
第９号様式（第９条関係）

積    算    内    訳    書（入札書同封）

入札(開札）日　　　令和 　　年　　月　　日

所在地

商号又は名称

代表者名

(工事名） の積算内訳は下記のとおりです。

単位 数量 単価

交通管理工

直接工事費

共通仮設費

共通仮設費

運搬費

役務費

共通仮設費（率計上）

純工事費

現場管理費

工事原価

一般管理費等

工事価格

注意　１．入札価格と上記工事価格は同額となります。(消費税分は除く。）

　　　　２．積算内訳書を入札書と共に同封していない場合、その入札書は無効になります。

仮設工

路盤工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

区画線工

区画線工

仮設工

交通管理工

舗装工事【市費】

舗装復旧工事

舗装版取壊し工

舗装工

舗装版取壊し工

舗装工

路盤工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

区画線工

区画線工

金額費目　　　工種　　　種別　　　細別

舗装工事【基幹】

舗装復旧工事

503-204c130-00156-11(0)

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業・                                      当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 舗装工事

松阪第1処理分区　松阪1-5号汚水幹線管渠舗装復旧工事 工事区分 舗装工事【基幹】 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

舗装工事【基幹】

式

        1

　舗装復旧工事

　 式

　         1

　　舗装版取壊し工

　　 式

　　         1

　　　舗装版切断工

　　　 m 単-1号

　　　       114

　　　建設廃棄物処分工（汚泥） 【ダンプトラック［オ

　　　 ンロード・ディーゼル m3 単-2号

　　　 ］｜２ｔ積級　】【タ         1

イヤ損耗費｜２～３ｔ

積級　良好　供用日　

】

　　　産業廃棄物受入れ料金（As舗装版汚泥）

　　　 t 単-3号

　　　         1

　　　舗装版破砕積込工B（t=10cm以下） BH0.28m3

　　　 m2 単-4号

　　　       705

　　　建設廃棄物運搬工B（As塊）

　　　 m3 単-5号

　　　        25

　　　路盤鋤取り工

　　　 m3 単-6号

　　　        22

　　　建設発生土運搬工B 【ダンプトラック［オ

　　　 ンロード・ディーゼル m3 単-7号

　　　 ］｜４ｔ積級　】【タ         9

イヤ損耗費｜４ｔ積級

　良好　供用日　】
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松阪市

503-204c130-00156-11(0)

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業・                                      当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 舗装工事

松阪第1処理分区　松阪1-5号汚水幹線管渠舗装復旧工事 工事区分 舗装工事【基幹】 施工地域 一般交通影響有り（２）－１
工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　路面切削工

　　　 m2 単-8号

　　　       399

　　　切削殻運搬工 【ダンプトラック［オ

　　　 ンロード・ディーゼル m3 単-9号

　　　 ］｜１０ｔ積級　】【        20

タイヤ損耗費｜１０ｔ

積級　良好　供用日　

】

　　　建設廃棄物受入れ料金 As塊

　　　 m3 単-10号

　　　        45

　舗装工

　 式

　         1

　　路盤工

　　 式

　　         1

　　　不陸整正 補足材有り;補足材種

　　　 類･規格再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m2 単-11号

　　　 RC-40;補足材整正厚17       705

mm以上21mm未満

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　 式

　　         1

　　　基層(車道・路肩部) 材料種類再生粗粒度ｱｽ

　　　 ﾌｧﾙﾄ混合物(20);舗装 m2 単-12号

　　　 厚50mm;平均幅員1.4m       297

以上3.0m以下

　　　表層(車道・路肩部) 材料種類再生密粒度ｱｽ

　　　 ﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装 m2 単-13号

　　　 厚50mm;平均幅員1.4m       235

以上3.0m以下
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松阪市

503-204c130-00156-11(0)

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業・                                      当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 舗装工事

