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コーンコーンコーンコーンα(α(α(α(BP)土舗装（歩道）改良法歩掛資料BP)土舗装（歩道）改良法歩掛資料BP)土舗装（歩道）改良法歩掛資料BP)土舗装（歩道）改良法歩掛資料

コーンコーンコーンコーンα(α(α(α(BP)散布撹拌改良法歩掛資料BP)散布撹拌改良法歩掛資料BP)散布撹拌改良法歩掛資料BP)散布撹拌改良法歩掛資料

コーンコーンコーンコーンα(α(α(α(BP)充填改良法歩掛資料BP)充填改良法歩掛資料BP)充填改良法歩掛資料BP)充填改良法歩掛資料

コーンコーンコーンコーンα(α(α(α(BP)飛散防止改良法歩掛資料BP)飛散防止改良法歩掛資料BP)飛散防止改良法歩掛資料BP)飛散防止改良法歩掛資料

コーンコーンコーンコーンαααα再生RC路盤改良法歩掛資料再生RC路盤改良法歩掛資料再生RC路盤改良法歩掛資料再生RC路盤改良法歩掛資料

コーンコーンコーンコーンα(α(α(α(BP)除染バチルスコート改良法歩掛資料BP)除染バチルスコート改良法歩掛資料BP)除染バチルスコート改良法歩掛資料BP)除染バチルスコート改良法歩掛資料

見     積     条     件見     積     条     件見     積     条     件見     積     条     件



ＡＡＡＡ

                            名名名名　   　　   　　   　　   　称称称称　   　　   　　   　　   　寸寸寸寸　   　　   　　   　　   　法法法法 仕仕仕仕 様様様様 員員員員 数数数数 単単単単 位位位位 単単単単 価価価価 金金金金 額額額額

1.1.1.1. コーンコーンコーンコーンαααα充填改良工充填改良工充填改良工充填改良工 添加量0.5添加量0.5添加量0.5添加量0.5㎏/ｍ㎏/ｍ㎏/ｍ㎏/ｍ3333 375.0375.0375.0375.0 ｍｍｍｍ3333

バックホウバックホウバックホウバックホウ 0.7　0.7　0.7　0.7　貫入棒設置貫入棒設置貫入棒設置貫入棒設置バケットバケットバケットバケット込込込込みみみみ 8.08.08.08.0 ｈｈｈｈ 12,50012,50012,50012,500 100,000100,000100,000100,000

改良材圧入改良材圧入改良材圧入改良材圧入プラントプラントプラントプラント ２２２２機使用機使用機使用機使用 8.08.08.08.0 ｈｈｈｈ 9,5009,5009,5009,500 76,00076,00076,00076,000

機械補助注入工機械補助注入工機械補助注入工機械補助注入工 一般土木世話役一般土木世話役一般土木世話役一般土木世話役 1.01.01.01.0 人人人人 23,00023,00023,00023,000 23,00023,00023,00023,000

注入工注入工注入工注入工 特殊作業員特殊作業員特殊作業員特殊作業員 2.02.02.02.0 人人人人 22,70022,70022,70022,700 45,40045,40045,40045,400

注入工補助注入工補助注入工補助注入工補助 普通作業員普通作業員普通作業員普通作業員 3.03.03.03.0 人人人人 19,80019,80019,80019,800 59,40059,40059,40059,400

コーンコーンコーンコーンαααα 粉体粉体粉体粉体、、、、添加量0.5添加量0.5添加量0.5添加量0.5㎏/ｍ㎏/ｍ㎏/ｍ㎏/ｍ
3333 187.500187.500187.500187.500 ㎏㎏㎏㎏ 1,8001,8001,8001,800 337,500337,500337,500337,500

キチンパウダー(キチンパウダー(キチンパウダー(キチンパウダー(BP)BP)BP)BP) 粉体粉体粉体粉体、、、、添加量0.05添加量0.05添加量0.05添加量0.05㎏/ｍ㎏/ｍ㎏/ｍ㎏/ｍ
3333 18.75018.75018.75018.750 ㎏㎏㎏㎏ 900900900900 16,87516,87516,87516,875

