
Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

CH-7A 公園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 h=-20 0.15×100 m3 15.0

残土処理 0.15×100 m3 15.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)100 100 m2 100.00

型枠 0.07×10×2 m2 1.40

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.07×100 m3 7.00

伸縮目地 樹脂発泡系　厚10 0.05×10×4 m2 2.00

ｺｰｷﾝｸﾞ材 変成ｼﾘｺﾝ系 10×4 m 40.00

表面仕上

ハケ仕上 CH-7A 100 m2 100.00

化粧目地 （床） 8×10×2 m 160.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

CH-10A 公園ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 h=-20 0.23×100 m3 23.0

残土処理 0.23×100 m3 23.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)150 100 m2 100.00

型枠 0.1×10×2 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.1×100 m3 10.00

伸縮目地 樹脂発泡系　厚10 0.08×10×4 m2 3.20

ｺｰｷﾝｸﾞ材 変成ｼﾘｺﾝ系 10×4 m 40.00

表面仕上

ハケ仕上 CH-10A 100 m2 100.00

化粧目地 （床） 8×10×2 m 160.00

金ｺﾞﾃ仕上げ削除



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

GH-30A 擬石平板舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 h=-20 0.17×100 m3 17.0

残土処理 0.17×100 m3 17.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)100 100 m2 100.00

敷砂 諸雑費に含む m3

擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ平
板ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60 歩掛より 枚 1,129

砂目地 諸雑費に含む m3

透水ｼｰﾄ 諸雑費に含む m2



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

GH-30B 擬石平板舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 h=-20 0.22×100 m3 22.0

残土処理 0.22×100 m3 22.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)150 100 m2 100.00

敷砂 諸雑費に含む m3

擬石ｺﾝｸﾘｰﾄ平
板ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60 歩掛より 枚 1,129

化粧目地 モルタル（1:2） 諸雑費に含む m3

透水ｼｰﾄ 諸雑費に含む m2



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

AH-30A 洗出平板舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 h=-20 0.17×100 m3 17.0

残土処理 0.17×100 m3 17.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)100 100 m2 100.00

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 諸雑費に含む m3

洗出ｺﾝｸﾘｰﾄ平
板ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60 歩掛より 枚 1,129

化粧目地 モルタル（1:2） 諸雑費に含む m3



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

AH-30B 洗出平板舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 h=-20 0.22×100 m3 22.0

残土処理 0.22×100 m3 22.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)150 100 m2 100.00

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 諸雑費に含む m3

洗出ｺﾝｸﾘｰﾄ平
板ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60 歩掛より 枚 1,129

化粧目地 モルタル（1:2） 諸雑費に含む m3



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

CBH-6A ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 h=-20 0.17×100 m3 17.0

残土処理 0.17×100 m3 17.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)100 100 m2 100.00

透水ｼｰﾄ 100 m2 100.00

敷砂 0.03×100×1.29 m3 3.87

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ 厚60 100 m2 100.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

CBH-8A ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 h=-20 0.24×100 m3 24.0

残土処理 0.24×100 m3 24.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)150 100 m2 100.00

透水ｼｰﾄ 100 m2 100.00

敷砂 0.03×100×1.29 m3 3.87

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞ
ﾛｯｸ 厚80 100 m2 100.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SH-A 小舗石張舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 h=20 0.27×100 m3 27.0

残土処理 0.27×100 m3 27.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)100 100 m2 100.00

型枠 0.07×10×2 m2 1.40

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.07×100 m3 7.00

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 諸雑費に含む m3

伸縮目地 樹脂発泡系　厚10 0.17×10×4 m2 6.80

ｺｰｷﾝｸﾞ材 変成ｼﾘｺﾝ系 10×4 m 40.00

小舗石 花崗岩　90□内外 100÷(0.1×0.1) 個 10000

化粧目地 モルタル（1:2） 諸雑費に含む m3



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SH-B 小舗石張舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 h=-20 0.35×100 m3 35.0

残土処理 0.35×100 m3 35.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)150 100 m2 100.00

