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令和3年度

加古川水系広域農業水利施設総合管理事業

呑吐ダム他洪水吐設備等点検整備業務 

積 算 書
当 初

近畿農政局

　　加古川水系広域農業水利施設総合管理事務所
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加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
呑吐ダム他洪水吐設備等点検整備業務 

　局名      近畿農政局

　事業（務）所名 　　加古川水系広域農業水利施設総合管理事務所

　事業名      加古川水系広域農業水利施設総合管理事業

　工事名      呑吐ダム他洪水吐設備等点検整備業務 

　施工場所 　　兵庫県三木市志染町三津田地内他

　工事番号 　　03-306-0114

　工事区分 　　単年度工事

　積算区分      当初積算

　地域区分 　　兵庫南

　地区区分 　　三木市

　工期 　　６ヶ月

　積算年月 　　令和３年　8月

　積算体系年月 　　令和３年　8月

　単価期適用年月 　　令和３年　8月

　歩掛期適用年番号 　　令和３年 99 号

　電力会社名 　　関西電力
F34E40

事業名
工事名

項　目　名 内　　　容

　　　　　　　近畿農政局

積算書鏡 (　　1/　 3 ) 　
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加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
呑吐ダム他洪水吐設備等点検整備業務 

　　請負業務費

　　・業務価格

　　・消費税相当額（10%）

F34E40

9,460,000  

8,600,000  

860,000  

積算書鏡 (　　2/　 3 ) 　
事業名
工事名

項　目　名 金　額 備　考

　　　　　　　近畿農政局
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加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
呑吐ダム他洪水吐設備等点検整備業務 

番号 単位

1 呑吐ダム洪水吐設備点検 式

川代ダム洪水吐設備点検 式

大川瀬ダム洪水吐設備点検 式

鴨川ダム洪水吐設備点検 式

赤坂頭首工洪水吐設備点検整備 式

F34E40

積算書鏡 (　　3/　 3 ) 　
事業名
工事名

項　目　名 規　　　格 数　量 備　考

1.000  

1.000  

1.000  

1.000  

1.000  

　　　　　　　近畿農政局
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加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
呑吐ダム他洪水吐設備等点検整備業務 

　　工事名 呑吐ダム他洪水吐設備等点検整備業務 

　　工事区分 　　単年度工事

　　積算区分 　　当初積算

　　積算体型区分 　　施設機械設備点検・整備工事

　　工種区分 　　施設機械設備点検・整備工事

　　工種体型区分 　　施設機械設備点検・整備工事

　　地域特性区分 　　地方部（一般交通の影響を受けない）

　　電力区分 　　低圧・官給・１年未満

　　冬季補正 　　なし

　　豪雪補正 　　なし

　　亜熱帯補正 　　なし

F34E40

工事別鏡 (　　1/　 4 ) 　
事業名
工事名

項　目　名 内　　　容

　　　　　　　近畿農政局
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加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
呑吐ダム他洪水吐設備等点検整備業務 

数　量

　　点検・整備価格 1.000  

　　・　点検・整備原価 1.000  

　　・　・　直接業務費 1.000  

　　・　・　間接業務費 1.000  

　　・　・　・　共通仮設費 1.000  

　　・　・　・　現場管理費 1.000  

　　・　・　・　点検整備間接費 1.000  

　　・　一般管理費等 1.000  

　　・　一括計上価格 1.000  

F34E40

式 4,136,000  

式 767,000  

2,687,000  

工事別鏡 (　　2/　 4 ) 　
事業名
工事名

項　目　名 単位 金　額 備　考

8,600,000  

6,898,000  

2,762,000  材料費＋直接経費＋直接労務費式

式

式

式 0  

式 1,707,000  

式 682,000  

式

　　　　　　　近畿農政局
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加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
呑吐ダム他洪水吐設備等点検整備業務 