消耗雑品消耗雑品消耗雑品消耗雑品 1.01.01.01.0 式式式式 1,0751,0751,0751,075

計計計計 659,250659,250659,250659,250

ｍｍｍｍ3333当当当当りりりり 1,7581,7581,7581,758

環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーンαααα」BP」BP」BP」BP

コーンコーンコーンコーンα(α(α(α(BP)充填改良法歩掛資料（公共工事実績）BP)充填改良法歩掛資料（公共工事実績）BP)充填改良法歩掛資料（公共工事実績）BP)充填改良法歩掛資料（公共工事実績）

備備備備 考考考考

施工規模3,000施工規模3,000施工規模3,000施工規模3,000mmmm
3333以上以上以上以上

設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/㎏㎏㎏㎏×0.9=1,800×0.9=1,800×0.9=1,800×0.9=1,800円円円円

上記上記上記上記はははは充填浸透改良充填浸透改良充填浸透改良充填浸透改良によりによりによりにより、、、、掘削運搬盛土工掘削運搬盛土工掘削運搬盛土工掘削運搬盛土工はははは別途計上別途計上別途計上別途計上、、、、施工時施工時施工時施工時にににに敷鉄板利用敷鉄板利用敷鉄板利用敷鉄板利用のののの場合場合場合場合はははは布設替布設替布設替布設替ええええ費用費用費用費用
はははは別途計上別途計上別途計上別途計上のののの事事事事。。。。添加量添加量添加量添加量はははは配合試験配合試験配合試験配合試験にてにてにてにて確認確認確認確認してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

労務単価労務単価労務単価労務単価にににに法定福利費法定福利費法定福利費法定福利費のののの事業主負担額事業主負担額事業主負担額事業主負担額はははは含含含含んでいませんんでいませんんでいませんんでいません。。。。

労務単価労務単価労務単価労務単価はははは平成28年2月平成28年2月平成28年2月平成28年2月よりよりよりより適用東京都適用東京都適用東京都適用東京都のののの公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価をををを適用適用適用適用していますしていますしていますしています。。。。

設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/㎏㎏㎏㎏×0.9=900×0.9=900×0.9=900×0.9=900円円円円

歩掛りA －1－



ＢＢＢＢ

                            名名名名　   　　   　　   　　   　称称称称　   　　   　　   　　   　寸寸寸寸　   　　   　　   　　   　法法法法 仕仕仕仕 様様様様 員員員員 数数数数 単単単単 位位位位 単単単単 価価価価 金金金金 額額額額

1.1.1.1. コーンコーンコーンコーンαααα撹拌改良工撹拌改良工撹拌改良工撹拌改良工 添加量0.5添加量0.5添加量0.5添加量0.5㎏/ｍ㎏/ｍ㎏/ｍ㎏/ｍ3333 350.0350.0350.0350.0 ｍｍｍｍ3333

バックホウバックホウバックホウバックホウ 0.7m30.7m30.7m30.7m3クラスクラスクラスクラス 8.08.08.08.0 ｈｈｈｈ 9,5009,5009,5009,500 76,00076,00076,00076,000

ブルドーザーブルドーザーブルドーザーブルドーザー D6D6D6D6 8.08.08.08.0 ｈｈｈｈ 10,00010,00010,00010,000 80,00080,00080,00080,000

機械補助機械補助機械補助機械補助　　　　散布工散布工散布工散布工 一般土木世話役一般土木世話役一般土木世話役一般土木世話役 1.01.01.01.0 人人人人 23,00023,00023,00023,000 23,00023,00023,00023,000

〃〃〃〃 特殊作業員特殊作業員特殊作業員特殊作業員 1.01.01.01.0 人人人人 22,70022,70022,70022,700 22,70022,70022,70022,700

〃〃〃〃 普通作業員普通作業員普通作業員普通作業員 1.01.01.01.0 人人人人 19,80019,80019,80019,800 19,80019,80019,80019,800

コーンコーンコーンコーンαααα 粉体粉体粉体粉体、、、、添加量0.5添加量0.5添加量0.5添加量0.5㎏/ｍ㎏/ｍ㎏/ｍ㎏/ｍ
3333 175.0175.0175.0175.0 ㎏㎏㎏㎏ 1,8001,8001,8001,800 315,000315,000315,000315,000

