


摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

防災・安全交付金事業 道道宮の沢北一条線（103号線～94号線間） 当　  初 道路新設･改築

歩道バリアフリー工事 舗装

　　　ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(材料費) 再生As安定処理(30)50

%

        1    t 単-7号

　　　表層(車道･路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m

3未満) 改質Ⅱ型再生

細粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F

55)30% 舗装厚 30mm 3

.0m超     4,410    m2 単-8号

　　　表層(車道･路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m

3未満) ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧ

ﾙﾄⅡ型6号砕石(標準90

%、赤10%) 舗装厚 30m

m 3.0m超     1,350    m2 単-9号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道部・復旧部)

　　         1    式

　　　凍上抑制層(車道･路肩部) 各種 砂(埋戻し用) 仕

上り厚 300mm

       27    m2 単-10号

　　　下層路盤(車道･路肩部) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り

厚 450mm

       27    m2 単-11号

　　　上層路盤(車道･路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m

3未満) 再生As安定処

理(30)50%舗装厚 60mm

 1.4m未満(1層当り平

均仕上り厚50mm超70mm

以下)        32    m2 単-12号

　　　基層(車道･路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m

3未満) 再生密粒度ｱｽｺ

ﾝ(13F)50% 舗装厚 50m

m 1.4m未満(1層当り平

均仕上り厚50mm以下)        32    m2 単-13号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道部)

　　         1    式

                                  札幌市- 2 -

【誤】



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）
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　　　表層(車道･路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m
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細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(1
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3未満) ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧ

ﾙﾄⅡ型6号砕石(標準90

%、赤10%) 舗装厚 30m

m 3.0m超     1,350    m2 単-9号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道部・復旧部)

　　         1    式

　　　凍上抑制層(車道･路肩部) 各種 砂(埋戻し用) 仕

上り厚 300mm

       27    m2 単-10号

　　　下層路盤(車道･路肩部) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り

厚 450mm

       27    m2 単-11号

　　　上層路盤(車道･路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m

3未満) 再生As安定処

理(30)50%舗装厚 60mm

 1.4m未満(1層当り平

均仕上り厚50mm超70mm

以下)        32    m2 単-12号

　　　基層(車道･路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m

3未満) 再生密粒度ｱｽｺ

ﾝ(13F)50% 舗装厚 50m

m 1.4m未満(1層当り平

均仕上り厚50mm以下)        32    m2 単-13号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道部)

　　         1    式
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【正】



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022. 3

2022. 3

1.000-00000002000

単－8号

表層(車道･路肩部) 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質Ⅱ型再生細粒度ｷﾞｬ

ｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F55)30% 舗装厚 30mm 3.0m超 m2

        1    

表層（車道・路肩部） 3.0m超 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ 

PK-4 全ての費用 

ｍ２         1    

2022. 3

2022. 3

1.000-00000002000

単－7号

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(材料費) 再生As安定処理(30)50%

t

        1    

アスファルト混合物 再生アスファルト安定処理（50％）

ｔ         1.07 

               計

               単価

円／t

               計

               単価

円／m2
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【誤】



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022. 3
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ﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F55)30% 舗装厚 30mm 3.0m超 m2

        1    

表層（車道・路肩部） 3.0m超 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ 

PK-4 全ての費用 

ｍ２         1    

2022. 3
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ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(材料費) 再生As安定処理(30)50%

t

        1    

アスファルト混合物 再生アスファルト安定処理（50％）

ｔ         1.07 

               計

               単価

円／t

               計

               単価

円／m2

                                  札幌市- 4 -

【正】


	20220325102125817.pdf
	正誤表.pdf

