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松本市　県１丁目

令和４年度　都市計画道路松本駅北小松線道路改築工事



工事区分：道路改良

工種 種別 細別 規格 単位 数量 計上数量 摘要

道路土工 掘削工 掘削 m3 198.9 200

路床盛土 路床盛土 m3 126.3 130

土材料 再生クラッシャーランRC-40 m3 160.4 160

運搬処理工 土砂等運搬 m3 198.9 200

残土等処分 m3 198.9 200

舗装工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 不陸整正 m2 252.2 252

下層路盤（車道部） t=150、RC40 m2 252.2 252

上層路盤（車道部） t=150、M40 m2 252.2 252

基層（車道部） t=50、再生粗粒度As20 m2 252.2 252

表層（車道部） t=50、再生密粒度As20F m2 256.9 257

基面整正 m2 18.6 19

凍上抑制層（歩道部） t=150、C40 m2 18.6 19

上層路盤（歩道部） t=100、C40 m2 18.6 19

表層（歩道部） t=30、開粒度As13 m2 18.6 19

不陸整正（すりつけ舗装） ｔ=平均5cm、M40 m2 23.3 23

表層工（すりつけ舗装） t=50、再生密粒度As20F m2 23.3 23

構造物撤去工 構造物取壊し工 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋 m3 4.1 4

舗装版切断 t=15cm以下 ｍ 55.9 56

舗装版破砕 t=15cm以下 m2 282.3 282

転落防止柵撤去 ｍ 28.9 29

石積とりこわし（人力） 空積　控え45cm以下 m2 3.9 4

運搬処理工 殻運搬（無筋） 無筋コンクリート m3 4.1 4

殻運搬（Aｓ） As m3 40.0 40

現場発生品運搬 転落防止柵 回 1.0 1

殻処分（二次製品） 二次製品 ｔ 8.7 9

殻処分（無筋） 無筋 t 1.4 1

殻処分（As） As t 92.0 92

スクラップ処理 鉄くず　ヘビー　H3 t 0.4 0.4

設計数量総括表（道路改良）



工事区分：道路改良

工種 種別 細別 規格 単位 数量 計上数量 摘要

設計数量総括表（道路改良）

石積擁壁工 石積擁壁工 石積 m2 11.6 12

石積擁壁（材料費） 石材料のみ 個 85.9 86

基面整正 m2 6.0 6

胴込・裏込コンクリート 18-8-25BB m3 2.3 2

埋戻し 発生土 m3 3.7 4

現場打基礎コンクリート m3 0.9 1

水抜きパイプ VUφ５０ ｍ 2.4 2

排水構造物工 現場打水路工 現場打水路蓋 ｍ 14.6 15

グレーチング蓋 組 1.0 1

間詰コンクリート 18-8-25BB m3 0.2 0.2

現場打ち集水桝 0.32m3を超え0.34m3以下 基 1.0 1

縁石工 縁石工 組み合わせ型L型側溝 L３型　A種 ｍ 10.5 11

組み合わせ型L型側溝 L４型　A種 ｍ 18.1 18

付属物設置工 車止めポスト工 車止めポスト デリネーター付き、φ114.3×H800 本 3.0 3

フェンス工 既設フェンス撤去 ｍ 14.5 15

フェンス再設置 ｍ 14.5 15

区画線工 区画線（ペイント式） 区画線工　材料費 ペイント式　実線15ｃｍ　白色 m 48.3 48

区画線工　機械費・労務費 ペイント式　実線15ｃｍ　白色 m 277.5 278

区画線（溶融式） 区画線工　材料費 溶融式　実線45ｃｍ　白色 m 8.5 9

区画線工　機械費・労務費 溶融式　実線45ｃｍ　白色 m 48.8 49

区画線工　材料費 溶融式　破線15ｃｍ　白色 m 20.9 21

区画線工　機械費・労務費 溶融式　破線15ｃｍ　白色 m 120.1 120

区画線工　材料費 溶融式 矢印・文字・記号 15cm m 12.9 13

区画線工　機械費・労務費 溶融式 矢印・文字・記号 15cm m 74.1 74