キチンパウダー(キチンパウダー(キチンパウダー(キチンパウダー(BP)BP)BP)BP) 粉体粉体粉体粉体、、、、添加量0.05添加量0.05添加量0.05添加量0.05㎏/ｍ㎏/ｍ㎏/ｍ㎏/ｍ
3333 17.517.517.517.5 ㎏㎏㎏㎏ 900900900900 15,75015,75015,75015,750

消耗雑品消耗雑品消耗雑品消耗雑品 1.01.01.01.0 式式式式 750750750750

計計計計 553,000553,000553,000553,000

ｍｍｍｍ3333当当当当りりりり 1,5801,5801,5801,580

設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/㎏㎏㎏㎏×0.9=1,800×0.9=1,800×0.9=1,800×0.9=1,800円円円円

上記上記上記上記はははは粉体散布撹拌混合改良粉体散布撹拌混合改良粉体散布撹拌混合改良粉体散布撹拌混合改良によるによるによるによる、30㎝、30㎝、30㎝、30㎝毎毎毎毎のののの改良改良改良改良となるためとなるためとなるためとなるため厚厚厚厚さやさやさやさや含水比含水比含水比含水比によりによりによりにより乾燥手間等乾燥手間等乾燥手間等乾燥手間等、1、1、1、1日日日日のののの
施工量施工量施工量施工量がががが変動変動変動変動、、、、歩掛歩掛歩掛歩掛りがりがりがりが変変変変わりますわりますわりますわります。。。。添加量添加量添加量添加量はははは配合試験配合試験配合試験配合試験にてにてにてにて確認確認確認確認してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

労務単価労務単価労務単価労務単価はははは平成28年2月平成28年2月平成28年2月平成28年2月よりよりよりより適用東京都適用東京都適用東京都適用東京都のののの公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価をををを適用適用適用適用していますしていますしていますしています。。。。

労務単価労務単価労務単価労務単価にににに法定福利費法定福利費法定福利費法定福利費のののの事業主負担額事業主負担額事業主負担額事業主負担額はははは含含含含んでいませんんでいませんんでいませんんでいません。。。。

設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/㎏㎏㎏㎏×0.9=900×0.9=900×0.9=900×0.9=900円円円円

環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーンαααα」BP」BP」BP」BP

コーンコーンコーンコーンα(α(α(α(BP)散布撹拌改良法歩掛資料（自社実績）BP)散布撹拌改良法歩掛資料（自社実績）BP)散布撹拌改良法歩掛資料（自社実績）BP)散布撹拌改良法歩掛資料（自社実績）

備備備備 考考考考

施工規模3,000施工規模3,000施工規模3,000施工規模3,000mmmm
3333以上以上以上以上

歩掛りＢ － 2 －



ＣＣＣＣ

720720720720
設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/㎏㎏㎏㎏×0.9=900×0.9=900×0.9=900×0.9=900円円円円

キチンパウダー(キチンパウダー(キチンパウダー(キチンパウダー(BP)BP)BP)BP) 紛体紛体紛体紛体、、、、表面散布量0.0表面散布量0.0表面散布量0.0表面散布量0.0１１１１㎏/㎡㎏/㎡㎏/㎡㎏/㎡ 2.002.002.002.00 kgkgkgkg 900900900900 1,8001,8001,8001,800
設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/㎏㎏㎏㎏×0.9=900×0.9=900×0.9=900×0.9=900円円円円

キチンパウダー(キチンパウダー(キチンパウダー(キチンパウダー(BP)BP)BP)BP) 粉体粉体粉体粉体、、、、添加量0.1添加量0.1添加量0.1添加量0.1㎏/ｍ㎏/ｍ㎏/ｍ㎏/ｍ3333 0.80.80.80.8 kgkgkgkg 900900900900

添加添加添加添加････散布量散布量散布量散布量はははは配合試験配合試験配合試験配合試験にてにてにてにて確認確認確認確認してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

19,80019,80019,80019,800 19,80019,80019,80019,800

563563563563 2,8152,8152,8152,815

kgkgkgkg 1,8001,8001,8001,800 36,00036,00036,00036,000
設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/㎏㎏㎏㎏×0.9=1,800×0.9=1,800×0.9=1,800×0.9=1,800円円円円

