
年 度   　令　和　４　年 度　 

工 事 番 号 技　術

着 工 番 号 管理者

　　令和４年度中に施行する消火栓ボックス等補修工事を単価契約として実施する。（債務負担行為）

  請　負　　単価契約

  令和５年 ３月 ３１日まで

前払金 無　し

部分払 無　し

当初設計金額 円 円 円 円

変更設計金額 円 円 円 円

増    　 減 円 円 円 円

消 火 栓 ボ ッ ク ス 等 補 修 工 事　設 計 書

配 水 及 び 給 水 費

設計者 精算者
設 計 年 月 日 令和４年　２月１２日

精 算 年 月 日 令和４年　２月　１日

工 事 名 称 消火栓ボックス等補修工事（単価契約） 支 払 い 方 法

施 工 理 由

施 工 箇 所 明石市水道事業給水区域全域
施工方法 及び

工事期限

工 事 概 要

消火栓ボックス等補修工事 1　式

増       減                    増　 　　減 増       減

消費税相当額                   当初請負金額 消費税相当額

消費税相当額                   変更請負金額 消費税相当額

明石市水道局



1／8

令和４年度　消火栓ボックス等補修工事　（単価契約）

番号 名 称 形　　　質 数量 単位
単　価

（消費税抜き）

代価　第1号内訳表
１層式

代価　第2号内訳表
１層式

代価　第3号内訳表
１層式

代価　第4号内訳表
１層式

代価　第5号内訳表
１層式

代価　第6号内訳表
２層式

代価　第7号内訳表
２層式

代価　第8号内訳表
２層式

代価　第9号内訳表
２層式

代価　第10号内訳表
２層式

代価　第11号内訳表
（２層式＋加熱安定処理）

代価　第12号内訳表
（２層式＋加熱安定処理）

代価　第13号内訳表
（２層式＋加熱安定処理）

代価　第14号内訳表
（２層式＋加熱安定処理）

代価　第15号内訳表
（４層式＋加熱安定処理）

代価　第16号内訳表
（４層式＋加熱安定処理）

代価　第17号内訳表
（４層式＋加熱安定処理）

代価　第18号内訳表
アスファルト歩道

代価　第19号内訳表
アスファルト歩道

代価　第20号内訳表
アスファルト歩道

代価　第21号内訳表
アスファルト歩道

代価　第22号内訳表
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ歩道

代価　第23号内訳表
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ歩道

代価　第24号内訳表
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ歩道

代価　第25号内訳表
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ歩道

12

8

4

箇所

箇所

箇所

1

消火栓・空気弁ボックス再
利用

Ａ-３タイプ(丸大）

Ａｒ-２タイプ(角）

Ａｒ-１タイプ(丸）
1

20 Ａｒ-５タイプ(角） 消火栓・空気弁ボックス再
利用 1 箇所

消火栓・空気弁ボックス再
利用 1 箇所

消火栓・空気弁ボックス材
工共処分込

23 Ａ-６タイプ(丸) 消火栓・空気弁ボックス材
工共処分込 1 箇所

24 Ａｒ-６タイプ(角） 消火栓・空気弁ボックス再
利用 1 箇所

25 Ａｒ-６タイプ(丸） 消火栓・空気弁ボックス再
利用 1 箇所

21 Ａｒ-５タイプ(丸） 消火栓・空気弁ボックス再
利用 1 箇所

22 Ａ-６タイプ(角） 消火栓・空気弁ボックス材
工共処分込 1 箇所

17 Ａｒ-４タイプ(丸） 消火栓・空気弁ボックス再
利用 1 箇所

18 Ａ-５タイプ(角） 消火栓・空気弁ボックス材
工共処分込 1 箇所

19 Ａ-５タイプ(丸) 消火栓・空気弁ボックス材
工共処分込 1 箇所

15 Ａ-４タイプ(丸) 消火栓・空気弁ボックス材
工共処分込 1 箇所

16 Ａｒ-４タイプ(角） 消火栓・空気弁ボックス再
利用 1 箇所

6 Ａ-２タイプ(丸) 消火栓・空気弁ボックス材
工共処分込 1 箇所

7 Ａ-２タイプ(丸大） 消火栓・空気弁ボックス材
工共処分込 1 箇所

10 Ａｔ-２タイプ(角・丸） 消火栓・空気弁ボックス撤
去（処分込） 1 箇所

箇所
Ａｒ-２タイプ(丸）

消火栓・空気弁ボックス再
利用 1

単価明細書

1 Ａ-１タイプ(丸) 消火栓・空気弁ボックス材
工共処分込 1 箇所

2 Ａ-１タイプ(丸大） 消火栓・空気弁ボックス材
工共処分込 1 箇所

3 Ａｒ-１タイプ(角） 消火栓・空気弁ボックス再
利用 1 箇所

5 Ａｔ-１タイプ(角・丸） 消火栓・空気弁ボックス撤
去（処分込）

9 消火栓・空気弁ボックス再
利用 1

11 Ａ-３タイプ(丸) 消火栓・空気弁ボックス材
工共処分込 1 箇所

13 Ａｒ-３タイプ(角） 消火栓・空気弁ボックス再
利用 1 箇所

14 Ａｒ-３タイプ(丸）

摘要

1 箇所
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令和４年度　消火栓ボックス等補修工事　（単価契約）