数　量

　　純点検・整備費

　　・　・　材料費

　　・　・　・　直接材料費 1.000  
点検整備工費

　　・　・　・　補助材料費 4.000  

　　・　・　直接経費
点検整備工費

　　・　・　・　直接経費率 8.000  

　　・　・　直接労務費 1.000  改め

　　・　・　・　点検整備工費 1.000  工事別明細書(1/2)

　　・　・　・　普通作業員 1.000  工事別明細書(1/2)

　　合計

　　・　・　塗装費 1.000  

F34E40

式

材料費＋直接経費＋直接労務費＋塗装費
＋共通仮設費3,529,000  

118,000  

工事別鏡 (　　3/　 4 ) 　

98,000  2,442,440  

2,442,440  

0  

事業名
工事名

項　目　名 単位 金　額

2,449,352  

式

％

式

式

％

6,912  

　　　　　　　近畿農政局

2,442,440  

2,449,000  

195,000  

195,000  

式

備　考

20,000  
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加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
呑吐ダム他洪水吐設備等点検整備業務 

数　量

　　・　・　共通仮設費 1.000  

　　・　・　・　運搬費 1.000  

　　・　・　・　派遣費 1.000  工事別明細書(2/2)

　　・　・　・　宿泊費 1.000  工事別明細書(2/2)

　　・　・　・　安全費 1.000  

　　・　・　・　技術管理費 1.000  工事別明細書(2/2)

材料費＋直接経費＋直接労務費＋塗装費＋支給品費

　　・　・　・　共通仮設費（率分） 19.00  

　　支給品費

　　・　・　現場管理費 20.05  

点検整備工費

　　・　・　点検・整備間接費 110.00  

　　・　一般管理費等 24.74  

　　・　一括計上価格 1.000  
F34E40

26,000  

事業名
工事名

項　目　名 単位 金　額

式 767,000  

式 0  

式 0  

式 20,000  

式 153,000  

式 64,000  

％ 2,687,000  2,442,440  

％ 530,000  2,788,000  

％

式 0  
　　　　　　　近畿農政局

6,898,000  ％ 1,707,000  

点検・整備原価、契約保証費0.04％計上

純点検・整備費－派遣費＋支給品費

備　考

工事別鏡 (　　4/　 4 ) 　

682,000  3,402,000  
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加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
呑吐ダム他洪水吐設備等点検整備業務 

数　量 単　価
　　・　・　材料費

　　・　・　・　直接材料費

　　P97001
　　ダフニースーパーギアオイル100　20L 缶 1.0  9,990  単価第11号

　　P97002
　　ダフニースーパーギアオイル680　20L缶 1.0  9,990  単価第12号

　　合計

　　・　・　直接労務費

　　・　・　・　点検整備工費

　　S02115　点検整備工
100.10  人 24,400  単価第1号

　　S02115　普通作業員
0.36  19,200  単価第2号

　　合計

F34E40

工事費明細書 (　　1/2 ) 　
事業名
工事名

項　目　名 単位 金　額 備　考

20,000  

缶 9,990  

9,990  

2,449,352  

人

2,442,440  

19,980  

2,449,000  

缶

6,912  

　　　　　　　近畿農政局
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加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
呑吐ダム他洪水吐設備等点検整備業務 

数　量 単　価
　　・　・　共通仮設費

　　・　・　・　派遣費

　　T00001  派遣費（川代ダム）
1.000  22,692 特別単価第1号

　　T00002　派遣費（大川瀬ダム）
1.000  8,800 特別単価第2号

　　T00003　派遣費（鴨川ダム）
1.000  15,180 特別単価第3号

　　T00004　派遣費（赤坂頭首工）
1.000  106,378 特別単価第4号

　　合計

　　・　・　・　宿泊費
1.000  

　　T00005　宿泊費(赤坂頭首工)
1.000  63,770  特別単価第5号

　　合計

　　・　・　・　技術管理費
1.000  

　　T00006　業務報告書作成
1.000  20,424  特別単価第6号

　　合計

63,770  

20,424  

式

事業名
工事名

項　目　名 単位 金　額

式

式

8,800  式

式

　　　　　　　近畿農政局

63,770  

備　考

153,050  

22,692  

106,378  

20,000  

237,000  

153,000  

工事費明細書 (　　2/　2 ) 　