型枠 0.1×10×2 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.1×100 m3 10.00

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 諸雑費に含む m3

伸縮目地 樹脂発泡系　厚10 0.2×10×4 m2 8.00

ｺｰｷﾝｸﾞ材 変成ｼﾘｺﾝ系 10×4 m 40.00

小舗石 花崗岩　90□内外 100÷(0.1×0.1) 個 10000

化粧目地 モルタル（1:2） 諸雑費に含む m3



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

IH-A 石張舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 h=-20 0.2×100 m3 20.0

残土処理 0.2×100 m3 20.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)100 100 m2 100.00

型枠 0.07×10×2 m2 1.40

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.07×100 m3 7.00

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 諸雑費に含む m3

伸縮目地 樹脂発泡系　厚10 0.1×10×4 m2 4.00

ｺｰｷﾝｸﾞ材 変成ｼﾘｺﾝ系 10×4 m 40.00

自然石 乱形　厚20内外 m2 100

化粧目地 モルタル（1:2） 諸雑費に含む m3



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

IH-B 石張舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 h=-20 0.28×100 m3 28.0

残土処理 0.28×100 m3 28.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)150 100 m2 100.00

型枠 0.1×10×2 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.1×100 m3 10.00

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 諸雑費に含む m3

伸縮目地 樹脂発泡系　厚10 0.13×10×4 m2 5.20

ｺｰｷﾝｸﾞ材 変成ｼﾘｺﾝ系 10×4 m 40.00

自然石 乱形　厚20内外 m2 100

化粧目地 モルタル（1:2） 諸雑費に含む m3



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

RH-A レンガ舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 h=-20 0.16×100 m3 16.0

残土処理 0.16×100 m3 16.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)100 100 m2 100.00

透水ｼｰﾄ 100 m2 100.0

敷砂 100×0.03×1.29 m3 3.87

煉瓦 透水性 100 m2 100.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

RH-B レンガ舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 h=-20 0.21×100 m3 21.0

残土処理 0.21×100 m3 21.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)150 100 m2 100.00

透水ｼｰﾄ 100 m2 100.0

敷砂 100×0.03×1.29 m3 3.87

煉瓦 透水性 100 m2 100.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

KH-A 土舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 0.1×100 m3 10.0

残土処理 0.1×100 m3 10.0

基盤工 路床 100 m2 100.00

真砂土 0.1×100×1.27 m3 12.70

表層工 敷均転圧（真砂土） 100 m2 100.00

表面仕上工
化粧砂（細目）＋表

層安定剤 100 m2 100.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

KH-B　土舗装

100 ㎡当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

基床工 路床 100 m2 100.0

再生クラッシャー
ラン路盤

RＣ-40
ｔ＝100 100 ㎡ 100.0

真砂土 0.1×100×1.27 m3 12.7

表層工 敷均転圧（真砂土） 100 m2 100.0

表面仕上工
化粧砂（細目）＋表

層安定剤 100 m2 100.0



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

DH-A 脱色アスファルト舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 0.14×100 m3 14.0

残土処理 0.14×100 m3 14.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)100 100 m2 100.00

脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ表
層 透水性　厚40 100 m2 100.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

DH-B 脱色アスファルト舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 0.19×100 m3 19.0

残土処理 0.19×100 m3 19.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)150 100 m2 100.00

脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ表
層 透水性　厚40 100 m2 100.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

MH-30A 自然石舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 h=-20 0.17×100 m3 17.0

残土処理 0.17×100 m3 17.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)100 100 m2 100.00

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 諸雑費に含む m3

御影石 300*300*60 歩掛より 枚 1,129

化粧目地 モルタル（1:2） 諸雑費に含む m3



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

MH-30B 自然石舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 h=-20 0.22×100 m3 22.0

残土処理 0.22×100 m3 22.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)150 100 m2 100.00

