
山 梨 県                                山 梨 県                                

公 　表 　用 　設 　計 　書公 　表 　用 　設 　計 　書

工　　事　　名工　　事　　名

建設リサイクル法建設リサイクル法

工　事　場　所工　事　場　所

河川名、路線名等河川名、路線名等

事　　業　　名事　　業　　名

設計請負工事費設計請負工事費
（消費税込み）（消費税込み）

変更による増減額変更による増減額

設計工事価格設計工事価格
（消費税抜き）（消費税抜き）

変更による増減額変更による増減額

請負工事費請負工事費
（消費税込み）（消費税込み）

変更による増減額変更による増減額

工事価格工事価格
（消費税抜き）（消費税抜き）

変更による増減額変更による増減額

最終請負工事費最終請負工事費
（消費税込み）（消費税込み）

単品スライド適用単品スライド適用
による増減額による増減額

最終請負工事費最終請負工事費
　計　算　式　計　算　式

（当初）        （当初）        

     所長　　次長(事)　　次長(技)　管理幹　　審査幹　　課長　　ﾘｰﾀﾞｰ 　検算者　設計者          所長　　次長(事)　　次長(技)　管理幹　　審査幹　　課長　　ﾘｰﾀﾞｰ 　検算者　設計者     

富士山有料道路　舗装補修工事                                                      富士山有料道路　舗装補修工事                                                      
                                    

対象工事対象工事
                        
南都留郡鳴沢村　富士山　地内外                                                    南都留郡鳴沢村　富士山　地内外                                                    
                                    

              
（一）富士河口湖富士線                                                            （一）富士河口湖富士線                                                            
                                    

                  
富士山有料道路管理費                                                              富士山有料道路管理費                                                              
                                    

         29,192,400         29,192,400

         27,030,000         27,030,000

                                      

                                      

                                      

円円

円円

    

    

    



山 梨 県                                山 梨 県                                

＜認可・実施＞＜認可・実施＞
工　事　概　要工　事　概　要

＜実施・変更＞＜実施・変更＞

施　工　理　由施　工　理　由
　　又　は　　　　又　は　　
変　更　理　由変　更　理　由

単　価　地　区単　価　地　区

適　用　年　版適　用　年　版

適　用　工　種適　用　工　種

施工地域区分施工地域区分
コンクリートコンクリート
運搬費加算額運搬費加算額

冬　期　係　数冬　期　係　数
工　期工　期

着　　手着　　手 完　　成完　　成

積雪寒冷地等級積雪寒冷地等級

週休2日補正週休2日補正

事　務　所　名事　務　所　名

課　　　　　名課　　　　　名

備　　　　　考備　　　　　考

切削オーバーレイ工　Ｌ＝５００ｍ、Ｗ＝７．９～９．８ｍ、Ａ＝４１８０ｍ２          切削オーバーレイ工　Ｌ＝５００ｍ、Ｗ＝７．９～９．８ｍ、Ａ＝４１８０ｍ２          
舗装打ち換え工　Ｎ＝４箇所　Ａ＝２１９ｍ２                                        舗装打ち換え工　Ｎ＝４箇所　Ａ＝２１９ｍ２                                        
区画線設置工　一式                                                                区画線設置工　一式                                                                
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
                

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
                

(A1)(A1) 山梨県道路公社                                                          山梨県道路公社                                                          

(A1)(A1) 道路管理課(富士山)                                                      道路管理課(富士山)                                                      

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    



＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　 0000010001

山 梨 県                                山 梨 県                                

頁頁 --

費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など 数       量数       量単 位単 位 単        価単        価金        額金        額 備        考備        考

＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　

道路修繕道路修繕

   １式      １式       14,115,439    14,115,439

舗装工舗装工

   １式      １式       10,800,284    10,800,284

路面切削工路面切削工

   １式      １式        2,720,344     2,720,344

路面切削路面切削

     4,180          4,180        ｍ２      ｍ２   

殻運搬（路面切削）殻運搬（路面切削）

       209            209        ｍ３      ｍ３   

殻処分殻処分

       209            209        ｍ３      ｍ３   

オーバーレイ工オーバーレイ工

   １式      １式        8,079,940     8,079,940

表層（車道・路肩部）表層（車道・路肩部）

     4,180          4,180        ｍ２      ｍ２   

区画線工区画線工

   １式      １式          167,000       167,000

区画線工区画線工

   １式      １式          167,000       167,000

ペイント式区画線ペイント式区画線

     1,000          1,000         ｍ        ｍ    



＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　 0000020002

山 梨 県                                山 梨 県                                

頁頁 --

費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など 数       量数       量単 位単 位 単        価単        価金        額金        額 備        考備        考