式 20,424  

64,000  

式

15,180  

式
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加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
　　　　　　呑吐ダム他洪水吐設備等点検整備業務

数　量 単　価

　　　　　　＊＊＊　　Ｔ単－　1号　　＊＊＊
　　T00001　派遣費（川代ダム）

当たり算出
　　P98003　高速道路料金

　　往  復 6.0  3,782  単価第4号
算出数量

　　合計 1.000式

　　　　　　＊＊＊　　Ｔ単－　2号　　＊＊＊
　　T00002  派遣費（大川瀬ダム）

当たり算出
　　P98003　高速道路料金

　　往  復 4.0  2,200  単価第5号
算出数量

　　合計

　　　　　　＊＊＊　　Ｔ単－　3号　　＊＊＊
　　T00003  派遣費（鴨川ダム）

当たり算出
　　P98003　高速道路料金

　　往  復 5.0  3,036  単価第6号
算出数量

　　合計

　　　　　　＊＊＊　　Ｔ単－　4号　　＊＊＊
　　T00004  派遣費（赤坂頭首工）

当たり算出
　　S16001　ライトバン

2.0  2,016  施単第1号
　　P98003　高速道路料金

　　往  復 1.0  2,036  単価第7号

　　P98001　日当(初日） 　　5人分 5.0  772  単価第8号

　　P98001　宿泊費（初日） 　　5人分 5.0  7,090  単価第9号

　　S02115　賃金 　　点検整備工 2.5  24,400  単価第1号
算出数量

　　合計

1.000式

日 35,450  

備　考金　額

特別単価表 (　　1/　2 ) 　

22,692  

1.000式

106,378  

22,692  

1.000式

事業名

項　目　名 単位

式

日

式

日

日

工事名

式

日

8,800  

8,800  

61,000  

日 2,036  

日 3,860  

1.000式式

日 4,032  

1.000式

1.000式

15,180  

15,180  

1.000式
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加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
呑吐ダム他洪水吐設備等点検整備業務 

数　量 単　価

　　　　　　＊＊＊　　Ｔ単－　5号　　＊＊＊
　　T00005  宿泊費（赤坂頭首工）

当たり算出

　　P98001　宿泊費（2日目以降） 　　5人分 　　5×2 10.0  6,377  単価第10号
算出数量

　　合計 1.000式

　　　　　　＊＊＊　　Ｔ単－　6号　　＊＊＊
　　T00006 業務報告書作成

当たり算出
　　P43414　報告書コピー代

　　A４　100枚 各ダム・頭首工　5×各1部 5.0  1,500  単価第13号
　　P43454　簡易加除式ファイル

　　A4縦3cm 5.0  462  単価第14号
　　P43458　報告書製本代

　　A４　100枚 5.0  330  単価第15号
　　P43414　報告書コピー代

　　A４　500枚 とりまとめ1部 1.0  6,750  単価第16号
　　P43454　簡易加除式ファイル

　　A4縦10cm 1.0  684  単価第17号
　　P43458　報告書製本代

　　A４　500枚 1.0  1,530  単価第18号
算出数量

　　合計

とりまとめ1部 部 684  

とりまとめ1部 部 1,530  

式 1.000式

日 63,770  

63,770  

1.000式

各ダム・頭首工　5×各1部

部 2,310  

1,650  

20,424  

特別単価表 (　　2/　2 ) 　

金　額 備　考

各ダム・頭首工　5×各1部

部

部 6,750  

項　目　名 単位

事業名
工事名

1.000式

部 7,500  

式
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令和3年度 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
呑吐ダム他洪水吐設備等点検整備業務

