
工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０３－０１－０００－２－１０１ 号 実施 起工 設計書

造成工事

道路土工

掘削工

     480.000
掘削

m3

20210801

第0001号代価表

     480.000
掘削

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),施工数量(小規模（標準）)

施工Ｐ

路体盛土工

     800.000
路体(築堤)盛土

m3

第0002号代価表

     800.000
路体(築堤)盛土

m3施工幅員(4.0m以上),施工数量(10,000m3未

満),障害の有無(無し)

施工Ｐ

法面整形工

      86.000
法面整形(盛土部)

m2

第0003号代価表

      86.000
法面整形

m2整形箇所(盛土部),法面締固めの有無(有り

),現場制約の有無(無し),土質(ﾚｷ質土､砂

及び砂質土､粘性土),費用の内訳(全ての費

用)

施工Ｐ

残土処理工

     460.000
土砂等運搬

m3

第0004号代価表

     460.000
土砂等運搬

m3土砂等発生現場(標準),積込機種･規格(ﾊﾞｯ

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）),土質(土砂（

岩塊･玉石混り土含む）),DID区間の有無(

有り),運搬距離（km）（DID区間有）(31.5

km以下)

施工Ｐ

     460.000
残土等処分

m3

土浦市1
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20210801     460.000
ストックヤード利用料金

ｍ３発生土搬入

      80.000
土砂等運搬

m3

20210801

第0005号代価表

      80.000
土砂等運搬

m3土砂等発生現場(標準),積込機種･規格(ﾊﾞｯ

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）),土質(土砂（

岩塊･玉石混り土含む）),DID区間の有無(

有り),運搬距離（km）（DID区間有）(6.0k

m以下)

施工Ｐ

      80.000
残土等処分

m3

20210801      80.000
中間処理受託料金

ｍ３がれき類その他

構造物撤去工

作業土工

     190.000
床掘り

m3

第0006号代価表

     190.000
床掘り

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     250.000
埋戻し

m3

第0007号代価表

     250.000
埋戻し

m3施工方法(上記以外（小規模）),土質(土砂

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

防護柵撤去工

      14.000
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

m

20210801      14.000
ガードレール撤去工　土中建込用

ｍ旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ

      16.000
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

m
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20210801      16.000
ガードレール撤去工　土中建込用

ｍＧｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ

      54.000
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

m

20210801      54.000
部材撤去(ﾚｰﾙ撤去)

m規格・仕様(路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・

Cp種）),夜間作業の補正(無),時間的制約

を受ける場合の補正(無)

      74.000
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

m

20210801      74.000
部材撤去(ﾚｰﾙ撤去)

m規格・仕様(路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・

Cp種）),夜間作業の補正(無),時間的制約

を受ける場合の補正(無)

      76.000
防護柵(横断･転落防止柵)撤去

m

20210801      76.000
横断・転落防止柵撤去工 土中建
込用 ｍ

ビーム式・パネル式

標識撤去工

       6.000
標識撤去

基

20210801       6.000
標識柱・基礎撤去（路側式）

基単柱式φ６０．５～φ１０１．６

構造物取壊し工

     360.000
舗装版切断

m

第0008号代価表

     360.000
舗装版切断

m舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

厚(15cm以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

    3,360.000
舗装版破砕

m2
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第0009号代価表

    3,360.000
舗装版破砕

m2舗装版種別(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版),障害等の有無(

無し),騒音振動対策(必要),舗装版厚(15cm

以下),積込作業の有無(有り),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

       6.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

ｍ3

       6.000
構造物とりこわし

m3構造物区分(無筋構造物),工法区分(機械施

工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の

有無(無し),低騒音･低振動対策(必要)

      15.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

m3

      15.000
構造物とりこわし

m3構造物区分(鉄筋構造物),工法区分(機械施

工),時間的制約の有無(無し),夜間作業の

有無(無し),低騒音･低振動対策(必要)

排水構造物撤去工

      19.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

ｍ3

20210801

第0010号代価表

      19.000
構造物とりこわし工

ｍ３

道路付属施設撤去工

      21.000
土留板柵撤去

ｍ

20210801      16.000
鋼矢板(H鋼)打設引抜(BH単･陸上)

枚･本打設、引抜区分(引抜),引抜長(2m以下),施

工枚（本）数算定の方法(標準)