サイドローラーサイドローラーサイドローラーサイドローラー 600～1000600～1000600～1000600～1000kgkgkgkg 5.05.05.05.0

19,80019,80019,80019,800 39,60039,60039,60039,600普通作業員普通作業員普通作業員普通作業員 機械補助機械補助機械補助機械補助、、、、散布散布散布散布 2.02.02.02.0 人人人人

名名名名 称称称称 寸寸寸寸 法法法法 仕仕仕仕 様様様様 員員員員 数数数数 単単単単 位位位位 単単単単 価価価価 金金金金 額額額額 備備備備 考考考考

1111 コーンコーンコーンコーンα(α(α(α(BP)BP)BP)BP)改良工改良工改良工改良工（（（（コーンコーンコーンコーンαααα＋＋＋＋キチンパウダー(キチンパウダー(キチンパウダー(キチンパウダー(BP)BP)BP)BP)紛体紛体紛体紛体、、、、t=100t=100t=100t=100、、、、添加添加添加添加：1.：1.：1.：1.１１１１kg/mkg/mkg/mkg/m3333）　80㎡）　80㎡）　80㎡）　80㎡当当当当たりたりたりたり

１１１１．．．．コーンコーンコーンコーンα(α(α(α(BP)BP)BP)BP)土改良舗装工事土改良舗装工事土改良舗装工事土改良舗装工事 施工規模300施工規模300施工規模300施工規模300㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上

人人人人 23,00023,00023,00023,000 23,00023,00023,00023,000職長職長職長職長 1.01.01.01.0

人人人人 22,70022,70022,70022,700 45,40045,40045,40045,400特殊舗装作業員特殊舗装作業員特殊舗装作業員特殊舗装作業員 機械補助機械補助機械補助機械補助、、、、散布散布散布散布 2.02.02.02.0

hhhh 563563563563 4,5044,5044,5044,504サイドローラーサイドローラーサイドローラーサイドローラー 600～1000600～1000600～1000600～1000kgkgkgkg 8.08.08.08.0

hhhh 3,7503,7503,7503,750 30,00030,00030,00030,000耕耘機耕耘機耕耘機耕耘機 8.08.08.08.0

kgkgkgkg 1,8001,8001,8001,800 14,40014,40014,40014,400
設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/㎏㎏㎏㎏×0.9=1,800×0.9=1,800×0.9=1,800×0.9=1,800円円円円コーンコーンコーンコーンαααα 紛体紛体紛体紛体、、、、攪拌混合攪拌混合攪拌混合攪拌混合 8.08.08.08.0

式式式式 376376376376雑材料雑材料雑材料雑材料 1.01.01.01.0

1111 改良工改良工改良工改良工　　　　計計計計 158,000158,000158,000158,000

2222
コートコートコートコート工工工工（（（（岩瀬砂岩瀬砂岩瀬砂岩瀬砂t=5mmt=5mmt=5mmt=5mm、、、、キチンパウダー(キチンパウダー(キチンパウダー(キチンパウダー(BP)BP)BP)BP)紛体紛体紛体紛体、、、、表面散布量0.0表面散布量0.0表面散布量0.0表面散布量0.0１１１１㎏/㎡㎏/㎡㎏/㎡㎏/㎡
＋(＋(＋(＋(コーンコーンコーンコーンαααα液体液体液体液体、、、、添加量0.添加量0.添加量0.添加量0.１１１１㎏/2㎏/2㎏/2㎏/2ℓℓℓℓ/㎡）　200㎡/㎡）　200㎡/㎡）　200㎡/㎡）　200㎡当当当当たりたりたりたり

改良工改良工改良工改良工㎡㎡㎡㎡当当当当りりりり 1,975.001,975.001,975.001,975.00

職長職長職長職長 0.10.10.10.1 人人人人 23,00023,00023,00023,000 2,3002,3002,3002,300

人人人人 22,70022,70022,70022,700 22,70022,70022,70022,700特殊舗装作業員特殊舗装作業員特殊舗装作業員特殊舗装作業員 敷敷敷敷きききき均均均均しししし、、、、散布散布散布散布 1.01.01.01.0

hhhh

普通作業員普通作業員普通作業員普通作業員 機械補助機械補助機械補助機械補助、、、、散布散布散布散布 1.01.01.01.0 人人人人

コーンコーンコーンコーンαααα 液体液体液体液体、、、、添加量0.添加量0.添加量0.添加量0.１１１１㎏/2㎏/2㎏/2㎏/2ℓℓℓℓ/㎡/㎡/㎡/㎡ 20.020.020.020.0

m3m3m3m3 4,5004,5004,5004,500 5,7155,7155,7155,715 単価単価単価単価はははは現地価格現地価格現地価格現地価格にてにてにてにて
修正下修正下修正下修正下さいさいさいさい。。。。