番号 名 称 形　　　質 数量 単位
単　価

（消費税抜き）

単価明細書

摘要

代価　第26号内訳表
他工事随伴（仮復旧）
代価　第27号内訳表
他工事随伴（仮復旧）
代価　第28号内訳表
他工事随伴（仮復旧）
代価　第29号内訳表

高さ調整（仮復旧）
代価　第30号内訳表
他工事随伴(舗装なし)
代価　第31号内訳表
他工事随伴(舗装なし)
代価　第32号内訳表
他工事随伴(舗装なし)
代価　第33号内訳表

高さ調整(舗装なし）
代価　第34号内訳表

１層式
代価　第35号内訳表

２層式
代価　第36号内訳表
（２層式＋加熱安定処理）

代価　第37号内訳表
（４層式＋加熱安定処理）

代価　第38号内訳表
アスファルト歩道

代価　第39号内訳表
アスファルト歩道

代価　第40号内訳表
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ歩道

代価　第41号内訳表
他工事随伴（仮復旧）
代価　第42号内訳表
他工事随伴（仮復旧）
代価　第43号内訳表

高さ調整（仮復旧）
代価　第44号内訳表
他工事随伴（舗装なし）
代価　第45号内訳表

高さ調整(舗装なし）
代価　第46号内訳表

１層式
代価　第47号内訳表

２層式
代価　第48号内訳表
（２層式＋加熱安定処理）

代価　第49号内訳表
（４層式＋加熱安定処理）

代価　第50号内訳表
アスファルト歩道

50 Ｃ-５タイプ（角） 消火栓・空気弁／仕切弁
ボックス材工共処分込 1 箇所

47 Ｃ-２タイプ(丸) 消火栓・空気弁／仕切弁
ボックス材工共処分込 1 箇所

48 Ｃ-３タイプ(丸) 消火栓・空気弁／仕切弁
ボックス材工共処分込 1 箇所

49 Ｃ-４タイプ(丸) 消火栓・空気弁／仕切弁
ボックス材工共処分込 1 箇所

44 Ｂ-９タイプ 仕切弁ボックス材工共処分
込 1 箇所

45 Ｂ-１０タイプ 仕切弁ボックス材工共処分
込 1 箇所

46 Ｃ-１タイプ(丸) 消火栓・空気弁／仕切弁
ボックス材工共処分込 1 箇所

41 Ｂ-７タイプ 仕切弁ボックス材工共処分
込 1 箇所

42 Ｂｒ-７タイプ 仕切弁ボックス再利用

1 箇所
43 Ｂ-８タイプ 仕切弁ボックス材工共処分

込 1 箇所

38 Ｂ-５タイプ 仕切弁ボックス材工共処分
込 1 箇所

39 Ｂｒ-５タイプ 仕切弁ボックス再利用

1 箇所
40 Ｂ-６タイプ 仕切弁ボックス材工共処分

込 1 箇所

35 Ｂ-２タイプ 仕切弁ボックス材工共処分
込 1 箇所

36 Ｂ-３タイプ 仕切弁ボックス材工共処分
込 1 箇所

37 Ｂ-４タイプ 仕切弁ボックス材工共処分
込 1 箇所

32 Ａｒ-９タイプ(丸） 消火栓・空気弁ボックス再
利用 1 箇所

33 Ａ-１０タイプ 消火栓・空気弁ボックス材
工共処分込 1 箇所

34 B-１タイプ 仕切弁ボックス材工共処分
込 1 箇所

29 Ａ-８タイプ 消火栓・空気弁ボックス材
工共処分込 1 箇所

30 A-９タイプ(丸) 消火栓・空気弁ボックス材
工共処分込 1 箇所

31 Ａｒ-９タイプ(角） 消火栓・空気弁ボックス再
利用 1 箇所

26 Ａ-７タイプ(丸) 消火栓・空気弁ボックス材
工共処分込 1 箇所

27 Ａｒ-７タイプ(角） 消火栓・空気弁ボックス再
利用 1 箇所

28 Ａｒ-７タイプ(丸） 消火栓・空気弁ボックス再
利用 1 箇所
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令和４年度　消火栓ボックス等補修工事　（単価契約）

番号 名 称 形　　　質 数量 単位
単　価

（消費税抜き）

単価明細書

摘要

代価　第51号内訳表
アスファルト歩道

代価　第52号内訳表
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ歩道

代価　第53号内訳表
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ歩道

代価　第54号内訳表
他工事随伴（仮復旧）
代価　第55号内訳表
他工事随伴（舗装なし）
代価　第56号内訳表

１層式
代価　第57号内訳表

２層式
代価　第58号内訳表
（２層式＋加熱安定処理）

代価　第59号内訳表
アスファルト歩道

代価　第60号内訳表
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ歩道

代価　第61号内訳表
他工事随伴（仮復旧）
代価　第62号内訳表

高さ調整（仮復旧）
代価　第63号内訳表
他工事随伴（舗装なし）
代価　第64号内訳表

高さ調整(舗装なし）
代価　第65号内訳表

1層式
代価　第66号内訳表

1層式
代価　第67号内訳表

1層式
代価　第68号内訳表

2層式
代価　第69号内訳表

2層式
代価　第70号内訳表

2層式
代価　第71号内訳表
（２層式＋加熱安定処理)
代価　第72号内訳表
（２層式＋加熱安定処理)
代価　第73号内訳表
（２層式＋加熱安定処理)
代価　第74号内訳表

