00 2.00

DV2.0-2C　15ｍ 径間

分電盤取付 = 1.00 1.00

面

引込開閉器　 = 1.00 1.00

ﾌﾞﾗｯｸﾎﾞｯｸｽ　ELB 組

ケーブル設置工 = 8.00 8.00

VVF2.0-2C ｍ

電線管設置工 = 6.00 6.00

VE22 ｍ

高所作業車運転 = 1.00 1.00

10ｍ 日

数　量　総　括　表数　量　総　括　表数　量　総　括　表数　量　総　括　表
上段：当初数量

計　　　算　　　式



№3

下段：変更後数量

工　　種 細　　　目 数　量 単位

　サイン工（案内板Ａ）

案内板設置工 = 1.00 1.00

基

※内訳 床掘（基礎部） (0.9*1.05*0.7）×2 = 1.32 1.00

※発生土処分は少量につき作業土工に含む

ｍ3

基面整正 (0.9*1.05)×2 = 0.95 1.00

ｍ2

基礎砕石　t=15cm （0.7*0.85）×2 = 1.19 1.20

RC-40 ※参考　0.18ｍ3 ｍ2

コンクリート基礎工 2箇所 (0.6*0.75*0.6）×2 = 0.54 0.50

18-8-25BB ｍ3

コンクリート基礎　型枠 (0.6*0.6*4)+(0.75*0.6*4) = 3.24 3.20

1.44+1.8 ｍ2

案内板 NECO-88　GL高2100 表示有効ｻｲｽﾞ = 1.00 1.00

INFOMEX　同等品以上 W1800*H900 両面　 基

表示面印刷 両面 2色(赤・黒)　

W1800*H900×2（両面）　 = 3.24 3.24

アルミ複合版3.0t １基当り3.24㎡ ｍ2

組立設置手間 = 1.00 1.00

基

　サイン工（案内板Ｂ）

案内板設置工 表示有効ｻｲｽﾞ = 1.00 1.00

ポリ・アルミ複合版程度 W910*H600 片面　 基

※内訳 案内板Ｂ設置　外柵へ取付 表示有効ｻｲｽﾞ = 1.00 1.00

ポリ・アルミ複合版程度 W910*H600 片面　赤単色　 枚

数　量　総　括　表数　量　総　括　表数　量　総　括　表数　量　総　括　表
上段：当初数量

計　　　算　　　式



№4

下段：変更後数量

工　　種 細　　　目 数　量 単位

　外柵工（駐車場入口変更用）

床掘 (0.5*0.5*0.9）×13 = 2.93 3.00

柵垣柱撤去 再設置用 ｍ3

埋戻し (0.5*0.5*0.9）×13 = 2.93 3.00

柵垣柱撤去 再設置用 ｍ3

柵垣柱撤去工 8本　 = 6.30 6.30

ﾚｰﾙ共　一部再利用 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬　L=7.5km

(0.1*0.1*1.8+0.05*0.1*0.4)*3

= 0.06 1.00

柵垣柱 南重想定 ｍ3

柵垣柱再利用設置 ﾚｰﾙ共 = 3.65 3.65

5本 ｍ

　処分費

ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品処分

(0.1*0.1*1.8+0.05*0.1*0.4)*3

= 0.06 0.10

柵垣柱 ｍ3

役務費

中部電力申請費 = 1.00 1.00

式

数　量　総　括　表数　量　総　括　表数　量　総　括　表数　量　総　括　表
上段：当初数量

計　　　算　　　式