路面標示工 矢羽根マーク W=0.75m、L=1.5m、ベンガラ色 m2 2.7 3

仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導員B 人 86.0 86



土工数量計算表

合計

掘削 m
3

198.9 198.9

床掘 〃

埋戻 〃

路床盛土 〃 126.3 126.3

土材料（購入土） RC-40 〃 160.4 160.4

土砂等運搬 〃 198.9 198.9

残土処理工 残土処理 〃 198.9 198.9

土材料
V= 126.3×1.27 160.4

土砂等運搬 V= 198.9 198.9

備　考名　称 規　格 単位
数　　　量



掘削 床掘 埋戻 路床盛土

掘削 床掘 埋戻 路床盛土 掘削 床掘 埋戻 路床盛土 Ｃ B b

Ｃ B b Ｃ B b (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3) (ｍ3)

12 ＋　 15.80 8.61 5.78

13 ＋　 0.00 8.56 5.77 8.59 5.78 4.2 36.1 24.3

13 ＋　 10.00 9.52 5.81 9.04 5.79 10.0 90.4 57.9

13 ＋　 16.70 12.10 7.34 10.81 6.58 6.7 72.4 44.1

合計 20.9 198.9 0.0 0.0 126.3

位      置
区間延長

(m)

土   工   計   算   書

断面積(m2) 平均断面積(m2)



舗装工数量集計表

規　　　格 単位 数　量 備　考

不陸整正 252.2

再生クラッシャラン  RC-40

下層路盤工 t=15cm 252.2

粒調砕石　M-40

上層路盤工 t=15cm 252.2

再生粗粒度As20

基層 t=5cm 252.2

再生密粒度As20F

表層 t=5cm 256.9

基面整正 18.6 舗装展開図参照

クラッシャラン　C-40

凍上抑制層 t=15cm 18.6 舗装展開図参照

クラッシャラン　C-40

上層路盤工 t=10cm 18.6 舗装展開図参照

開粒度As13

表層工 t=3cm 18.6 舗装展開図参照

粒調砕石　M-40

不陸整正 t=平均5cm 23.3 舗装展開図参照

再生密粒度As20F

表層工 t=5cm 23.3 舗装展開図参照

名　称

㎡

㎡

歩
道
部

㎡

㎡

車
道
部

㎡

㎡

㎡

㎡

す
り
つ
け

舗
装

㎡

㎡

㎡



幅(m) 平均幅 面積(m2) 幅(m) 平均幅 面積(m2)

【車道・標準部】

NO. 12 + 15.80 11.38 11.65

NO. 13 + 0.00 4.20 11.38 11.38 47.80 11.65 11.65 48.93

NO. 13 + 10.00 10.00 11.44 11.41 114.10 11.65 11.65 116.50

NO. 13 + 16.70 6.70 11.51 11.48 76.92 11.65 11.65 78.06

13.36 13.36
舗装展開図
（ヘロン）

20.90 252.18 256.85

表層工(再生密粒度As20F)
備  考

合計

舗装・路盤工面積計算書

測   点
距  離
(m)

不陸整正
下層路盤（RC-40）上層路盤（M-40）

基層（再生粗粒度As20）

交差点内



構造物撤去工集計表

工　種 種　　　別 細　　別 単位 数　量 摘要

構造物取壊し

無筋コンクリート m3 4.1 （二次製品＋無筋Co）

舗装版切断 t=15cm以下 m 55.9

舗装版破砕 t=15cm以下 m2 282.3

転落防止柵撤去 m 28.9

石積とりこわし（人力） 空積控え45cm以下 m2 3.9 再利用：43個

殻運搬

無筋コンクリート m3 4.1 （二次製品＋無筋Co）

アスファルト m3 40.0

現場発生品運搬 回 1.0 転落防止柵

殻処分

二次製品 t 8.7

無筋コンクリート t 1.4

アスファルト t 92.0

スクラップ t 0.38



撤去工計算表

規格
単体重量
(t/m3)

撤去・運搬量
(m3)

処分量
(t)