       5.000
車止め撤去

本

20210801

第0011号代価表

       5.000
車止め撤去

本

      81.000
ケーブル撤去

m
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20210801      81.000
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

m作業種別(管内配線),規格(20mm以下),作業

内容による補正(撤去（不使用）)

      81.000
ケーブル配管撤去

m

20210801      81.000
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

m作業種別(構内地中 50mm以下),作業内容に

よる補正(撤去（不使用）),管規格(FEP 30

mm),条数による補正(1 条)

       1.000
分電盤撤去

面

20210801       1.000
分電盤取付(ﾎﾟｰﾙ取付)

面作業種別(分電盤（ポール取付）),作業内

容による補正(撤去（不使用）)

       4.000
照明灯撤去

基

20210801       4.000
道路照明灯撤去

基作業区分(GL8～12m 重量350kg以下),トラ

ッククレ－ンの深夜割増の区分(割増なし)

       1.000
引込柱撤去

基

20210801

第0012号代価表

       1.000
引込柱撤去

本

      45.000
仮設シェルター撤去

ｍ

20210801      45.000
仮設シェルター撤去

ｍ

運搬処理工

     195.000
殻運搬

m3

第0013号代価表

     195.000
殻運搬

m3殻発生作業(舗装版破砕),積込工法区分(機

械（騒音対策不要､厚15cm以下）),DID区間

の有無(有り),運搬距離（km）（DID区間有

）(6.0km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       6.000
殻運搬

m3
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第0014号代価表

       6.000
殻運搬

m3殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこ

わし),積込工法区分(機械積込),DID区間の

有無(有り),運搬距離（km）（DID区間有無

）(5.7km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      34.000
殻運搬

m3

第0015号代価表

      34.000
殻運搬

m3殻発生作業(ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこ

わし),積込工法区分(機械積込),DID区間の

有無(有り),運搬距離（km）（DID区間有無

）(5.7km以下),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     195.000
殻処分

m3

20210801

第0016号代価表

     195.000
殻処分（アスファルト）

ｍ３

       6.000
殻処分

m3

20210801

第0017号代価表

       6.000
殻処分（無筋構造物）

ｍ３

      34.000
殻処分

m3

20210801

第0018号代価表

      34.000
殻処分（鉄筋構造物）

ｍ３

       1.000
廃材運搬

回

20210801       1.000
収集・運搬受託料金（建設系廃棄
物） 回

2t・3tコンテナ車(4m3) 片道25km

       2.000
廃材運搬

回

第0019号代価表

       2.000
現場発生品･支給品運搬

回ﾄﾗｯｸ機種(ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊),片道運

搬距離（km）(5.0km以下),1回当り平均積

載質量（t）(2.6t超2.95t以下)

施工Ｐ

       0.300
廃材処分

ｍ３
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20210801       0.300
中間処理受託料金

ｍ３廃プラスチック

       3.700
スクラップ

t

       3.000
スクラップ

ｔヘビーＨ１

20210801       0.700
スクラップ

tアルミくず

20210801       0.005
スクラップ

t銅くず

仮設工

交通管理工

     360.000
交通誘導警備員

人日

20210801     360.000
交通誘導警備員Ｂ

人

道路工事

道路土工

掘削工

      30.000
掘削

m3

第0001号代価表

      30.000
掘削

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),施工数量(小規模（標準）)

施工Ｐ

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

       4.000
下層路盤(車道・路肩部)

m2
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第0020号代価表

       4.000
下層路盤(車道･路肩部)

m2全仕上り厚（実数入力）(50 mm),施工区分

(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費用

の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      42.000
上層路盤(車道・路肩部)

m2

第0021号代価表

      42.000
上層路盤(車道･路肩部)

m2材料(粒度調整砕石 M-30),全仕上り厚（実

数入力）(150 mm),施工区分(1層施工),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     132.000
路盤(歩道部)

m2

第0022号代価表

     132.000
路盤(歩道部)

m2全仕上り厚（実数入力）(100 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      15.000
路盤(歩道部)

m2

第0023号代価表

      15.000
路盤(歩道部)

m2全仕上り厚（実数入力）(200 mm),施工区

分(2層施工),材料(粒度調整砕石 M-30),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     109.000
基層(車道・路肩部)

m2

第0024号代価表

     109.000
基層(車道･路肩部)