アスファルト歩道
代価　第75号内訳表

アスファルト歩道

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

61

62

63

64

65

66

67

69

70

71

72

73

75

74

1 箇所
止水栓ボックス材工共処分
込

止水栓ボックス材工共処分
込

止水栓ボックス材工共処分
込

箇所

箇所

E-2タイプ

止水栓ボックス材工共処分
込

消火栓・空気弁鉄蓋取替土
工（処分込）

消火栓・空気弁鉄蓋取替土
工（処分込）

仕切弁鉄蓋取替土工（処分
込）

消火栓・空気弁鉄蓋取替土
工（処分込）

E-1タイプ

E-1Aタイプ

E-1Bタイプ

1

E-5Aタイプ

56 Ｄ-1タイプ 止水栓ボックス材工共処分
込 1 箇所

57 Ｄ-2タイプ 止水栓ボックス材工共処分
込 1 箇所

58 Ｄ-3タイプ 止水栓ボックス材工共処分
込

68

Ｄ-7タイプ

Ｄ-8タイプ

Ｄ-9タイプ

Ｄ-10タイプ

1

箇所

53 Ｃ-６タイプ(丸) 消火栓・空気弁／仕切弁
ボックス材工共処分込 1 箇所

54 Ｃ-７タイプ(丸) 消火栓・空気弁／仕切弁
ボックス材工共処分込 1 箇所

55 C-９タイプ 消火栓・空気弁／仕切弁
ボックス材工共処分込 1 箇所

59

60

51 Ｃ-５タイプ(丸) 消火栓・空気弁／仕切弁
ボックス材工共処分込 1 箇所

52 Ｃ-６タイプ（角) 消火栓・空気弁／仕切弁
ボックス材工共処分込 1 箇所

消火栓・空気弁鉄蓋取替土
工（処分込）

止水栓ボックス材工共処分
込

止水栓ボックス材工共処分
込

E-2Aタイプ

E-2Bタイプ

E-3タイプ

E-3Aタイプ

E-3Bタイプ

消火栓・空気弁鉄蓋取替土
工（処分込）

仕切弁鉄蓋取替土工（処分
込）

消火栓・空気弁鉄蓋取替土
工（処分込）

消火栓・空気弁鉄蓋取替土
工（処分込）

仕切弁鉄蓋取替土工（処分
込）

Ｄ-5タイプ

Ｄ-6タイプ

E-5タイプ 消火栓・空気弁鉄蓋取替土
工（処分込） 1

1

箇所
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令和４年度　消火栓ボックス等補修工事　（単価契約）

番号 名 称 形　　　質 数量 単位
単　価

（消費税抜き）

単価明細書

摘要

代価　第76号内訳表
アスファルト歩道

代価　第77号内訳表
他工事随伴（仮復旧）
代価　第78号内訳表
他工事随伴（仮復旧）
代価　第79号内訳表
他工事随伴（仮復旧）
代価　第80号内訳表

代価　第81号内訳表

代価　第82号内訳表

代価　第83号内訳表

代価　第84号内訳表

代価　第85号内訳表

代価　第86号内訳表

代価　第87号内訳表

代価　第88号内訳表

代価　第89号内訳表

代価　第90号内訳表

代価　第91号内訳表

代価　第92号内訳表

代価　第93号内訳表

代価　第94号内訳表

代価　第95号内訳表

代価　第96号内訳表

代価　第97号内訳表

代価　第98号内訳表

代価　第99号内訳表

代価　第100号内訳表

80 G-A-111タイプ 円形３号中部壁（H10）設置
工（材工共） 1 箇所

ボルト緊結セットB

G-B-5５1タイプ

無収縮モルタル

ボルト緊結セットA

90 G-B-241タイプ 円形１号中部壁（H300B）
設置工（材工共） 1 箇所

94 G-B-521タイプ
1 箇所

93 G-B-511タイプ
1 箇所

96 G-B-5４1タイプ
1

85 G-A-551タイプ 円形３号調整リング（H50）
設置工（材工共） 1 箇所

箇所

95 G-B-531タイプ
1 箇所

1 箇所

76

77 消火栓・空気弁鉄蓋取替土
工（処分込）

1

78

81

82

79

円形３号調整リング（H10-
傾斜5）設置工（材工共）

円形３号調整リング（H30)設
置工（材工共）

1

100
1 組

箇所
98

99

円形１号調整リング（H50)
設置工（材工共）

1 組

仕切弁鉄蓋取替土工（処分
込）

97

G-B-311タイプ 円形１号下部壁（H300C)
設置工 (材工共) 1 箇所

1 個

1

1 箇所
G-A-531タイプ

円形１号調整リング
（H10）設置工（材工共）
円形１号調整リング（H10-
傾斜3）設置工（材工共）
円形１号調整リング（H10-
傾斜5）設置工（材工共）
円形１号調整リング（H30)
設置工（材工共）