自由勾配側溝 300×400 20.9 m 0.368 ｔ / 2.0m 2.5 1.54 3.85

側溝蓋 20.9 × 0.9 = 18.8 18.8 枚 0.032 ｔ / 1.0枚 2.5 0.24 0.60

水路蓋 900×500×120 構造物撤去図より L=15.8m

(W)×(L)×(t) 15.8 / 0.5 = 31.6 31.6 枚 0.135 ｔ / 1.0枚 2.5 1.71 4.27

合計 3.49 8.72

既設水路 0.036 × 15.8 = 0.6 0.6 m3 2.35 0.60 1.41

合計 0.60 1.41

舗装版切断 t=15cm以下 構造図撤去図より 10.7+24.3＋20.9 55.9 m

舗装版破砕 + 19.3（歩道） = 282.3 282.3 m2

車道t=15cm

歩道t=3cmと想定 = 40.0 40.0 m3 2.3 40.00 92.00

合計 40.00 92.00

28.9 ｍ 0.013 t / 1.0m 0.376 0.376

合計 0.38 0.38

3.9 m2 43.3

合計 43

1.0個/0.09m2

撤去数量
石材料

□300×300

構造物撤去図より

構造物撤去図より

再利用
（個）

撤去・運搬量
(ｔ)

処分量
(t)