松阪第1処理分区　松阪1-5号汚水幹線管渠舗装復旧工事 工事区分 舗装工事【基幹】 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　表層(車道・路肩部) 材料種類再生密粒度ｱｽ

　　　 ﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装 m2 単-14号

　　　 厚50mm;平均幅員3.0m       461

超

　　　表層(歩道部) 材料種類再生密粒度ｱｽ

　　　 ﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装 m2 単-15号

　　　 厚30mm;平均幅員1.4m       131

以上

　　　表層(車道・路肩部) 材料種類再生密粒度ｱｽ

　　　 ﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装 m2 単-16号

　　　 厚50mm;平均幅員1.4m       231

以上3.0m以下

　区画線工

　 式

　         1

　　区画線工

　　 式

　　         1

　　　溶融式区画線 施工方法区分溶融式手

　　　 動;規格･仕様区分実線 m 単-17号

　　　  15cm;塗布厚厚1.5mm;       169

排水性舗装無し

　　　溶融式区画線 施工方法区分溶融式手

　　　 動;規格･仕様区分実線 m 単-18号

　　　  45cm;塗布厚厚1.5mm;        27

排水性舗装無し

　　　溶融式区画線 施工方法区分溶融式手

　　　 動;規格･仕様区分破線 m 単-19号

　　　  15cm;塗布厚厚1.5mm;        86

排水性舗装無し

　仮設工

　 式

　         1

　　交通管理工

　　 式

　　         1

503-204c130-00156-11(0)

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業・                                      当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 舗装工事

松阪第1処理分区　松阪1-5号汚水幹線管渠舗装復旧工事 工事区分 舗装工事【基幹】 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　交通誘導警備員

　　　 人日 単-20号

　　　         7

舗装工事【市費】

式

        1

　舗装復旧工事

　 式

　         1

　　舗装版取壊し工

　　 式

　　         1

　　　舗装版切断工

　　　 m 単-21号

　　　        49

　　　舗装版破砕積込工B（t=10cm以下） BH0.28m3

　　　 m2 単-22号

　　　       287

　　　舗装版破砕積込工C BH0.45m3

　　　 m2 単-23号

　　　        32

　　　建設廃棄物運搬工B（As塊）

　　　 m3 単-24号

　　　        12

　　　建設廃棄物運搬工B（Co塊）

　　　 m3 単-25号

　　　         3

　　　路盤鋤取り工

　　　 m3 単-26号

　　　        10

　　　建設発生土運搬工B 【ダンプトラック［オ

　　　 ンロード・ディーゼル m3 単-27号

　　　 ］｜４ｔ積級　】【タ         4

イヤ損耗費｜４ｔ積級

　良好　供用日　】
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松阪市

503-204c130-00156-11(0)

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業・                                      当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 舗装工事

松阪第1処理分区　松阪1-5号汚水幹線管渠舗装復旧工事 工事区分 舗装工事【市費】 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　路面切削工

　　　 m2 単-28号

　　　       189

　　　切削殻運搬工 【ダンプトラック［オ

　　　 ンロード・ディーゼル m3 単-29号

　　　 ］｜１０ｔ積級　】【         9

タイヤ損耗費｜１０ｔ

積級　良好　供用日　

】

　　　建設廃棄物受入れ料金 As塊

　　　 m3 単-30号

　　　        21

　　　建設廃棄物受入れ料金 無筋Con塊

　　　 m3 単-31号

　　　         3

　舗装工

　 式

　         1

　　路盤工

　　 式

　　         1

　　　不陸整正 補足材有り;補足材種

　　　 類･規格再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m2 単-32号

　　　 RC-40;補足材整正厚17       319

mm以上21mm未満

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　 式

　　         1

　　　基層(車道・路肩部) 材料種類再生粗粒度ｱｽ

　　　 ﾌｧﾙﾄ混合物(20);舗装 m2 単-33号

　　　 厚50mm;平均幅員1.4m       109

以上3.0m以下

　　　表層(車道・路肩部) 材料種類再生密粒度ｱｽ

　　　 ﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装 m2 単-34号

　　　 厚50mm;平均幅員1.4m       109

以上3.0m以下
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松阪市

503-204c130-00156-11(0)