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生粗粒度アスコン（

２０）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      38.000
基層(車道・路肩部)

m2

20210801

第0025号代価表

      38.000
基層(車道･路肩部)

m2平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）),1

層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm),材料(再

生粗粒度アスコン（２０）),瀝青材料種類

(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     109.000
表層(車道・路肩部)

m2
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第0026号代価表

     109.000
表層(車道･路肩部)

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン（

２０）),瀝青材料種類(ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4),費用

の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      38.000
表層(車道・路肩部)

m2

第0027号代価表

      38.000
表層(車道･路肩部)

m2平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）),1

層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm),材料(再

生密粒度アスコン（２０）),瀝青材料種類

(ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       4.000
表層(車道・路肩部)

m2

20210801

第0028号代価表

       4.000
表層(車道･路肩部)

m2平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）),1

層当平均仕上厚 50mm以下(50 mm),材料(再

生密粒度アスコン（１３）),瀝青材料種類

(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     132.000
表層(歩道部)

m2

第0029号代価表

     132.000
表層(歩道部)

m2平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m

m以下(30 mm),材料(細粒度アスコン（１３

）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の

内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      15.000
表層(歩道部)

m2

第0030号代価表

      15.000
表層(歩道部)

m2平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m

m以下(40 mm),材料(細粒度アスコン（１３

）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の

内訳(全ての費用)

施工Ｐ

排水構造物工

作業土工

      50.000
床掘り

m3

土浦市9



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０３－０１－０００－２－１０１ 号 実施 起工 設計書

第0006号代価表

      50.000
床掘り

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      20.000
埋戻し

m3

第0007号代価表

      20.000
埋戻し

m3施工方法(上記以外（小規模）),土質(土砂

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      41.000
基面整正

m2

第0031号代価表

      41.000
基面整正

m2

施工Ｐ

側溝工

      51.000
L型街渠

m

20210801

第0032号代価表

      51.000
L型街渠（一般部）

ｍ

       8.000
L型街渠

m

20210801

第0033号代価表

       8.000
L型街渠（車乗入れ部）

ｍ

      18.000
L型街渠

m

20210801

第0034号代価表

      18.000
L型街渠（交差点部）

ｍ

       1.200
L型街渠

m

20210801

第0035号代価表

       2.000
L型街渠（車乗入れ部(摺付部)）

箇所

       3.000
L型街渠

m

20210801

第0036号代価表

       5.000
L型街渠（交差点部(摺付部)）

箇所

      54.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

ｍ
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      54.000
長尺Ｕ字溝(歩道用)[土木工事標
準単価] ｍ

作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KUS400*400

),夜間作業の有無(無),時間的制約の有無(

無し),施工箇所による補正(無),基礎砕石

施工の有無(有),基礎砕石の種類(再生ｸﾗｯｼ

ｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(0.5 m3/10

m)

       8.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

ｍ

       8.000
長尺Ｕ字溝(車道用・スラグ入り
含む)[土木工事標準単価] ｍ

作業区分(据付),Ｕ字側溝種類(KUR400*400

),夜間作業の有無(無),時間的制約の有無(

無し),施工箇所による補正(無),基礎砕石

施工の有無(有),基礎砕石の種類(再生ｸﾗｯｼ

ｬｰﾗﾝ RB-40),基礎砕石設計数量(0.55 m3/1

0m)

      49.000
側溝蓋

枚

      49.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(歩道用)(県規格)[
土木工事標準単価] 枚

作業区分(据付),蓋版の種類(ISL-400),夜

間作業の有無(無),時間的制約の有無(無し

),施工箇所による補正(無)

       8.000
側溝蓋

枚

       8.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(横断用)(県規格)[
土木工事標準単価] 枚

作業区分(据付),蓋版の種類(IRL-400),夜

間作業の有無(無),時間的制約の有無(無し

),施工箇所による補正(無)

       6.000
側溝蓋

枚

       6.000
鋼鉄製蓋布設(長尺Ｕ字溝)(T14)[
土木工事標準単価] 枚

作業区分(据付),蓋版の種類(T-14 400用),

夜間作業の有無(無),時間的制約の有無(無

し),施工箇所による補正(無)

管渠工

      10.000
暗渠排水管

m
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０３－０１－０００－２－１０１ 号 実施 起工 設計書

第0037号代価表

      10.000
暗渠排水管

m作業区分(据付),管種別(直管),呼び径(50

～150mm),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

集水桝工

       5.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝

箇所

第0038号代価表

       5.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

基作業区分(据付),製品質量（kg/基）(400kg

を超え600kg以下),基礎砕石の有無(有り),

費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20210801       5.000
街渠桝(グレーチング付)