消火栓・空気弁鉄蓋取替土
工（処分込）

箇所

92 G-B-411タイプ 円形１号底版（H40S）設
置工（材工共） 1 箇所

1

83

84

箇所

G-A-541タイプ

円形３号調整リング（H10）
設置工（材工共）

E-5Bタイプ

E-7タイプ

E-7Aタイプ

E-7Bタイプ

G-A-511タイプ

1

1

1

88 G-B-221タイプ 円形１号中部壁（H150B）
設置工（材工共） 1

箇所

86 G-B-111タイプ 円形１号上部壁（H150A）設
置工（材工共） 1 箇所

91

G-A-5２1タイプ 円形３号調整リング（H10-
傾斜3）設置工（材工共）

89 G-B-231タイプ
箇所

87 G-B-211タイプ 円形１号中部壁（H100B）
設置工（材工共） 1

仕切弁鉄蓋取替土工（処分
込）

25㎏（材料のみ）

M16×150　3個セット（材
料のみ）
M16×150　4個セット（材
料のみ）

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

円形１号中部壁（H200B）
設置工（材工共） 1
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令和４年度　消火栓ボックス等補修工事　（単価契約）

番号 名 称 形　　　質 数量 単位
単　価

（消費税抜き）

単価明細書

摘要

代価　第101号内訳表

代価　第102号内訳表

代価　第103号内訳表

代価　第104号内訳表

代価　第105号内訳表

代価　第106号内訳表

代価　第107号内訳表

代価　第108号内訳表

代価　第109号内訳表

代価　第110号内訳表
500×400

代価　第111号内訳表
760×460

代価　第112号内訳表
φ500

代価　第113号内訳表
φ500

代価　第114号内訳表
φ600

代価　第115号内訳表
φ250

代価　第116号内訳表
440×330→φ500

代価　第117号内訳表
500×400→φ500

代価　第118号内訳表
760×460→φ600

代価　第119号内訳表

代価　第120号内訳表

代価　第121号内訳表

代価　第122号内訳表

代価　第123号内訳表

代価　第124号内訳表

代価　第125号内訳表

ボルト・ナットA

ボルト・ナットB

ボルト・ナットC

仕切弁用継足棒A

仕切弁用継足棒B

106
1 個

仕切弁用継足棒C

120 仕切弁鉄蓋　円形1号
耐塩害材料（差額） 1

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

121 消火栓設置工Ａ
1

113 消火栓鉄蓋　円形3号
設置工 1 箇所

115 仕切弁鉄蓋　円形1号
設置工 1 箇所

117 消火栓鉄蓋　円形3号
変換設置工 1 箇所

119 消火栓鉄蓋　円形3号
耐塩害材料（差額） 1

107 H1000（材料のみ）
1 個

仕切弁用継足棒D

箇所
122

箇所

118 消火栓鉄蓋　円形4号
変換設置工 1 箇所

109
1 人

108
1 人

交通誘導員A

114 消火栓鉄蓋　円形4号
設置工 1 箇所

H500（材料のみ）105
1 個

消火栓鉄蓋　円形3号
変換設置工 1 箇所

103
1 組

102

112 消火栓鉄蓋　円形3号
設置工 1 箇所

組

104
1 個

H700（材料のみ）

交通誘導員B

消火栓鉄蓋　角形大設
置工

1 組

交通誘導員B

1

交通誘導員A

消火栓鉄蓋　角形設置
工

消火栓・空気弁ボックス
（材工共処分込）

消火栓・空気弁ボックス
（材工共処分込）

1 箇所

1

単口式消火栓撤去（処分
込）

1

116

箇所
111

110

101

浅埋式消火栓設置（材
工共）
空気弁内蔵型消火栓設
置（材工共）
空気弁付消火栓設置
（材工共）
浅埋式消火栓設置（消火栓
再利用）

123

124

125

消火栓設置工Ｂ
1

1

1

消火栓設置工Ｃ

消火栓設置工Ｄ

消火栓撤去工Ａ

M12×110　3個セット（材
料のみ）
M16×110　4個セット（材
料のみ）
M16×150　3個セット（材
料のみ）
H300（材料のみ）

消火栓・空気弁ボックス
（材工共処分込）
消火栓・空気弁ボックス
（鉄蓋再利用）
消火栓・空気弁ボックス
（材工共処分込）
仕切弁ボックス（材工共
処分込）
消火栓・空気弁ボックス
（材工共処分込）
消火栓・空気弁ボックス
（材工共処分込）
消火栓・空気弁ボックス
（材工共処分込）
円形3号耐塩害用蓋使
用時の円形3号との差額
円形1号耐塩害用蓋使
用時の円形1号との差額
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令和４年度　消火栓ボックス等補修工事　（単価契約）

