
案件番号

測 量 設 計 費

 広島港海岸整備事業監理業務の実施体制の強化に関する試行検討業務

積　　算　　書

中　国　地　方　整　備　局

広島港湾・空港整備事務所

令　和　4　年　4　月

令 和 ４ 年 度
広 島 港 海 岸 161222005

海岸保全施設整備事業



 総括表  広島港海岸整備事業監理業務の実施体制に関する試行検討業務     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

18,094,850 ＋ 847,364 18,942,214

18,094,850

847,364

18,094,850 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) ) 9,744,076

18,942,214 ＋ 9,744,076 28,686,290

28,686,290 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) ) － 3,857 15,443,710

28,686,290 ＋ 15,443,710 44,130,000

44,130,000 × 10.00% 4,413,000

44,130,000 ＋ 4,413,000 48,543,000

  業務価格

  消費税等相当額

業務委託料

      直接原価

        直接人件費

        直接経費

      その他原価

    業務原価

    一般管理費等



 積算内訳表  広島港海岸整備事業監理業務の実施体制に関する試行検討業務     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

18,942,214

18,942,214

18,942,214

18,094,850

310,400

1.00 310,400 310,400

式

17,017,600

1.00 6,547,200 6,547,200

式

1.00 6,547,200 6,547,200

式

1.00 3,923,200 3,923,200

式

408,450

1.00 408,450 408,450

式

307,200

12.00 25,600 307,200

回

51,200

2.00 25,600 51,200

回

直接原価

  広島港海岸整備事業監理業務の実施体制の強化に
  関する試行検討業務

    広島港海岸整備事業監理業務の実施体制の強化
    に関する試行検討業務

      直接人件費

        監理業務に関する試行計画の立案

          1 監理業務に関する試行計画の立案

        監理業務の試行

          2 事業の計画及び執行管理に関する補佐
            業務

          3 契約案件管理に関する補佐業務

          4 他機関等調整に関する補佐業務

        監理業務の実施体制の強化のための方策(
        案)の検討

          5 監理業務の実施体制の強化のための方
            策(案)の検討

        打合せ

          6 打合せ

        協議・報告

          7 協議・報告



 積算内訳表  広島港海岸整備事業監理業務の実施体制に関する試行検討業務     

847,364

177,364

1.00 177,364 177,364

式

70,000

1.00 70,000 70,000

式

600,000

1.00 600,000 600,000

式

      直接経費

        事務用品費

        業務用自動車賃料および運転費等

          10 業務用自動車賃料および運転費等

          8 事務用品費

        業務成果費

          9 業務成果品



 代価表・施工パッケージ  広島港海岸整備事業監理業務の実施体制に関する試行検討業務     

番号：1   

名称：監理業務に関する試行計画の立案　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 2.00 51,200.00 102,400

人 5.00 41,600.00 208,000

310,400.00 310,400

番号：2   

名称：事業の計画及び執行管理に関する補佐業務　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 6.00 51,200.00 307,200

人 150.00 41,600.00 6,240,000

6,547,200.00 6,547,200

番号：3   

名称：契約案件管理に関する補佐業務　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 6.00 51,200.00 307,200

人 150.00 41,600.00 6,240,000

6,547,200.00 6,547,200

番号：4   

名称：他機関等調整に関する補佐業務　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 3.50 51,200.00 179,200

人 90.00 41,600.00 3,744,000

3,923,200.00 3,923,200

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

合　　計 作業能力：1.00式

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

合　　計 作業能力：1.00式

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

合　　計 作業能力：1.00式

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

合　　計 作業能力：1.00式



 代価表・施工パッケージ  広島港海岸整備事業監理業務の実施体制に関する試行検討業務     

番号：5   

名称：監理業務の実施体制の強化のための方策(案)の検討　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.25 58,600.00 73,250

人 3.00 51,200.00 153,600

人 2.00 41,600.00 83,200

人 3.00 32,800.00 98,400

408,450.00 408,450

番号：6   

名称：打合せ　 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.50 51,200.00 25,600

25,600.00 25,600

番号：7   

名称：協議・報告　 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.50 51,200.00 25,600

25,600.00 25,600

番号：8   

名称：事務用品費　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 177,364.00 177,364

177,364.00 177,364

主任技師(設計)

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

合　　計 作業能力：1.00式

技師（Ａ）

合　　計 作業能力：1.00回

技師（Ａ）

合　　計 作業能力：1.00回

事務用品費

合　　計 作業能力：1.00式



 代価表・施工パッケージ  広島港海岸整備事業監理業務の実施体制に関する試行検討業務     

番号：9   

名称：業務成果品　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

式 1.00 70,000.00 70,000

70,000.00 70,000

番号：10   

名称：業務用自動車賃料および運転費等　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 12.00 50,000.00 600,000

600,000.00 600,000

業務成果品費

合　　計 作業能力：1.00式

ライトバン 1.5L

合　　計 作業能力：1.00式