基400×350

第0039号代価表

       3.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

m作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(B種（180/205

×250×600）),基礎砕石規格(無し),均し

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(無し)

施工Ｐ

       3.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

箇所

第0038号代価表

       3.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

基作業区分(据付),製品質量（kg/基）(400kg

を超え600kg以下),基礎砕石の有無(有り),

費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20210801       3.000
集水桝(グレーチング付)

基T-14,400×400×700

       1.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

箇所

第0040号代価表

       1.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

基作業区分(据付),製品質量（kg/基）(600kg

を超え800kg以下),基礎砕石の有無(有り),

費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20210801       1.000
集水桝(グレーチング付)

基T-14,600×600×700

縁石工

作業土工
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０３－０１－０００－２－１０１ 号 実施 起工 設計書

       1.000
基面整正

m2

第0031号代価表

       1.000
基面整正

m2

施工Ｐ

縁石工

       5.000
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

m

第0041号代価表

       5.000
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

m作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(A種（120×120

×600）),基礎砕石規格(砕石（各種）),均

し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生

工の有無(有り)

施工Ｐ

区画線工

区画線工

      62.000
溶融式区画線

m

      62.000
区画線設置

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

     110.000
溶融式区画線

m

     110.000
区画線設置

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(実線 45cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

       9.000
溶融式区画線

m
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０３－０１－０００－２－１０１ 号 実施 起工 設計書

       9.000
区画線設置

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(破線 15cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

       4.000
溶融式区画線

ｍ

       4.000
区画線設置

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(破線 45cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

無し),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

道路付属施設工

道路付属物工

      18.000
車線分離標

本

      18.000
道路付属物設置工(車線分離標[ﾗﾊ
ﾞｰﾎﾟｰﾙ]設置) 本

施工区分(固定式（貼付式）),材料費区分(

手間＋材料費),規格・仕様(本体（柱）径

φ80ベース径φ250高800),施工規模(10本

未満),夜間作業の補正(無),時間制約を受

ける場合の補正(無)

駅前広場工事

道路土工

掘削工

    1,300.000
掘削

m3
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０３－０１－０００－２－１０１ 号 実施 起工 設計書

第0001号代価表

    1,300.000
掘削

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),施工数量(小規模（標準）)

施工Ｐ

      80.000
掘削

m3

20210801

第0001号代価表

      80.000
掘削

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),施工数量(小規模（標準）)

施工Ｐ

地盤改良工

置換工

     440.000
路床工

m3

20210801

第0042号代価表

     440.000
路床工

ｍ３

舗装工

舗装準備工

      36.000
不陸整正

m2

第0043号代価表

      36.000
不陸整正

m2補足材料の有無(有り),補足材料平均厚さ(

49mm以上55mm未満),補足材料(粒度調整砕

石 M-30),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    1,420.000
下層路盤(車道・路肩部)

m2

第0044号代価表

    1,420.000
下層路盤(車道･路肩部)

m2全仕上り厚（実数入力）(350 mm),施工区

分(2層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

    1,420.000
上層路盤(車道・路肩部)

m2
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０３－０１－０００－２－１０１ 号 実施 起工 設計書

第0021号代価表

    1,420.000
上層路盤(車道･路肩部)

m2材料(粒度調整砕石 M-30),全仕上り厚（実

数入力）(150 mm),施工区分(1層施工),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     303.000
路盤(歩道部)

m2

第0022号代価表

     303.000
路盤(歩道部)

m2全仕上り厚（実数入力）(100 mm),施工区

分(1層施工),材料(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

    1,460.000
表層(車道・路肩部)

m2

第0045号代価表

    1,460.000
表層(車道･路肩部)

m2平均幅員(3.0m超),1層当平均仕上厚 70mm

以下(50 mm),材料(再生密粒度アスコン（

２０）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

     356.000
表層(歩道部)

m2

第0046号代価表

     356.000
表層(歩道部)

m2平均幅員(1.4m以上),1層当平均仕上厚 70m

m以下(30 mm),材料(再生細粒度アスコン（

１３）),瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費

用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      23.000
表層(歩道部)

m2

第0047号代価表

      23.000
表層(歩道部)

m2平均幅員(1.4m未満（仕上厚50mm以下）),1

層当平均仕上厚 50mm以下(30 mm),材料(再

生細粒度アスコン（１３）),瀝青材料種類

(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

薄層ｶﾗｰ舗装工

      20.000
薄層ｶﾗｰ舗装

m2
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０３－０１－０００－２－１０１ 号 実施 起工 設計書