番号 名 称 形　　　質 数量 単位
単　価

（消費税抜き）

単価明細書

摘要

代価　第126号内訳表

代価　第127号内訳表

代価　第128号内訳表

代価　第129号内訳表

代価　第130号内訳表

代価　第131号内訳表

代価　第132号内訳表

代価　第133号内訳表

代価　第134号内訳表

代価　第135号内訳表

代価　第136号内訳表

代価　第137号内訳表

代価　第138号内訳表

代価　第139号内訳表

代価　第140号内訳表

代価　第141号内訳表

代価　第142号内訳表

代価　第143号内訳表

代価　第144号内訳表

代価　第145号内訳表

代価　第146号内訳表

代価　第147号内訳表

代価　第148号内訳表

代価　第149号内訳表

代価　第150号内訳表

1 箇所

1 箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

1

1

1

1

1 箇所

補修弁(φ75)設置工Ａ
1

1

1

128 補修弁(φ75)設置工Ｂ

1

空気弁(φ25)設置工Ａ 空気弁φ25設置（材工共）
1

補修弁(φ100)設置工

132

空気弁(φ75)撤去工

双口式消火栓撤去（処分
込）

補修弁設置（材工共）

空気弁φ25設置（空気弁再
利用）

ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式空気弁φ
25設置（材工共）

補修弁設置（材工共）

133

135

138

126

127

130

129

131

補修弁(φ75)撤去工

136 空気弁(φ75)設置工Ｂ

空気弁φ75設置（材工
共）

空気弁(φ25)設置工Ｂ

空気弁(φ25)設置工Ｃ

空気弁φ75撤去（処分
込）

消火栓撤去工Ｂ

補修弁設置（補修弁再利
用）

補修弁撤去（処分込）

空気弁(φ25)設置工Ｄ 口金内蔵式空気弁φ25
設置（材工共）

137 空気弁(φ25)撤去工 空気弁φ25撤去（処分
込）

134

空気弁φ75設置（空気
弁再利用）

空気弁(φ75)設置工Ａ
1

140 凍結工法（φ100） 凍結工法のみ
1 箇所

139 凍結工法（φ75） 凍結工法のみ
1 箇所

142 両フランジ短管φ75×
150設置工

φ75×H150（材工共）
1 箇所

141 両フランジ短管φ75×
100設置工

φ75×H100（材工共）
1 箇所

144 両フランジ短管φ75×
250設置工

φ75×H250（材工共）
1 箇所

143 両フランジ短管φ75×
200設置工

φ75×H200（材工共）
1 箇所

145 両フランジ短管φ75×
300設置工

φ75×H300（材工共）
1 箇所

146 両フランジ短管φ75×
400設置工

φ75×H400（材工共）
1 箇所

147 両フランジ片落管設置
工

φ100×φ75×H150（材
工共） 1 箇所

148 両フランジ短管φ75撤
去工

処分込
1 箇所

149 フランジボルト取替工 材工共処分込
1 箇所

150 フランジ蓋φ75設置工 材工共
1 箇所
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令和４年度　消火栓ボックス等補修工事　（単価契約）

番号 名 称 形　　　質 数量 単位
単　価

（消費税抜き）

単価明細書

摘要

代価　第151号内訳表

代価　第152号内訳表

代価　第153号内訳表

φ250鉄蓋交換 代価　第154号内訳表
材工共処分込 円形1号交換
φ500鉄蓋交換 代価　第155号内訳表
材工共処分込 円形3号交換
φ600鉄蓋交換 代価　第156号内訳表
材工共処分込 円形4号交換
500×400鉄蓋交換 代価　第157号内訳表
材工共処分込 角形1号交換
760×460鉄蓋交換 代価　第158号内訳表
材工共処分込 角形（大）交換
φ250鉄蓋高さ調整 代価　第159号内訳表
材工共処分込 円形1号高さ調整
φ500鉄蓋高さ調整 代価　第160号内訳表
材工共処分込 円形3号高さ調整
φ600鉄蓋高さ調整 代価　第161号内訳表
材工共処分込 円形4号高さ調整
500×400鉄蓋高さ調整 代価　第162号内訳表
材工共処分込 角形1号高さ調整
760×460鉄蓋高さ調整 代価　第163号内訳表
材工共処分込 角形（大）高さ調整

代価　第164号内訳表

代価　第165号内訳表

代価　第166号内訳表

代価　第167号内訳表

歩道細粒・透水アスファルト 代価　第168号内訳表
インターロッキング再利用

代価　第169号内訳表

代価　第170号内訳表

代価　第171号内訳表

代価　第172号内訳表

代価　第173号内訳表

代価　第174号内訳表

代価　第175号内訳表

151 フランジ蓋φ100設置工 材工共
1 箇所

152 消火栓ボックス再利用 材工共
1 箇所

153 仕切弁ボックス再利用 材工共
1 箇所

154 円形工法φ750
1 箇所

155 円形工法φ950
1 箇所

156 円形工法φ950
1 箇所

157 円形工法φ1000
1 箇所

158 円形工法φ1200
1 箇所

159 円形工法φ750
1 箇所

160 円形工法φ950
1 箇所

161 円形工法φ950
1 箇所

162 円形工法φ1000
1 箇所

163 円形工法φ1200
1 箇所

164 舗装工（1号工） アスファルト1層式
1 m2

165 舗装工（2号工） アスファルト2層式
1 m2

166 舗装工（3号工） 排水性舗装アスファルト2
層式＋加熱安定処理 1 m2

167 舗装工（4号工） アスファルト４層式＋加熱
安定処理 1 m2

168 舗装工（５号工）
1 m2

169 機械掘削工
1 m3

170 埋戻工 機械（再生切込砕石）
1 m3

171 残土処分工 ２ｔダンプ（土砂）
1 m3

172 土留め工 ２ｍ以下　軽量鋼矢板
1 ｍ

173 水替工 ０．５日
1 箇所

174 仮復旧工 厚５㎝
1 ㎡

175 舗装版切断工 切断厚15cm以下（ｱｽﾌｧ
ﾙﾄ） 1 m
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令和４年度　消火栓ボックス等補修工事　（単価契約）

