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宇部港本港地区航行安全管理業務

16-13-22-017

宇部港

港湾改修費

工事費



 総括表  宇部港本港地区航行安全管理業務     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

1,029,160 ＋ 165,422 1,194,582

1,029,160

165,422

1,029,160 × 42.86% ( 30% ÷ ( 1 － 30% ) ) 441,097

1,194,582 ＋ 441,097 1,635,679

1,635,679 × 53.85% ( 35% ÷ ( 1 － 35% ) ) － 6,492 874,321

1,635,679 ＋ 874,321 2,510,000

2,510,000 × 10.00% 251,000

2,510,000 ＋ 251,000 2,761,000

  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  宇部港本港地区航行安全管理業務     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

1,194,582

1,194,582

1,194,582

1,029,160

952,360

1.00 952,360 952,360

式

25,600

1.00 25,600 25,600

回

51,200

1.00 51,200 51,200

式

165,422

129,193

1.00 3,443 3,443

式

1.00 125,750 125,750

式

35,649

1.00 35,649 35,649

式

          6 電算機使用経費 装備品を含む

          4 事務用品費

          5 事務室費

        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

      航行安全管理業務

        安全管理業務

          1 安全管理業務

直接原価

  航行安全管理業務

    航行安全管理業務

1



 積算内訳表  宇部港本港地区航行安全管理業務     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

580

1.00 580 580

式

        成果

          7 業務成果品

2



 代価表・施工パッケージ  宇部港本港地区航行安全管理業務     

番号：1   

名称：安全管理業務　 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 10.00 51,200.00 512,000

時間 20.00 4,800.00 96,000

人 10.00 29,000.00 290,000

時間 20.00 2,718.00 54,360

952,360.00 952,360

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 3,443.00 3,443

3,443.00 3,443

事務用品費

合　　計 作業能力：1.00式

合　　計 作業能力：1.00回

技師（Ａ）

合　　計 作業能力：1.00式

技術員超勤

合　　計 作業能力：1.00式

技師（Ａ）

技師（Ａ）

技師（Ａ）超勤

技術員

1



 代価表・施工パッケージ  宇部港本港地区航行安全管理業務     

番号：5   

名称：事務室費　 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 1.00 125,750.00 125,750

125,750.00 125,750

番号：6   

名称：電算機使用経費　装備品を含む 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 6,887.00 6,887

式 1.00 28,762.00 28,762

35,649.00 35,649

番号：7   

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 1.00 580.00 580

580.00 580

合　　計 作業能力：1.00式

業務成果品費

合　　計 作業能力：1.00式

合　　計 作業能力：1.00式

電算機使用経費

装備品費

事務室費 賃料

2