20210801      20.000
樹脂系すべり止め舗装工

m2施工区分(車道（ETCレーン含む）),規格・

仕様(RPN－301),施工規模(100m2未満),時

間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作

業の補正(無),既設アスファルト舗装面の

施工(無),コンクリート舗装面の施工(無),

トップコートの有無(有),施工幅員(1.0m超

え（標準）)

      19.000
薄層ｶﾗｰ舗装

m2

20210801      19.000
樹脂系すべり止め舗装工

m2施工区分(車道（ETCレーン含む）),規格・

仕様(RPN－301),施工規模(100m2未満),時

間的制約を受ける場合の補正(無),夜間作

業の補正(無),既設アスファルト舗装面の

施工(無),コンクリート舗装面の施工(無),

トップコートの有無(有),施工幅員(1.0m超

え（標準）)

排水構造物工

作業土工

     100.000
床掘り

m3

第0006号代価表

     100.000
床掘り

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      50.000
埋戻し

m3

第0007号代価表

      50.000
埋戻し

m3施工方法(上記以外（小規模）),土質(土砂

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      84.000
基面整正

m2

第0031号代価表

      84.000
基面整正

m2

施工Ｐ

側溝工

      24.000
函渠型側溝

m
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０３－０１－０００－２－１０１ 号 実施 起工 設計書

20210801

第0048号代価表

      24.000
管(函)渠型側溝

m作業区分(据付),内径又は内空幅（mm）(20

0mm以上300mm以下),基礎砕石の有無(有り)

,費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      86.000
函渠型側溝

m

20210801

第0049号代価表

      86.000
管(函)渠型側溝

m作業区分(据付),内径又は内空幅（mm）(30

0mmを超え400mm以下),基礎砕石の有無(有

り),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

管渠工

       8.000
函渠型側溝

m

20210801

第0050号代価表

       8.000
管(函)渠型側溝

m作業区分(据付),内径又は内空幅（mm）(20

0mm以上300mm以下),基礎砕石の有無(有り)

,費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      11.000
管渠型側溝

m

20210801

第0051号代価表

      11.000
管(函)渠型側溝

m作業区分(据付),内径又は内空幅（mm）(30

0mmを超え400mm以下),基礎砕石の有無(有

り),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       7.000
暗渠排水管

箇所

20210801

第0052号代価表

       7.000
暗渠排水管

箇所

集水桝工

       2.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

箇所

第0040号代価表

       2.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

基作業区分(据付),製品質量（kg/基）(600kg

を超え800kg以下),基礎砕石の有無(有り),

費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       2.000
集水桝(グレーチング付)

基T-14,600×600×700
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工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０３－０１－０００－２－１０１ 号 実施 起工 設計書

       1.000
函渠型側溝管理桝

箇所

20210801

第0053号代価表

       1.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

基作業区分(据付),製品質量（kg/基）(200kg

を超え400kg以下),基礎砕石の有無(有り),

費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20210801       1.000
函渠型側溝管理桝(グレーチング
付) 基

300×300

       2.000
函渠型側溝管理桝

箇所

20210801

第0038号代価表

       2.000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

基作業区分(据付),製品質量（kg/基）(400kg

を超え600kg以下),基礎砕石の有無(有り),

費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

20210801       2.000
函渠型側溝管理桝(グレーチング
付) 基

400×400

縁石工

作業土工

      23.000
基面整正

m2

第0031号代価表

      23.000
基面整正

m2

施工Ｐ

縁石工

      41.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

m

20210801

第0054号代価表

      41.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

m作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種（600mm以

下､50kg未満）),m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使

用量(1.67 個/m),基礎砕石規格(無し),均

し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(無し)

施工Ｐ

       2.400
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

m

土浦市19



工事区分　工種　種別　細別　規格 摘 要金 額単 価単位数 量

本 工 事 費 内 訳 書
第 ０３－０１－０００－２－１０１ 号 実施 起工 設計書

20210801

第0055号代価表

       2.400
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

m作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種（600mm以

下､50kg未満）),m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使

用量(1.67 個/m),基礎砕石規格(無し),均

し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(無し)