式式式式 470470470470

環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーンαααα」BP」BP」BP」BP

コーンコーンコーンコーンα(α(α(α(BP)土舗装（歩道）改良法歩掛資料（自社実績）BP)土舗装（歩道）改良法歩掛資料（自社実績）BP)土舗装（歩道）改良法歩掛資料（自社実績）BP)土舗装（歩道）改良法歩掛資料（自社実績）

雑材料雑材料雑材料雑材料 1.01.01.01.0

岩瀬砂岩瀬砂岩瀬砂岩瀬砂 小型小型小型小型、、、、t=5mmt=5mmt=5mmt=5mm 1.31.31.31.3

コートコートコートコート工工工工㎡㎡㎡㎡当当当当りりりり

2222 コートコートコートコート工工工工　　　　計計計計 91,60091,60091,60091,600

458.00458.00458.00458.00

コーンコーンコーンコーンαααα土舗装改良工事土舗装改良工事土舗装改良工事土舗装改良工事

労務単価労務単価労務単価労務単価はははは平成27年2月平成27年2月平成27年2月平成27年2月よりよりよりより適用東京都適用東京都適用東京都適用東京都のののの公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価をををを適用適用適用適用していますしていますしていますしています。。。。

2,4332,4332,4332,433㎡㎡㎡㎡当当当当りりりり 1.001.001.001.00 ㎡㎡㎡㎡

労務単価労務単価労務単価労務単価にににに法定福利費法定福利費法定福利費法定福利費のののの事業主負担額事業主負担額事業主負担額事業主負担額はははは含含含含んでいませんんでいませんんでいませんんでいません。。。。

歩掛りＣ － 3 －
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                            名名名名　   　　   　　   　　   　称称称称　   　　   　　   　　   　寸寸寸寸　   　　   　　   　　   　法法法法 仕仕仕仕 様様様様 員員員員 数数数数 単単単単 位位位位 単単単単 価価価価 金金金金 額額額額

1111 コーンコーンコーンコーンα(α(α(α(BP)BP)BP)BP)飛散防止改良工飛散防止改良工飛散防止改良工飛散防止改良工 保水力保水力保水力保水力・・・・粘性向上粘性向上粘性向上粘性向上 2000.02000.02000.02000.0 ㎡㎡㎡㎡

職長職長職長職長 1.01.01.01.0 人人人人 23,00023,00023,00023,000 23,00023,00023,00023,000

特殊作業員特殊作業員特殊作業員特殊作業員 散布機運転散布機運転散布機運転散布機運転 1.01.01.01.0 人人人人 22,70022,70022,70022,700 22,70022,70022,70022,700

普通作業員普通作業員普通作業員普通作業員 機械補助機械補助機械補助機械補助、、、、散布散布散布散布 2.02.02.02.0 人人人人 19,80019,80019,80019,800 39,60039,60039,60039,600

散布車散布車散布車散布車 散布機散布機散布機散布機＋＋＋＋運搬車運搬車運搬車運搬車 8.08.08.08.0 hhhh 5,2005,2005,2005,200 41,60041,60041,60041,600

コーンコーンコーンコーンαααα
粉体使用粉体使用粉体使用粉体使用（（（（支給水支給水支給水支給水によりによりによりにより現場液体現場液体現場液体現場液体
化化化化）15）15）15）150g/0g/0g/0g/2222ℓℓℓℓ////㎡㎡㎡㎡ 300.0300.0300.0300.0 ㎏㎏㎏㎏ 1,8001,8001,8001,800 540,000540,000540,000540,000

キチンパウダー(キチンパウダー(キチンパウダー(キチンパウダー(BP)BP)BP)BP) 粉体粉体粉体粉体、、、、添加量15添加量15添加量15添加量15g/g/g/g/㎡㎡㎡㎡ 30.030.030.030.0 ㎏㎏㎏㎏ 900900900900 27,00027,00027,00027,000