転落防止柵撤去

規格

項目 規格 計算

撤去数量 製品重量

構造物撤去図より

計算 撤去数量 製品重量

石積とりこわし

項目

項目 計算

263.0（車道）

263.0×0.15 + 19.3×0.03

C
O
二
次
製
品

無
筋
C
O

A
s



数量集計表

工　種 種　　　別 細　　別 単位 数　量 摘要

石積擁壁工

石積擁壁 m2 11.6 石積（①＋②）

石材料 個 85.9 石積（①＋②）

基面整正 m2 6.0 石積①

胴込・裏込コンクリート m3 2.3 胴込Co＋裏込CO

埋戻し 発生土 m3 3.7 石積（①＋②）

現場打基礎コンクリート m3 0.9 石積①

水抜きパイプ VUφ50 m 2.4

現場打水路工 現場打水路蓋 ｍ 14.6

グレーチング蓋 組 1

間詰コンクリート 18-8-25BB m3 0.2

現場打ち集水桝 基 1

縁石工 組み合わせ型L型側溝 L３型 A種 ｍ 10.5

L４型 A種 ｍ 18.1

車止めポスト工 車止めポスト デリネーター付き、φ114.3×H800 本 3.0

フェンス工 既設フェンス撤去 ｍ 14.5

フェンス再設置 ｍ 14.5



Ｎｏ， 1

名　　　　称 規　　　　格 計　　　　算　　　　式 単位 数　　量

石積

擁壁前面勾配 1：0.2

 石積擁壁① 控長35cm（練）

□300×300

①～②  (0.85+0.86)/2×0.95＝0.81

②～③  (0.86+0.98)/2×2.45＝2.25

③～④  (0.98+0.94)/2×2.85＝2.74
④～⑤  (0.94+0.69)/2×4.75＝3.87

計 　0.81+2.25+2.74+3.87="9.67 m2 9.7

 石積擁壁② 控長35cm（練）

□300×300

①'～②'  (0.5+0.54)/2×2.80＝1.46
③'～④'  (0.39+0.39)/2×1.20＝0.47

計 　1.46+0.47＝1.93 m2 1.9

石材料 石材料（１個0.09m2として）

（石積擁壁①+②）－再利用分 (9.7+1.9)/0.09 - 43 = 85.9 個 85.9

基面整正 構造図（３）より

0.543×11.0=5.97 m2 6.0

胴込・裏込コンクリート 胴込コンクリート

石積擁壁① 9.7*(0.35*0.5)=1.70
石積擁壁② 1.9*(0.35*0.5)=0.33

計 1.70+0.33=2.03 m3 2.0

裏込コンクリート（石積み②）

①'～②'  (0.07+0.08)/2×2.80＝0.21

③'～④'  (0.05+0.05)/2×1.20＝0.06

計 0.210+0.060=0.270 m3 0.3

埋戻し

 石積擁壁① 発生土

①～②  (0.3+0.3)/2×0.95＝0.29

②～③  (0.3+0.34)/2×2.45＝0.78

③～④  (0.34+0.33)/2×2.85＝0.96
④～⑤  (0.33+0.25)/2×4.75＝1.38

計 　0.29+0.78+0.96+1.38=3.41 m3 3.4
 石積擁壁② 発生土

①'～②'  (0.06+0.08)/2×2.80＝0.20
③'～④'  (0.04+0.04)/2×1.20＝0.05

計 　0.2+0.05=0.3 m3 0.3

現場打基礎コンクリート 18-8-25BB 0.077*11=0.85 m3 0.9
W/C≦60％

水抜きパイプ VUφ50 設置間隔：1箇所/2m2  計：6か所（石積①：5箇所、石積②：1箇所）

0.36*5=1.8
0.63*1=0.63

計  1.8+0.63=2.43 m 2.4

数量計算書



Ｎｏ， 1.0

名　　　　称 規　　　　格 計　　　　算　　　　式 単位 数　　量

現場打水路蓋 ①3.4（センター長）＋②2.2（センター長）＋③9.0 m 14.6

グレーチング蓋 構造図（２）より 組 1.0

間詰コンクリート 18-8-25BB (R)  0.011×(1.1+10.0)=0.12

W/C≦60％ (L)  0.011×10.5=0.12

計 0.12+0.12=0.24 m3 0.2

現場打ち集水桝 No.13+11.0 基 1.0

組み合わせ型L型側溝 L３型　A種 構造図（１）より m 10.5

L４型　A種 構造図（１）より m 18.1

車止めポスト デリネーター付き、φ114.3×H800 構造図（１）より 本 3.0

既設フェンス撤去 構造物撤去図より ｍ 14.5

フェンス再設置 構造物撤去図より ｍ 14.5

数量計算書



数量集計表

工　種 種　　　別 細　　別 単位 数　量 摘要

区画線工

ペイント式 実線　W=15㎝　 m 48.3 材料費のみ

溶融式 実線　W=45㎝　 m 8.5 材料費のみ

溶融式 破線　W=15㎝　 m 20.9 材料費のみ

矢印・文字・記号　 W=15㎝　t=1.5㎜ m 12.9 材料費のみ

ペイント式 実線　W=15㎝　 m 277.5 機械・労務費

溶融式 実線　W=45㎝　 m 48.8 機械・労務費

溶融式 破線　W=15㎝　 m 120.1 機械・労務費

矢印・文字・記号　 W=15㎝　t=1.5㎜ m 74.1 機械・労務費

矢羽根　ベンガラ色 W=0.75m、L=1.5m m2 2.7 材工共



1式当り

名　　称 計　　　　算　　　　式 単位 数　量

区画線工 ○区画線

ペイント式

◆実線　W=15㎝　

中央　NO.12+15.80～NO.13+15.10 L= 19.4 m (付加車線)

中央　NO.12+15.80～NO.13+16.52 L= 20.9 m (中央線)

R　   NO.12+15.80～NO.13+12.6 L= 8.0 m (車道外側線)

合計L= 48.3 m ｍ 48.3

　溶融式

◆実線　

　 横断歩道　W=45㎝ L= 8.5 m ｍ 8.5

◆破線（減速マーク）　W=15㎝　

中央　NO.12+15.8～NO.13+19.9 L= 20.9 m ｍ 20.9

◆矢印・文字・記号　W=15㎝　t=1.5㎜（溶融式）

進行方向別通行区分(進行方向)

中央　NO.12+15.80(直進レーン)　×１カ所 L= 6.25

右車線　NO.12+15.80(右折レーン)　×１カ所 L= 6.66

合計L= 12.9 m ｍ 12.9

設計数量 x 標準作業量 ｄ 計上機械労務費

ペイント式（実線） 48.3 3000 277.5 m ｍ 277.5

溶融式（実線） 8.5 550 48.8 m ｍ 48.8

溶融式（破線） 20.9 900 120.1 m ｍ 120.1

溶融式（矢印・記号） 12.9 400 74.1 m ｍ 74.1

　Σ（xi/ｄi） ＝ 0.0870 ＜ 1/2

　　　α ＝ 11.49

機械労務費は、 設計数量×α×１/２とする。

路面標示工

〇矢羽根　（1箇所：A=0.675m2）

   4(L：2か所　R：2か所)×0.675　 2.7 m2 m2 2.7

区画線工　計算書