施工Ｐ

      65.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

m

20210801

第0056号代価表

      65.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

m作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種（600mm以

下､50kg未満）),m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使

用量(1.67 個/m),基礎砕石規格(無し),均

し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(無し)

施工Ｐ

      45.000
縁石ﾌﾞﾛｯｸ

m

20210801

第0057号代価表

      45.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

m作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(A種（150/170

×200×600）),基礎砕石規格(砕石（各種

）),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）

),養生工の有無(有り)

施工Ｐ

       7.000
縁石ﾌﾞﾛｯｸ

m

20210801

第0058号代価表

       7.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

m作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種（600mm以

下､50kg未満）),m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使

用量(1.67 個/m),基礎砕石規格(砕石（各

種）),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉

）),養生工の有無(有り)

施工Ｐ

      19.000
縁石ﾌﾞﾛｯｸ

m

20210801

第0059号代価表

      19.000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

m作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種（600mm以

下､50kg未満）),m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使

用量(1.67 個/m),基礎砕石規格(砕石（各

種）),均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉

）),養生工の有無(有り)

施工Ｐ

      23.000
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

m

20210801

第0041号代価表

      23.000
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

m作業区分(設置),ﾌﾞﾛｯｸ規格(A種（120×120

×600）),基礎砕石規格(砕石（各種）),均

し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),養生

工の有無(有り)

施工Ｐ
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防護柵工

防護柵工

      54.000
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

m

20210801      54.000
防護柵設置工(材料費を除く手間
のみ) m

施工区分(土中建込),規格・仕様(Gr－C－4

E 塗装品),施工規模による加算(50m以上10

0m未満),夜間作業の補正(無),時間的制約

を受ける場合の補正(無),曲線部補正(無)

      74.000
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

m

20210801      74.000
防護柵設置工(材料費を除く手間
のみ) m

施工区分(コンクリート建込),規格・仕様(

Gr－C－2B 塗装品),施工規模による加算(2

1m以上100m未満),夜間作業の補正(無),時

間的制約を受ける場合の補正(無),曲線部

補正(無)

       6.000
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

m

20210801       6.000
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

m施工区分(コンクリート建込),規格・仕様(

Gr－C－2B 塗装品),施工規模による加算(2

1m未満),夜間作業の補正(無),時間的制約

を受ける場合の補正(無),曲線部補正(無),

加算額の有無(加算無し)

20210801       5.000
仮設ガードレール基礎ブロック

個

区画線工

区画線工

      95.000
溶融式区画線

m
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      95.000
区画線設置

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

有り),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

       7.000
溶融式区画線

m

       7.000
区画線設置

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(実線 45cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

有り),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

      14.000
溶融式区画線

m

      14.000
区画線設置

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(破線 15cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.5mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

有り),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

      27.000
溶融式区画線

m

      27.000
区画線設置

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(矢印･記号･文字 15cm換算),時間的制

約の有無(無し),塗布厚(1.5mm),排水性舗

装に施工する場合の補正(無し),未供用区

間の場合の補正(有り),溶融式塗料規格(含

有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規

格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての

費用)

     260.000
溶融式区画線

m
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20210801     260.000
区画線設置

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(実線 15cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.0mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

有り),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

      47.000
溶融式区画線

m

20210801      47.000
区画線設置

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(破線 15cm),時間的制約の有無(無し)

,塗布厚(1.0mm),排水性舗装に施工する場

合の補正(無し),未供用区間の場合の補正(

有り),溶融式塗料規格(含有量15～18%),塗

料区分(白),プライマー規格(アスファルト

舗装),費用の内訳(全ての費用)

      36.000
溶融式区画線

m

20210801      36.000
区画線設置

m夜間作業の有無(無し),施工方法区分(溶融

式手動),豪雪補正の有無(無し),規格･仕様

区分(矢印･記号･文字 15cm換算),時間的制

約の有無(無し),塗布厚(1.0mm),排水性舗

装に施工する場合の補正(無し),未供用区

間の場合の補正(有り),溶融式塗料規格(含

有量15～18%),塗料区分(白),プライマー規

格(アスファルト舗装),費用の内訳(全ての

費用)