番号 名 称 形　　　質 数量 単位
単　価

（消費税抜き）

単価明細書

摘要

代価　第176号内訳表

代価　第177号内訳表

代価　第178号内訳表

代価　第179号内訳表

代価　第180号内訳表

代価　第181号内訳表

代価　第182号内訳表

代価　第183号内訳表

代価　第184号内訳表

代価　第185号内訳表

代価　第186号内訳表

代価　第187号内訳表

代価　第188号内訳表

代価　第189号内訳表

代価　第190号内訳表

代価　第191号内訳表

代価　第192号内訳表

代価　第193号内訳表193 区画線工 矢印・記号・文字　（白
線・15cm幅換算） 1 m

75 工事価格計

176 舗装版切断工 切断厚15㎝を超え30cm
以下（ｱｽﾌｧﾙﾄ） 1 m

177 舗装版切断工 切断厚30㎝を超え40cm
以下（ｱｽﾌｧﾙﾄ） 1 m

178 路盤工 10cm（不陸整正分除く）
1 m2

179 不陸整正工 補充材（粒調砕石）3㎝
1 m2

180 フィルター層 砂5㎝、路盤工10㎝（処
分込） 1 m2

181 コンクリート補修工Ａ 厚１０㎝　（型枠材工含
む） 1 m2

182 コンクリート補修工Ｂ 厚１５㎝　（型枠材工含
む） 1 m2

183 コンクリート補修工Ｃ 厚２０㎝　（型枠材工含
む） 1 m2

184 コンクリート取壊し工 人力施工　処分費込
1 m3

185 区画線工 実線・ゼブラ（白線）　15ｃ
ｍ 1 m

186 区画線工 実線・ゼブラ（白線）　20ｃ
ｍ 1 m

187 区画線工 実線・ゼブラ（白線）　30ｃ
ｍ 1 m

188 区画線工 実線・ゼブラ（白線）　45ｃ
ｍ 1 m

190 区画線工 実線・ゼブラ（黄線）　20ｃ
ｍ 1 m

189 区画線工 実線・ゼブラ（黄線）　15ｃ
ｍ 1 m

191 区画線工 破線（白線）　15ｃｍ
1 m

192 区画線工 破線（白線）　20ｃｍ
1 m
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消火栓ボックス等補修工事仕様書 

  

（適 用） 

第１条 本仕様書は、消火栓ボックス等補修工事に適用する。 

（任 務） 

第２条 本工事は、全て法令等の定めによるほか、仕様書・設計書・設計図（以下「設計

図書」という。）に基づき、監督員の指示のもとに、忠実に誠意をもって迅速に施工し、

全て受注者の責任施工とする。 

２ 本工事は、本仕様書のほか、土木請負工事必携（兵庫県県土整備部）・土木工事共通

仕様書（兵庫県県土整備部）・土木施工管理基準（兵庫県県土整備部）及び水道工事標準

仕様書（日本水道協会）・明石市水道工事標準仕様書による。 

 （疑 義） 

第３条 受注者は、入札前に設計図書を精査し、入札に応じること。落札決定後の異議は

一切認めない。設計図書その他に疑義のある時は、入札前に解決し、落札後は、本市の

解釈に従うこと。 

 （損害賠償） 

第４条 本工事において、受注者の責により生じた全ての損害賠償及び補償は、監督員と

十分協議し、請負者の責任で処理すること。 

２ 受注者は、前項の損害が発生した時、及び必要な補償がある時は、その折衝に当た

ると共に、その経過を速やかに監督員に書面で報告すること。 

（現場代理人） 

第５条 現場代理人は、他工事との兼務を認めないこととする。また、工事期間中、受注

者として全責任をもち、工事現場に常駐し、工事に関する一切の事項を処理すること。 

（法令等の厳守） 

第６条 本工事の施工にあたり、受注者は、建設業法・道路交通法・騒音規制法・労働基準

法・労働者災害補償保険法・労働安全衛生法・その他関係法規を厳守し、必要な諸手続き

を行い、事故を起こさぬよう十分注意すること。 

（現場立会） 

第７条 受注者は工事に先立ち、掘削位置・工法・交通安全設備・道路復旧材料の準備等

について、関係官公署等の係員と現場立会し、許可条件・指示事項等を確認しなければ

ならない。 

（架線・地下埋設物調査） 

第８条 受注者は、施工区域全域にわたる架線・地下埋設物の種類･位置・規模等を工事着

手前に調査確認すること。 

なお、各占用物件管理者へ必ず施工通知を提出し、工事着手前に立会い確認書を取り

交わすこと。 
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２ 受注者は、工事施工中損傷を与える恐れのある施設物に対して、受注者の責任で仮