消耗雑品消耗雑品消耗雑品消耗雑品 1.01.01.01.0 式式式式 2,1002,1002,1002,100

飛散防止改良計飛散防止改良計飛散防止改良計飛散防止改良計 696,000696,000696,000696,000

㎡㎡㎡㎡当当当当りりりり 348348348348

必要水必要水必要水必要水はははは支給下支給下支給下支給下さいさいさいさい

設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/㎏㎏㎏㎏×0.9=900×0.9=900×0.9=900×0.9=900円円円円

環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーンαααα」BP」BP」BP」BP

コーンコーンコーンコーンα(α(α(α(BP)飛散防止改良法歩掛資料（自社実績）BP)飛散防止改良法歩掛資料（自社実績）BP)飛散防止改良法歩掛資料（自社実績）BP)飛散防止改良法歩掛資料（自社実績）

設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/㎏㎏㎏㎏×0.9=1,800×0.9=1,800×0.9=1,800×0.9=1,800円円円円

備備備備 考考考考

施工規模2,000施工規模2,000施工規模2,000施工規模2,000㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上

コーンコーンコーンコーンαααα散布150散布150散布150散布150g/g/g/g/㎡㎡㎡㎡

対象面対象面対象面対象面はははは転圧済転圧済転圧済転圧済であるであるであるである事事事事をををを条件条件条件条件、、、、散布工散布工散布工散布工ですですですです。。。。

労務単価労務単価労務単価労務単価はははは平成28年2月平成28年2月平成28年2月平成28年2月よりよりよりより適用東京都適用東京都適用東京都適用東京都のののの公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価をををを適用適用適用適用していますしていますしていますしています。。。。

労務単価労務単価労務単価労務単価にににに法定福利費法定福利費法定福利費法定福利費のののの事業主負担額事業主負担額事業主負担額事業主負担額はははは含含含含んでいませんんでいませんんでいませんんでいません。。。。

上記上記上記上記はははは液体散布浸透改良液体散布浸透改良液体散布浸透改良液体散布浸透改良によるによるによるによる、、、、浸透改良浸透改良浸透改良浸透改良となるためとなるためとなるためとなるため含水比含水比含水比含水比によりによりによりにより散布量等散布量等散布量等散布量等、1、1、1、1日日日日のののの施工量施工量施工量施工量がががが変動変動変動変動、、、、歩歩歩歩
掛掛掛掛りがりがりがりが変変変変わりますわりますわりますわります。。。。添加量添加量添加量添加量はははは配合試験配合試験配合試験配合試験にてにてにてにて確認確認確認確認してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。
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                            名名名名　   　　   　　   　　   　称称称称　   　　   　　   　　   　寸寸寸寸　   　　   　　   　　   　法法法法 仕仕仕仕 様様様様 員員員員 数数数数 単単単単 位位位位 単単単単 価価価価 金金金金 額額額額

1.1.1.1. コーンコーンコーンコーンαααα再生再生再生再生RCRCRCRC路盤改良工路盤改良工路盤改良工路盤改良工 添加量0.3添加量0.3添加量0.3添加量0.3㎏/㎡㎏/㎡㎏/㎡㎏/㎡ 600.0600.0600.0600.0 ㎡㎡㎡㎡

バックホウバックホウバックホウバックホウ 0.4m0.4m0.4m0.4m3333クラスクラスクラスクラス 8.08.08.08.0 ｈｈｈｈ 8,0008,0008,0008,000 64,00064,00064,00064,000

ブルドーザーブルドーザーブルドーザーブルドーザー D4D4D4D4 8.08.08.08.0 ｈｈｈｈ 8,5008,5008,5008,500 68,00068,00068,00068,000

コンバインドローラーコンバインドローラーコンバインドローラーコンバインドローラー 4t4t4t4t 8.08.08.08.0 ｈｈｈｈ 5,0005,0005,0005,000 40,00040,00040,00040,000

散布車散布車散布車散布車 散布機散布機散布機散布機＋＋＋＋運搬車運搬車運搬車運搬車 8.08.08.08.0 hhhh 4,8004,8004,8004,800 38,40038,40038,40038,400