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業・                                      当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 舗装工事

松阪第1処理分区　松阪1-5号汚水幹線管渠舗装復旧工事 工事区分 舗装工事【市費】 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　表層(車道・路肩部) 材料種類再生密粒度ｱｽ

　　　 ﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装 m2 単-35号

　　　 厚50mm;平均幅員3.0m        85

超

　　　表層(車道・路肩部) 材料種類密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ

　　　 混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙ m2 単-36号

　　　 ﾄII型(20)DS3000;舗装       104

厚50mm;平均幅員3.0m

超

　　　表層(歩道部) 材料種類再生密粒度ｱｽ

　　　 ﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装 m2 単-37号

　　　 厚30mm;平均幅員1.4m        26

以上

　　　表層(車道・路肩部) 材料種類再生密粒度ｱｽ

　　　 ﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装 m2 単-38号

　　　 厚50mm;平均幅員1.4m       184

以上3.0m以下

　区画線工

　 式

　         1

　　区画線工

　　 式

　　         1

　　　溶融式区画線 施工方法区分溶融式手

　　　 動;規格･仕様区分実線 m 単-39号

　　　  15cm;塗布厚厚1.5mm;        67

排水性舗装無し

　　　溶融式区画線 施工方法区分溶融式手

　　　 動;規格･仕様区分実線 m 単-40号

　　　  30cm;塗布厚厚1.5mm;         6

排水性舗装無し

　　　溶融式区画線 施工方法区分溶融式手

　　　 動;規格･仕様区分破線 m 単-41号

　　　  15cm;塗布厚厚1.5mm;         8

排水性舗装無し
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松阪市

503-204c130-00156-11(0)

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業・                                      当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 舗装工事

松阪第1処理分区　松阪1-5号汚水幹線管渠舗装復旧工事 工事区分 舗装工事【市費】 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　溶融式区画線 施工方法区分溶融式手

　　　 動;規格･仕様区分矢印 m 単-42号

　　　 ･記号･文字 15cm換算;        16

塗布厚厚1.5mm;排水性

舗装無し

　仮設工

　 式

　         1

　　交通管理工

　　 式

　　         1

　　　交通誘導警備員

　　　 人日 単-43号

　　　         3

直接工事費

式

        1

共通仮設費

式

        1

　共通仮設費

　 式

　         1

　　運搬費

　　 式

　　         1

　　　建設機械運搬費

　　　 台 単-44号

　　　         2

　　役務費

　　 式

　　         1

　　　借地料

　　　 式 内-1号

　　　         1
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松阪市

503-204c130-00156-11(0)

設計内訳書

工事名 松阪市公共下水道事業・                                      当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 舗装工事

松阪第1処理分区　松阪1-5号汚水幹線管渠舗装復旧工事 工事区分 共通仮設費 施工地域 一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　共通仮設費（率計上）

　 式

　         1

純工事費

式

        1

　現場管理費

　 式

　         1

工事原価

式

        1

　一般管理費等

　 式

　         1

工事価格

式

        1

消費税相当額

式

        1

工事費計

式

        1
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松阪市

単価表（単－●●）

一式内訳書（内—●●）

の部分については、積算内

訳書への記載は省略する。

金額などについては今までどおり記載

をしてください。

右図の単価表や一式内訳書以外の部分

（白抜き部）について転記をしてくだ

さい。

注：工事費積算参考資料については、着色がされて

いませんので、転記間違いなど作成にあたっては、

十分注意してください。

工事費積算参考資料に記載されている設計内訳書を参考にしてください。

※単価表や一式内訳書部分はわかりやすくするために着色をしてあります。

☆新積算システムへの移行に伴う、積算内訳書の記載例について