防護その他適切な措置をし、工事完了後に原形復旧しなければならない。 

（事故発生時の措置） 

第９条 事故等緊急非常事態が発生した時は、人命救助を最優先に措置するとともに、速

やかに関係方面へ連絡しなければならない。また、監督員に書面で報告するとともに、

その指示を受けるものとする。 

（地元説明） 

第１０条 受注者は、工事着手に先立ち、所定の工事標示を行うとともに、必要に応じて、

影響のある近隣住民、自治会、商店、工場等に、工事のお知らせや口頭にて事前説明を

行い協力を求め、工事の円滑な遂行を図ること。 

２ 施工について営業等に支障があると思われる時は、監督員並びに関係付近住民と協

議の上で、できるだけこれの軽減に努めること。 

（他工事、他企業との調整について） 

第１１条 他工事関連の場合や近隣に他工事がある場合は、他工事施工業者と十分に連絡

調整を行ない、互いの工事が円滑に進むように努めること。 

（交通の安全） 

第１２条 道路に関する工事を行う場合は、監督員・道路管理者・所轄警察署とよく協議

した後、工事に着手すること。 

２ 工事期間中は、交通誘導員を配置し、工事現場における安全に関する巡視・点検・

連絡調整等を行わせ、一般車輌・通行人等の円滑な誘導並びに安全確保に努めること。

また、工事標識類・防護柵・施設類等を必要に応じて設置すること。 

（舗装復旧） 

第１３条 施工は即日本復旧を原則とする（一部例外あり）が、やむを得ない場合は、監

督員と協議するとともに、１週間以内に本復旧を行うこと。また、仮復旧の仕様は監督

員の指示に従うこと。 

    なお、仮復旧の期間内は 1日１回、現場点検を行うこと。 

（保安設備） 

第１４条 受注者は、工事中、居住者並びに一般通行人等に危険を及ぼさないように、保

安設備には万全を期し、夜間は、常に必要な箇所に赤色警戒灯を点灯するなど、十分な

対策をすること。 

２ 埋設上下水道管・ガス管・ケーブル・電柱及びその他既設工作物に対しては、十分

な保護を施し、危険のないよう施工すること。 

（残ガラ処分・残土処分等） 

第１５条 産業廃棄物の対象となるアスファルト及びコンクリートガラの残塊並びに工事

に伴う一般土砂の処分場所は、兵庫県の許可を得た場所とする。なお、アスファルト及

びコンクリートガラ類は再資源化施設への搬入とすること。 
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（夜間工事） 

第１６条 夜間工事をする場合は、十分な照明を行うとともに保安設備を施すこと。また、

付近住民、自治会等に事前に協力を依頼するとともにできるだけ騒音等により迷惑をか

けないよう十分配慮すること。 

（提出書類） 

第１７条 受注者は下記書類を提出し、監督員の承認を得ること。ただし、監督員が必要

でないと認めた場合は、この限りではない。 

（１）契約締結後、１０日以内に提出するもの。 

ア．着工届                  １部 

イ．工事費内訳書               １部 

ウ．現場代理人届及びその経歴書        １部 

エ．主任技術者届及びその経歴書        １部 

オ．監理技術者届及びその経歴書        １部 

カ．専門技術者届及びその経歴書        １部 

キ．施工計画書（下請業者承認願含む）     ２部 

ク．工事用材料使用承諾願           ２部 

ケ．建設廃棄物処理計画書           ２部 

（２）月末毎、提出するもの。 

ア．出来形報告書 

 Ａ．工事記録写真（工程別）         ２部 

 Ｂ．その他、土木請負工事必携により必要な書類。 

イ．出来高報告書 

ウ．工程表 

エ．道路占用許可箇所の完了報告書 

（検査） 

第１８条 前条（２）の書類提出後、出来形検査を行うものとする。 

 （支払） 

第１９条 前条の検査終了後、請求書を提出すること。 

（保証期間） 

第２０条 本工事完了後、２年以内（検査合格の日より）に本工事に起因する不具合や事

故が発生した場合、受注者は、直ちに復旧すること。受注者に連絡する余裕のない場合

は、本市が復旧し、実費を徴収する。 

 （その他） 

第２１条 本工事に関すること全般について、あるいは不明な点については、監督員と充

分に協議し、その指示に従うこと。 
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特 記 仕 様 書 

（消火栓ボックス等補修工事） 

 