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 諸雑費に含む m3

御影石 300*300*60 歩掛より 枚 1,129

化粧目地 モルタル（1:2） 諸雑費に含む m3



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

GCH-A ゴムチップ舗装

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 0.15×100 m3 15.0

残土処理 0.15×100 m3 15.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)100 100 m2 100.00

ｱｽﾌｧﾙﾄ表層 透水性　厚40 100 m2 100.00

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ 透水性　厚10 100 m2 100.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SYB-A-a-1,2 視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 0.19×100 m3 19.0

残土処理 0.19×100 m3 19.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)100 100 m2 100.00

敷砂 諸雑費に含む m3

視覚障害者用ﾌﾞ
ﾛｯｸ

SYB-A-a-1 誘導ﾌﾞﾛｯｸ 歩掛より 枚 1,129

SYB-A-a-2 注意喚起ﾌﾞﾛｯｸ 歩掛より 枚 1,129



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SYB-A-b-1,2 視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 0.24×100 m3 24.0

残土処理 0.24×100 m3 24.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)150 100 m2 100.00

敷砂 諸雑費に含む m3

視覚障害者用ﾌﾞ
ﾛｯｸ

SYB-A-b-1 誘導ﾌﾞﾛｯｸ 歩掛より 枚 1,129

SYB-A-b-2 注意喚起ﾌﾞﾛｯｸ 歩掛より 枚 1,129



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SYB-B-a-1,2 視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 0.19×100 m3 19.0

残土処理 0.19×100 m3 19.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)100 100 m2 100.00

透水ｼｰﾄ 諸雑費に含む m2

敷砂 諸雑費に含む m3

視覚障害者用ﾌﾞ
ﾛｯｸ

SYB-B-a-1 誘導ﾌﾞﾛｯｸ 歩掛より 枚 1,129

SYB-B-a-2 注意喚起ﾌﾞﾛｯｸ 歩掛より 枚 1,129



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SYB-B-b-1,2 視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ

100 m2当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 0.24×100 m3 24.0

残土処理 0.24×100 m3 24.0

路床工 100 m2 100.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
路盤 (RC-40)150 100 m2 100.00

透水ｼｰﾄ 諸雑費に含む m2

敷砂 諸雑費に含む m3

視覚障害者用ﾌﾞ
ﾛｯｸ

SYB-B-b-1 誘導ﾌﾞﾛｯｸ 歩掛より 枚 1,129

SYB-B-b-2 注意喚起ﾌﾞﾛｯｸ 歩掛より 枚 1,129



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

CF-10A～15A コンクリート縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.1+0.4)×0.18×10 m3 0.9

埋戻  0.9-0.2 m3 0.7

残土処理 (0.16×0.1+0.1×0.08)×10 m3 0.2

基面整正 0.16×10 m2 1.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.16×10 m2 1.60

コンクリート縁石
ブロック l =600

CF-10A 100×100 10 m 10.00

CF-12A 100×120 10 m 10.00

CF-15A 100×150 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

CF-12B～20B コンクリート縁石 

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.12+0.4)×0.18×10 m3 0.9

埋戻  0.9-0.3 m3 0.6

残土処理 (0.18×0.1＋0.12×0.08)×10 m3 0.3

基面整正 0.18×10 m2 1.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.18×10 m2 1.80

コンクリート縁石
ブロック l =600

CF-12B 120×120 10 m 10.00

CF-15B 120×150 10 m 10.00

CF-20B 120×200 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

CF-20C,25C コンクリート縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.15+0.4)×0.18×10 m3 1.0

埋戻  1.0-0.3 m3 0.7

残土処理 (0.21×0.1+0.15×0.08)×10 m3 0.3

基面整正 0.21×10 m2 2.1

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.21×10 m2 2.10

コンクリート縁石
ブロック l =600

CF-20C 150×200 10 m 10.00

CF-25C 150×250 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

CF-10D コンクリート縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.13+0.4)×0.29×10 m3 1.5