機械補助機械補助機械補助機械補助　　　　散布工散布工散布工散布工 一般土木世話役一般土木世話役一般土木世話役一般土木世話役 1.01.01.01.0 人人人人 23,00023,00023,00023,000 23,00023,00023,00023,000

〃〃〃〃 特殊作業員特殊作業員特殊作業員特殊作業員 2.02.02.02.0 人人人人 22,70022,70022,70022,700 45,40045,40045,40045,400

〃〃〃〃 普通作業員普通作業員普通作業員普通作業員 4.04.04.04.0 人人人人 19,80019,80019,80019,800 79,20079,20079,20079,200

再生砕石再生砕石再生砕石再生砕石 ＲＣ-40ＲＣ-40ＲＣ-40ＲＣ-40 114.3114.3114.3114.3 mmmm3333 2,0002,0002,0002,000 228,600228,600228,600228,600

再生砕石再生砕石再生砕石再生砕石 目潰目潰目潰目潰しししし用用用用ＲＣＲＣＲＣＲＣ砂砂砂砂 7.67.67.67.6 mmmm3333 2,2002,2002,2002,200 16,76416,76416,76416,764

コーンコーンコーンコーンαααα
粉体使用粉体使用粉体使用粉体使用（（（（支給水支給水支給水支給水によりによりによりにより現場液体化現場液体化現場液体化現場液体化）300）300）300）300g/g/g/g/2222ℓℓℓℓ////
㎡㎡㎡㎡ 180.0180.0180.0180.0 ㎏㎏㎏㎏ 1,8001,8001,8001,800 324,000324,000324,000324,000

消耗雑品消耗雑品消耗雑品消耗雑品 1.01.01.01.0 式式式式 1,4381,4381,4381,438

計計計計 928,802928,802928,802928,802

㎡㎡㎡㎡当当当当りりりり 1,5481,5481,5481,548

環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーンαααα」」」」

コーンコーンコーンコーンαααα再生RC路盤改良法歩掛資料（自社実績）再生RC路盤改良法歩掛資料（自社実績）再生RC路盤改良法歩掛資料（自社実績）再生RC路盤改良法歩掛資料（自社実績）

備備備備 考考考考

施工規模1,200施工規模1,200施工規模1,200施工規模1,200㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上

単価単価単価単価はははは現地価格現地価格現地価格現地価格にてにてにてにて
修正下修正下修正下修正下さいさいさいさい。。。。

単価単価単価単価はははは現地価格現地価格現地価格現地価格にてにてにてにて
修正下修正下修正下修正下さいさいさいさい。。。。

設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/㎏㎏㎏㎏×0.9=1,800×0.9=1,800×0.9=1,800×0.9=1,800円円円円

労務単価労務単価労務単価労務単価はははは平成28年2月平成28年2月平成28年2月平成28年2月よりよりよりより適用東京都適用東京都適用東京都適用東京都のののの公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価公共工事設計労務単価をををを適用適用適用適用していますしていますしていますしています。。。。

労務単価労務単価労務単価労務単価にににに法定福利費法定福利費法定福利費法定福利費のののの事業主負担額事業主負担額事業主負担額事業主負担額はははは含含含含んでいませんんでいませんんでいませんんでいません。。。。

上記上記上記上記はコーンはコーンはコーンはコーンαααα再生再生再生再生RCRCRCRC路盤改良工路盤改良工路盤改良工路盤改良工にににに於於於於けるけるけるける、、、、メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス時時時時でででで除草済除草済除草済除草済のののの現場現場現場現場によるによるによるによる、、、、路盤厚路盤厚路盤厚路盤厚はははは既存15既存15既存15既存15
㎝㎝㎝㎝としとしとしとし表面仕上表面仕上表面仕上表面仕上げげげげ用用用用のののの目潰目潰目潰目潰しししし砂砂砂砂をををを敷設直敷設直敷設直敷設直し1し1し1し1㎝㎝㎝㎝としているとしているとしているとしている。。。。除草伐根除草伐根除草伐根除草伐根のののの必要必要必要必要があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは別途計上下別途計上下別途計上下別途計上下ささささ
いいいい。。。。
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1111 コーンコーンコーンコーンα(α(α(α(BP)BP)BP)BP)除染除染除染除染バチルスコートバチルスコートバチルスコートバチルスコート改良工改良工改良工改良工 バチルスバチルスバチルスバチルス菌膜菌膜菌膜菌膜コートコートコートコート 2000.02000.02000.02000.0 ㎡㎡㎡㎡