１． Ａタイプは、既設消火栓・空気弁ボックス（角型・丸型）の取替・再利用・撤去）及び高さ

調整に対応する。 

   Ｂタイプは、既設仕切弁ボックスの取替及び高さ調整に対応する。 

   Ｃタイプは、既設消火栓・空気弁・仕切弁両ボックスの取替及び高さ調整に対応する。 

   Ｄタイプは、既設止水栓ボックスの取替及び高さ調整に対応する。 

   Ｅタイプは、既設鉄蓋の取替に対応する。 

２． 各項目の契約単価は、設計単価合計と契約単価合計比により比例配分する。 

夜間工事を実施した場合の単価は、２０時～翌６時についてのみ、本契約単価に、

交通誘導員以外の単価は１．２を乗じた額とし、交通誘導員の単価については１．５

を乗じた額とする（小数点以下は切捨てとする。）。 

土日祝日に工事を実施した場合の単価は、本契約単価に、交通誘導員以外の単価は

１．０８を乗じた額とし、交通誘導員の単価については１．３５を乗じた額とする（小

数点以下は切捨てとする。）。 

区画線工で、白色以外で施工した場合の単価については、１．３を乗じた額とする

（小数点以下は切捨とする。契約単価にある場合を除く。）。 

３． 本工事は、消火栓ボックス等に関して緊急の補修を要する場合や、他工事業者から

の至急の施工要請に対応する必要があるため、受注者は、常時本工事が行える態勢を

整え、真摯な態度で誠意をもって臨むこと。 

４． 本工事における交通誘導員は、交通の安全を確保するために必要な人員を、各現場

に応じて配置すること。但し、本市監督員から配置人数等の指示があった場合はこれ

に従うこと。 

交通誘導員とは以下の者をいう。 

交通誘導員Ａ；警備業者の警備員（警備業法第２条第４項に規定する警備員をい

う。）で、交通誘導警備業務（警備員等の検定等に関する規則第１条第４号に規定す

る交通誘導警備業務をいう。）に従事する交通誘導警備業務に係る１級検定合格警備

員又は２級検定合格警備員 

  交通誘導員Ｂ；警備業者の警備員で交通誘導員Ａ以外の交通の誘導に従事する者 

５． 受注者は、交通誘導員の費用を請求する場合には、本消火栓ボックス等補修工事に

従事したことが確認できる根拠資料を添付すること。 

※交通誘導員の従事写真、警備日報・伝票、警備会社請求書等 
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６． 使用材料は、明石市水道局の規定する材料とする。 

なお、丸型鉄蓋の設置については、無収縮モルタルの使用を標準とする。 

蓋の受枠とＡ部材は、ボルトによる連結を行うこと。 

   蓋を設置する際は、原則として耐スリップタイプを使用することとし、本市が別途

指示する場合はそれに従うこと。 

７． ボックス設置後、蓋については受注者が責任をもって保護し、舗装完了まで汚    

れが付かないよう管理すること。 

８． 受注者は、監督員から消火栓ボックス等や消火栓本体の取替あるいはボックス等の

高さ調整等の指示を受けた場合、出来るだけ速やかに、現地調査を行い、道路占用（一

時掘削）申請や道路使用許可申請等、工事実施に必要な図書１式を概ね３日以内に作

成し監督員に提出すること。 

   なお、緊急を要する場合や他工事関連の場合等は、別途指示を受けること。 

施工予定の場所を概要と共に監督員に報告し、工事番号を取得し、請求及び各種申

請にはその旨記載のこと。 

９． 受注者は、当該工事付近に公共基準点（街区三角点多角、街区多角点）がある場合

は、明石市公共基準点管理保全要領に定めるところにより、必要な申請書等を作成す

るほか、公共基準点を保持するための測量をしなければならない。 

１０． 道路占用（一時掘削）許可箇所の完了報告書について 

許可箇所毎に、許可書の写し、位置図、工事写真（※着手前・ボックスなどの高さ・ 

路盤工・乳剤散布・舗装厚・舗装復旧完了後等の写真）を提出すること。 

   ※路面表示線等が写っているもの。  

１１． 道路使用許可申請に必要な県証紙は、経費に含まれているため、受注者が実費負

担すること。 

１２． 舗装復旧はすべて原形復旧を原則とする。 

２、３、４タイプは排水性舗装復旧（導水パイプの復旧を含）、ギャップアスファル

ト舗装復旧等への対応を含むものとする。 

また、５タイプは透水性舗装の復旧を含むものとする。 

１３． 受注者は、ボックス補修等に当たって、消火栓本体等の状況（漏水の有無・ボル

ト類の腐食状況等）を目視にて事前に確認すること。 

なお、異常がある場合には監督員へ速やかに報告し指示を受けること。 

１４． 施工に当たっては、掘削機械等にて水道管や消火栓本体等に振動を与えて水道管

内を濁らせないよう特段の注意を払うこと。 
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１５． Ａ~Ｃの各工種の舗装復旧内にある止水栓ボックスの高さ調整手間は、各工種の工

事費に含む。 

１６． 消火栓ボックス周囲には、黄線（溶融式・幅１５ｃｍ）表示を行うこと。 

その他の路面標示の復旧は、諸経費に含む。 

１７． 使用機械は、低騒音、低振動対策等を施した建設機械を使用すること。 

１８． 双口空気弁等、特殊ボックス類の補修工事費用は別途監督員と協議し請求するも

のとする。 

１９． 消火栓の取替が必要になった場合は、監督員と施工方法を協議のうえ、行うこと。 

なお、取替作業には、供用中消火栓の取替経験豊富なベテランの配管工（概ね１０

年以上配水管の配管経験のある配管工）を従事させること。 

２０． 円形（エポ）工法を使用の際は、監督員と協議し、指示を受けた後施工のこと。 

２１． 舗装復旧単価使用については、監督員と事前協議のうえ使用すること。（概ね舗装

面積の±５０％を超える範囲において使用のこと。） 

２２． 請求時の単位数量については、工事請負単価契約書の単価明細書の単位が、①箇

所・人については整数止め、②ｍ・㎡・ｍ3については小数点以下第 2位以下を切捨て

し、第 1位止めとする。 

 

 

 

 

 

 

  以上 




































































