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 総括表  岩国港臨港道路整備事業に係る監理補佐試行検討業務     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

11,657,182 ＋ 1,996,359 13,653,541

11,657,182

1,996,359

11,657,182 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) ) 6,277,392

13,653,541 ＋ 6,277,392 19,930,933

19,930,933 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) )-3740 10,729,067

19,930,933 ＋ 10,729,067 30,660,000

30,660,000 × 10.00% 3,066,000

30,660,000 ＋ 3,066,000 33,726,000

  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

1



 積算内訳表  岩国港臨港道路整備事業に係る監理補佐試行検討業務     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

13,653,541

13,653,541

13,653,541

11,657,182

10,933,482

1.00 10,933,482 10,933,482

式

313,500

1.00 313,500 313,500

式

351,600

12.00 29,300 351,600

回

58,600

2.00 29,300 58,600

回

1,996,359

104,453

1.00 104,453 104,453

式

208,906

1.00 208,906 208,906

式

595,000

直接原価

  岩国港臨港道路整備事業に係る監理補佐試行検討
  業務

    岩国港臨港道路整備事業に係る監理補佐試行検
    討業務

      岩国港臨港道路整備事業に係る監理補佐試行
      検討業務

        監理補佐試行検討業務

          1 監理補佐試行検討業務

        監理業務の実施体制強化のための方策（案
        ）の更新

          2 監理業務の実施体制強化のための方策
            （案）の更新

        打合せ

          3 打合せ

        協議・報告

          4 協議・報告

      直接経費

        事務用品費

          5 事務用品費

        電算機使用経費

          6 電算機使用経費

        業務用自動車賃料および運転費等
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 積算内訳表  岩国港臨港道路整備事業に係る監理補佐試行検討業務     

1.00 595,000 595,000

式

17,000

1.00 17,000 17,000

式

1,071,000

1.00 1,071,000 1,071,000

式

        業務用事務室賃料および備品費等

          9 業務用事務室賃料および備品費等

          7 業務用自動車賃料および運転費等

        成果

          8 業務成果品
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 代価表・施工パッケージ  岩国港臨港道路整備事業に係る監理補佐試行検討業務     

番号：1   

名称：監理補佐試行検討業務　 1式当り

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

月 11.90 918,780.00 10,933,482

10,933,482.00 10,933,482

番号：2   

名称：監理業務の実施体制強化のための方策（案）の更新　 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 1.50 58,600.00 87,900

人 1.50 51,200.00 76,800

人 2.00 41,600.00 83,200

人 2.00 32,800.00 65,600

313,500.00 313,500

番号：3   

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 58,600.00 29,300

29,300.00 29,300

番号：4   

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 58,600.00 29,300

29,300.00 29,300

管理補佐試行検討業務

合　　計 作業能力：1.00式

主任技師(設計)

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

合　　計 作業能力：1.00式

主任技師(設計)

合　　計 作業能力：1.00回

主任技師(設計)

合　　計 作業能力：1.00回
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 代価表・施工パッケージ  岩国港臨港道路整備事業に係る監理補佐試行検討業務     

番号：5   

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 1.00 104,453.00 104,453

104,453.00 104,453

番号：6   

名称：電算機使用経費　 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 1.00 208,906.00 208,906

208,906.00 208,906

番号：7   

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 1.00 595,000.00 595,000

595,000.00 595,000

番号：8   

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 17,000.00 17,000

17,000.00 17,000

事務用品費

合　　計 作業能力：1.00式

その他経費

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

業務成果品費

合　　計 作業能力：1.00式
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 代価表・施工パッケージ  岩国港臨港道路整備事業に係る監理補佐試行検討業務     

番号：9   

名称：業務用事務室賃料および備品費等　 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 1,071,000.00 1,071,000

1,071,000.00 1,071,000

業務用事務室賃料および備品費等

合　　計 作業能力：1.00式

3