職長職長職長職長 0.30.30.30.3 人人人人 23,00023,00023,00023,000 6,9006,9006,9006,900

特殊作業員特殊作業員特殊作業員特殊作業員 散布機運転散布機運転散布機運転散布機運転 2.02.02.02.0 人人人人 22,70022,70022,70022,700 45,40045,40045,40045,400

普通作業員普通作業員普通作業員普通作業員 機械補助機械補助機械補助機械補助、、、、散布散布散布散布 2.02.02.02.0 人人人人 19,80019,80019,80019,800 39,60039,60039,60039,600

散布車散布車散布車散布車 散布機散布機散布機散布機＋＋＋＋運搬車運搬車運搬車運搬車 8.08.08.08.0 hhhh 4,8004,8004,8004,800 38,40038,40038,40038,400

コーンコーンコーンコーンαααα
粉体使用粉体使用粉体使用粉体使用（（（（支給水支給水支給水支給水によりによりによりにより現場液体現場液体現場液体現場液体
化化化化）30）30）30）300g/0g/0g/0g/2222ℓℓℓℓ////㎡㎡㎡㎡ 600.0600.0600.0600.0 ㎏㎏㎏㎏ 2,6002,6002,6002,600 1,560,0001,560,0001,560,0001,560,000

キチンパウダー(キチンパウダー(キチンパウダー(キチンパウダー(BP)BP)BP)BP) 粉体粉体粉体粉体、、、、添加量30添加量30添加量30添加量30g/g/g/g/㎡㎡㎡㎡ 60.060.060.060.0 ㎏㎏㎏㎏ 900900900900 54,00054,00054,00054,000

消耗雑品消耗雑品消耗雑品消耗雑品 1.01.01.01.0 式式式式 1,7001,7001,7001,700

飛散防止改良計飛散防止改良計飛散防止改良計飛散防止改良計 1,746,0001,746,0001,746,0001,746,000

㎡㎡㎡㎡当当当当りりりり 873873873873

環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーン環境配慮圧密加速バイオ系土質改良「コーンαααα」BP」BP」BP」BP

コーンコーンコーンコーンα(α(α(α(BP)除染バチルスコート改良法歩掛資料（自社実績）BP)除染バチルスコート改良法歩掛資料（自社実績）BP)除染バチルスコート改良法歩掛資料（自社実績）BP)除染バチルスコート改良法歩掛資料（自社実績）

備備備備 考考考考

コーンコーンコーンコーンαααα散布300散布300散布300散布300g/g/g/g/㎡㎡㎡㎡

添加量添加量添加量添加量はははは配合試験配合試験配合試験配合試験にてにてにてにて確認確認確認確認してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/設計:定価2,000円/㎏㎏㎏㎏×0.9=1,800×0.9=1,800×0.9=1,800×0.9=1,800円円円円

設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/設計:定価1,000円/㎏㎏㎏㎏×0.9=900×0.9=900×0.9=900×0.9=900円円円円
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１． 見積は内訳項目工事について直接工事費として見積もり致しました。見積項目外については別途協議願います。

１． 施工に必要な改良用水は別途計上願います。

１． 改良については地山対象土にてコーンα液体での２週間改良。盛土施工場所へ運搬は別途計上願います。

粉体改良については対象土にコーンα粉体で混合撹拌改良。盛土施工場所へ運搬は別途計上願います。

施工前の表面に存置している異物雑根草等を事前に鋤取り等掘削については考えておりません。

見積数量増減、条件変更については別途協議願います。

１． 水道等の設備は含んでおりません。

１． 工事にかかる確認試験（各種測定・室内試験）は仮設費計上願います。

１． 工事にかかる回送費・管理費等間接経費は含んでおりません。

１． その他、数量の増減、自然災害等による損害に関しては、別途協議願います。

１． 工事作業に必要なヤードの確保を御願いします。

見　　　積　　　り　　　条　　　件
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