コード 名称（規格） 単位 単価 金額 備考

赤坂頭首工

施単第1号 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転経費 日

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ

M28121 乗車定員5名、1.5L 1.0 日 1,440 1,440 交通費シート

ｶﾞｿﾘﾝ

P34001 JIS2号　ﾚｷﾞｭﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ 4.3 Ｌ 134.0 576 単価第 3号

計 2,016

施　工　単　価　表

数量
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令和3年度 加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
呑吐ダム他水管理設備等点検整備業務

コード 名称（規格） 数量 単位 単価 金額 備考

2級相当

単価第 1号 点検整備工 人 24,400 R03008

単価第 2号 普通作業員 人 19,200 R01003

ｶﾞｿﾘﾝ P340001

単価第 3号 JIS2号　ﾚｷﾞｭﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ Ｌ 134.0 ７月単価

有料道路料金 税込み

単価第 4号 基地局～川代ダム　（往復） 回 3,782 4,160

有料道路料金 税込み

単価第 5号 基地局～大川瀬ダム　（往復） 回 2,200 2,420

有料道路料金 税込み

単価第 6号 基地局～鴨川ダム　（往復） 回 3,036 3,340

有料道路料金 税込み

単価第 7号 基地局～赤坂ダム　（往復） 回 2,036 2,240

点検整備工　普通旅費（初日） 税込み

単価第 8号 日当　消費税抜き 日 772 1700/2

点検技術員　普通旅費（初日） 乙、税込み

単価第 9号 宿泊費　消費税抜き 日 7,090 7,800

点検整備工　滞在日額旅費（２日目～３０日未満） 税込みP626

単価第10号 宿泊費　消費税抜き 日 6,377 7410-790/2

単価第11号 缶 9,990 ﾓﾉﾀﾛｰ

単価第12号 缶 9,990 ﾓﾉﾀﾛｰ

単価第13号 報告書コピー代　A4　100枚 部 1,500 P43414

単価第14号 簡易加除式ファイル　A4縦3cm 部 462 P43541

単価第15号 報告書製本代　A4　100枚 部 330 P43458
とりまとめ用

単価第16号 報告書コピー代　A4以下　500枚 部 6,750 P43422
とりまとめ用

単価第17号 簡易加除式ファイル　A4縦10cm 部 684 P43544
とりまとめ用

単価第18号 報告書製本代　A4　500枚 部 1,530 P43516

16kg缶

支給品① 6 kg 21,000 7,875

13kg缶

支給品② 10 kg 19,800 15,231

16kg缶

支給品③ 4 kg 7,900 1,975

16L缶

支給品⑥ ﾀﾞﾌﾆｰｽｰﾊﾟｰﾊｲﾄﾞﾛ　32X相当　16L缶 2 L 7,800 975

支給品計 共通仮設費と現場管理費の対象とする。 26,056 改め26,000円

２．単価10号の宿泊費については、農林水産省職員日額旅費支給規則の第12条を適用し、別表第4の日額790円の1/2を減額
する。

ダフニ－グリースMP　NO.1相当
16kg缶１缶分

単　価　一　覧　表

ダフニースーパーギアオイル100
20L缶１缶分

ダフニースーパーギアオイル680
20L缶１缶分

赤ロープグリース（ワイロールB-M相当）
16kg缶１缶分

ロープグリース希釈剤（ダイリューター
W-F相当）　　13kg缶１缶分

１．単価8号の日当については、全行程でライトバンを使用しており、農林水産省所管旅費支給規則の第17条（1）により、
1/2を計上する。


	点検整備(積算鏡)
	点検整備(積算明細)
	点検整備(特別単価)
	施工単価表
	単価一覧表
	表紙（積算資料）
	作業日数
	交通費
	交通費 (2)
	バック資料（呑吐)
	バック資料（大川瀬・鴨川）
	バック資料（川代）
	バック資料（赤坂）
	赤坂頭首工（交通費）
	資材見積(R2)

