
積　　算　　書

境港湾・空港整備事務所
中　国　地　方　整　備　局

令　和　４　年　２　月

令 和 ４ 年 度

境港等監督等補助業務



 総括表  境港等監督等補助業務     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

17,474,884 ＋ 2,907,508 20,382,392

17,474,884

2,907,508

17,474,884 × 42.86% ( 30% ÷ ( 1 － 30% ) ) 7,489,735

20,382,392 ＋ 7,489,735 27,872,127

27,872,127 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) ) － 1,267 15,007,873

27,872,127 ＋ 15,007,873 42,880,000

42,880,000 × 10.00% 4,288,000

42,880,000 ＋ 4,288,000 47,168,000

  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
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 積算内訳表  境港等監督等補助業務     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

20,382,392

20,382,392

20,382,392

17,474,884

17,116,484

11.90 1,438,360 17,116,484

月

307,200

12.00 25,600 307,200

回

51,200

1.00 51,200 51,200

式

2,907,508

166,899

1.00 166,899 166,899

式

333,799

1.00 333,799 333,799

式

1,190,000        業務用自動車賃料および運転費等

          4 事務用品費

        電算機使用経費

          5 電算機使用経費

          3 協議・報告

      直接経費

        事務用品費

        打合せ

          2 打合せ

        協議・報告

      監督等補助業務

        監督等補助業務

          1 監督等補助業務

直接原価

  監督等補助業務

    監督等補助業務
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 積算内訳表  境港等監督等補助業務     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

1.00 1,190,000 1,190,000

式

28,000

1.00 28,000 28,000

式

1,188,810

1.00 1,188,810 1,188,810

式

          7 業務成果品費

        業務用事務室賃料および備品費等

          8 業務用事務室賃料および備品費等

          6 業務用自動車賃料および運転費等

        成果物
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 代価表・施工パッケージ  境港等監督等補助業務     

番号：1   

名称：監督等補助業務　 １月当り（1月）

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

人 0.70 51,200.00 35,840

式 1.00 1,402,520.00 1,402,520

1,438,360.00 1,438,360

番号：2   

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：3   

名称：協議・報告　 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 1.00 51,200.00 51,200

51,200.00 51,200

番号：4   

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 1.00 166,899.00 166,899

166,899.00 166,899

技師（Ａ）

技師（Ｃ）

合　　計 作業能力：1.00月

技師（Ａ）

合　　計 作業能力：1.00回

技師（Ａ）

合　　計 作業能力：1.00式

事務用品費

合　　計 作業能力：1.00式
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 代価表・施工パッケージ  境港等監督等補助業務     

番号：5   

名称：電算機使用経費　 １式当り（1式）

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

式 1.00 333,799.00 333,799

333,799.00 333,799

番号：6   

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

式 1.00 1,190,000.00 1,190,000

1,190,000.00 1,190,000

番号：7   

名称：業務成果品費　 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 28,000.00 28,000

28,000.00 28,000

番号：8   

名称：業務用事務室賃料および備品費等　 １式当り（1式）

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

式 1.00 1,188,810.00 1,188,810

1,188,810.00 1,188,810

電算機使用経費

合　　計 作業能力：1.00式

ライトバン 車賃

賃料

合　　計 作業能力：1.00式

合　　計 作業能力：1.00式

業務成果品費

合　　計 作業能力：1.00式
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