道路付属施設工

作業土工

      70.000
床掘り

ｍ3

第0006号代価表

      70.000
床掘り

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      60.000
埋戻し

ｍ3
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第0007号代価表

      60.000
埋戻し

m3施工方法(上記以外（小規模）),土質(土砂

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      94.000
基面整正

m2

第0060号代価表

      94.000
基面整正

m2

施工Ｐ

電線管路工

     169.000
電線

ｍ

     169.000
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

m作業種別(管内配線),規格(20mm以下),作業

内容による補正(新設)

20210801     169.000
CE/F(EM-CE)ｹｰﾌﾞﾙ

ｍ600V 3.5mm2 2心

     208.000
電線

ｍ

     208.000
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

m作業種別(管内配線),規格(20mm以下),作業

内容による補正(新設)

20210801     208.000
CE/F(EM-CE)ｹｰﾌﾞﾙ

ｍ600V 3.5mm2 4心

     182.000
電線

ｍ

     182.000
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

m作業種別(管内配線),規格(5mm以下),作業

内容による補正(新設)

20210801     182.000
IE/F(EM-IE)ｹｰﾌﾞﾙ

ｍより線 600V 3.5mm2

      36.000
電線管

m

      36.000
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

m作業種別(道路沿い（地中）),作業内容に

よる補正(新設),管規格(FEP 30mm),条数に

よる補正(1 条),付属品率計上(0 %)
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     290.000
電線管

m

     290.000
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

m作業種別(道路沿い（地中）),作業内容に

よる補正(新設),管規格(FEP 30mm),条数に

よる補正(1 条),付属品率計上(0 %)

       5.000
電線管

m

       5.000
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

m作業種別(道路沿い（地中）),作業内容に

よる補正(新設),管規格(FEP 50mm),条数に

よる補正(1 条),付属品率計上(0 %)

       7.000
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

箇所

第0061号代価表

       7.000
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

個ｸﾚｰﾝ機種(ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）)

施工Ｐ

20210801       7.000
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ国土交通省型

組H1-6 600mm×600mm×600mm 中耐蓋R2K-60

付

第0062号代価表

       5.925
基礎砕石

m2砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下),砕石

の種類(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

     220.000
埋設表示ｼｰﾄ

m

     220.000
埋設標識ｼｰﾄ敷設

m作業種別(埋設標識シート敷設)

     220.000
埋設標識シート

ｍ電力用 150mm幅 2倍

照明工

       1.000
引込柱・分電盤

基

       1.000
基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込

基作業種別(照明灯基礎 500φ2m以下)
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第0062号代価表

       0.196
基礎砕石

m2砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下),砕石

の種類(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

第0063号代価表

       0.314
ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(

人力打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),

養生工の種類(一般養生),現場内小運搬の

有無(無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
道路照明灯建柱

基施工区分(GL8～12m 重量350kg以下),ポー

ル単価( 円/基),アンカーボルト単価( 円/

基),トラッククレ－ンの深夜割増の区分(

割増なし)

       1.000
分電盤取付(ﾎﾟｰﾙ取付)

面作業種別(分電盤（ポール取付）),作業内

容による補正(新設)

       1.000
自動点滅器取付(ﾎﾟｰﾙ取付)

個作業種別(自動点滅器（ポール取付）),作

業内容による補正(新設)

       1.000
接地設置

極作業種別(D種接地),基礎床掘3m以内の施工

による補正(補正なし)

20210801       1.000
引込柱・分電盤

基鋼管製ベース付ポール H=6m,分電盤(共架

式 ステンレス製)

20210801       1.600
スパイラルダクト(亜鉛引き)

ｍ直管4m,口径500mm×厚0.6mm

20210801       1.000
光電式自動点滅器 (JIS 2形)

個電子式(受台付き)(分離型) 3A/100V 金具(

バンド取付け)

20210801       1.000
連結式接地棒

本φ１０×１５００ｍｍ

       1.000
道路照明

基

       1.000
基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込

基作業種別(照明灯基礎 500φ2m以下)
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第0062号代価表

       0.196
基礎砕石

m2砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下),砕石

の種類(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

第0063号代価表

       0.294
ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(

人力打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),

養生工の種類(一般養生),現場内小運搬の

有無(無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
道路照明灯建柱

基施工区分(GL8～12m 重量350kg以下),ポー

ル単価( 円/基),アンカーボルト単価( 円/

基),トラッククレ－ンの深夜割増の区分(

割増なし)