ペイント式区画線ペイント式区画線

       500            500         ｍ        ｍ    

舗装打ち換え工舗装打ち換え工

   １式      １式        2,470,155     2,470,155

作業土工作業土工

   １式      １式           76,040        76,040

床掘り床掘り

         1              1         式        式    

残土処理工残土処理工

   １式      １式           44,440        44,440

土砂等運搬土砂等運搬

        40             40        ｍ３      ｍ３   

アスファルト舗装工アスファルト舗装工
排水構造物影響部排水構造物影響部

   １式      １式        1,426,347     1,426,347

下層路盤（車道・路肩部）下層路盤（車道・路肩部）

       219            219        ｍ２      ｍ２   

上層路盤（車道・路肩部）上層路盤（車道・路肩部）

       219            219        ｍ２      ｍ２   

基層（車道・路肩部）基層（車道・路肩部）

       219            219        ｍ２      ｍ２   

表層（車道・路肩部）表層（車道・路肩部）

       219            219        ｍ２      ｍ２   

構造物取壊し工構造物取壊し工

   １式      １式          465,206       465,206



＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　 0000030003

山 梨 県                                山 梨 県                                

頁頁 --

費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など 数       量数       量単 位単 位 単        価単        価金        額金        額 備        考備        考

舗装版切断舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

       116            116         ｍ        ｍ    

舗装版切断舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

       116            116         ｍ        ｍ    

舗装版破砕舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

       219            219        ｍ２      ｍ２   

舗装版破砕舗装版破砕
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

       219            219        ｍ２      ｍ２   

運搬処理工運搬処理工

   １式      １式          448,657       448,657

殻運搬殻運搬
As舗装版破砕As舗装版破砕

        11             11        ｍ３      ｍ３   

殻運搬殻運搬
Co舗装版破砕Co舗装版破砕

        55             55        ｍ３      ｍ３   

殻処分殻処分
As殻As殻

        11             11        ｍ３      ｍ３   

殻処分殻処分
Co殻Co殻

        55             55        ｍ３      ｍ３   

区画線工区画線工

   １式      １式            9,465         9,465

ペイント式区画線ペイント式区画線

        55             55         ｍ        ｍ    

ペイント式区画線ペイント式区画線

        30             30         ｍ        ｍ    



＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　 0000040004

山 梨 県                                山 梨 県                                

頁頁 --

費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など 数       量数       量単 位単 位 単        価単        価金        額金        額 備        考備        考

仮設工仮設工

   １式      １式          678,000       678,000

交通管理工交通管理工

   １式      １式          678,000       678,000

交通誘導警備員交通誘導警備員

         1              1         式        式    

＊＊直接工事費＊＊＊＊直接工事費＊＊

    14,115,439    14,115,439

運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　

   １式      １式           83,000        83,000

共通仮設費（率分）　　　　　　　　　　共通仮設費（率分）　　　　　　　　　　

   １式      １式        2,391,000     2,391,000

＊＊共通仮設費計＊＊＊＊共通仮設費計＊＊

     2,474,000     2,474,000

＊＊純工事費＊＊＊＊純工事費＊＊

    16,589,439    16,589,439

現場管理費　　　　　　　　　　　　　　現場管理費　　　　　　　　　　　　　　

   １式      １式        6,131,000     6,131,000

＊＊工事原価＊＊＊＊工事原価＊＊

    22,720,439    22,720,439

一般管理費等　　　　　　　　　　　　　一般管理費等　　　　　　　　　　　　　

   １式      １式        4,300,568     4,300,568

契約保証費　　　　　　　　　　　　　　契約保証費　　　　　　　　　　　　　　

   １式      １式            8,993         8,993



＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　＊＊本工事費＊＊　　　　　　　　　　　 0000050005

山 梨 県                                山 梨 県                                

頁頁 --

費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など 数       量数       量単 位単 位 単        価単        価金        額金        額 備        考備        考

＊＊一般管理費等計＊＊＊＊一般管理費等計＊＊

     4,309,561     4,309,561

＊＊工事価格＊＊＊＊工事価格＊＊

    27,030,000    27,030,000

＊＊工事価格計＊＊＊＊工事価格計＊＊

    27,030,000    27,030,000