       2.000
照明器具取付

台作業種別(照明器具取付),作業内容による

補正(新設),高所作業車の持込貸与の区分(

持込)

       1.000
接地設置

極作業種別(D種接地),基礎床掘3m以内の施工

による補正(補正なし)

20210801       1.000
歩車道照明灯

基灯具LED69W+37W 鋼管製ポールH=8m

20210801       1.500
スパイラルダクト(亜鉛引き)

ｍ直管4m,口径500mm×厚0.6mm

20210801       1.000
連結式接地棒

本φ１０×１５００ｍｍ

       2.000
道路照明

基

       2.000
基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込

基作業種別(照明灯基礎 500φ2m以下)

第0062号代価表

       0.392
基礎砕石

m2砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下),砕石

の種類(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

第0063号代価表

       0.588
ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(

人力打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),

養生工の種類(一般養生),現場内小運搬の

有無(無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ
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       2.000
道路照明灯建柱

基施工区分(GL8～12m 重量350kg以下),ポー

ル単価( 円/基),アンカーボルト単価( 円/

基),トラッククレ－ンの深夜割増の区分(

割増なし)

       2.000
照明器具取付

台作業種別(照明器具取付),作業内容による

補正(新設),高所作業車の持込貸与の区分(

持込)

       2.000
接地設置

極作業種別(D種接地),基礎床掘3m以内の施工

による補正(補正なし)

20210801       2.000
車道用照明灯

基灯具LED69W 鋼管製ポールH=8m

20210801       3.000
スパイラルダクト(亜鉛引き)

ｍ直管4m,口径500mm×厚0.6mm

20210801       2.000
連結式接地棒

本φ１０×１５００ｍｍ

       1.000
広場照明

基

       1.000
基礎掘削及びｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ立込

基作業種別(照明灯基礎 500φ2m以下)

第0062号代価表

       0.196
基礎砕石

m2砕石の厚さ(7.5cmを超え12.5cm以下),砕石

の種類(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0),費用の内訳(

全ての費用)

施工Ｐ

第0063号代価表

       0.196
ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3構造物種別(無筋･鉄筋構造物),打設工法(

人力打設),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(18-8-25（高炉）),

養生工の種類(一般養生),現場内小運搬の

有無(無し),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

       1.000
道路照明灯建柱

基施工区分(GL8～12m 重量350kg以下),ポー

ル単価( 円/基),アンカーボルト単価( 円/

基),トラッククレ－ンの深夜割増の区分(

割増なし)

       1.000
照明器具取付

台作業種別(照明器具取付),作業内容による

補正(新設),高所作業車の持込貸与の区分(

持込)
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       1.000
接地設置

極作業種別(D種接地),基礎床掘3m以内の施工

による補正(補正なし)

20210801       1.000
歩道用照明灯

基灯具LED37W 鋼管製ポールH=4m

20210801       1.000
スパイラルダクト(亜鉛引き)

ｍ直管4m,口径500mm×厚0.6mm

20210801       1.000
連結式接地棒

本φ１０×１５００ｍｍ

      11.000
シェルター照明

基

      11.000
照明器具取付

台作業種別(照明器具取付),作業内容による

補正(新設),高所作業車の持込貸与の区分(

持込)

20210801      11.000
シェルター照明

基灯具LED8W×2

建築施設組立設置工

作業土工

      40.000
床掘り

ｍ3

第0006号代価表

      40.000
床掘り

m3土質(土砂),施工方法(上記以外（小規模）

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

      40.000
埋戻し

ｍ3

第0007号代価表

      40.000
埋戻し

m3施工方法(上記以外（小規模）),土質(土砂

),費用の内訳(全ての費用)

施工Ｐ

ｼｪﾙﾀｰ工

       1.000
ｼｪﾙﾀｰ設置

式

20210801

第0064号代価表

       1.000
鉄骨工事

式
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20210801

第0065号代価表

       1.000
膜屋根工事

式

20210801

第0066号代価表

       1.000
樋設置工事

式

20210801

第0067号代価表ラフテレーンクレーン
日

20210801

第0068号代価表

     442.000
足場工

掛m2

      15.000
ｼｪﾙﾀｰ基礎

箇所

20210801

第0069号代価表

      15.000
シェルター基礎

箇所

直接工事費計

現場環境改善費(率計上）

共通仮設費（率計上）

共通仮設費計

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

契約保証費用

工事価格

消費税相当額
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請負工事費
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