埋戻  1.5-0.4 m3 1.1

残土処理 (0.13×0.2＋0.1×0.09)×10 m3 0.4

基面整正 0.13×10 m2 1.3

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.13×10 m2 1.30

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.13×0.1×10 m3 0.13

コンクリート縁石
ブロック 100×100×600 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

CF-10E コンクリート縁石  

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.16+0.4)×0.31×10 m3 1.7

埋戻  1.7-0.4 m3 1.3

残土処理 (0.13×0.2+0.1×0.11)×10 m3 0.4

基面整正 0.16×10 m2 1.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.16×10 m2 1.60

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.16×0.1×10 m3 0.16

コンクリート縁石
ブロック 100×100×600 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

CF-12E コンクリート縁石 

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.18+0.4)×0.33×10 m3 1.9

埋戻  1.9-0.5 m3 1.4

残土処理 (0.18×0.21+0.12×0.13)×10 m3 0.5

基面整正 0.18×10 m2 1.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.18×10 m2 1.80

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.18×0.1×10 m3 0.18

コンクリート縁石
ブロック 120×120×600 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

CF-10F コンクリート縁石 

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.1+0.4)×0.23×10 m3 1.2

埋戻  1.2-0.3 m3 0.9

残土処理 (0.16×0.1+0.1×0.13)×10 m3 0.3

基面整正 0.16×10 m2 1.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.16×10 m2 1.60

コンクリート縁石
ブロック l =600 100×100 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SF-10A～15A 擬石縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.1+0.4)×0.18×10 m3 0.9

埋戻  0.9-0.2 m3 0.7

残土処理 (0.16×0.1+0.1×0.08)×10 m3 0.2

基面整正 0.16×10 m2 1.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.16×10 m2 1.60

コンクリート擬石
ブロック l =600

SF-10A 100×100 10 m 10.00

SF-12A 100×120 10 m 10.00

SF-15A 100×150 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SF-12B～20B 擬石縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.12+0.4)×0.18×10 m3 0.9

埋戻  0.9-0.3 m3 0.6

残土処理 (0.18×0.1＋0.12×0.08)×10 m3 0.3

基面整正 0.18×10 m2 1.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.18×10 m2 1.80

コンクリート擬石
ブロック l =600

SF-12B 120×120 10 m 10.00

SF-15B 120×150 10 m 10.00

SF-20B 120×200 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SF-20C,25C 擬石縁石 

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.15+0.4)×0.18×10 m3 1.0

埋戻  1.0-0.3 m3 0.7

残土処理 (0.21×0.1+0.15×0.08)×10 m3 0.3

基面整正 0.21×10 m2 2.1

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.21×10 m2 2.10

コンクリート擬石
ブロック l =600

SF-20C 150×200 10 m 10.00

SF-25C 150×250 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SF-10D 擬石縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.13+0.4)×0.29×10 m3 1.5

埋戻  1.5-0.4 m3 1.1

残土処理 (0.13×0.2＋0.1×0.09)×10 m3 0.4

基面整正 0.13×10 m2 1.3

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.13×10 m2 1.30

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.13×0.1×10 m3 0.13

コンクリート縁石
ブロック 100×100×600 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SF-10E 擬石縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.16+0.4)×0.31×10 m3 1.7

埋戻  1.7-0.4 m3 1.3

残土処理 (0.13×0.2+0.1×0.11)×10 m3 0.4

基面整正 0.16×10 m2 1.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.16×10 m2 1.60

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.16×0.1×10 m3 0.16

コンクリート縁石
ブロック 100×100×600 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SF-12E 擬石縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.18+0.4)×0.33×10 m3 1.9

埋戻  1.9-0.5 m3 1.4

残土処理 (0.18×0.21+0.12×0.13)×10 m3 0.5

基面整正 0.18×10 m2 1.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.18×10 m2 1.80

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.18×0.1×10 m3 0.18

コンクリート縁石
ブロック 120×120×600 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SF-10F 擬石縁石 

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.1+0.4)×0.23×10 m3 1.2

埋戻  1.2-0.3 m3 0.9

残土処理 (0.16×0.1+0.1×0.13)×10 m3 0.3

基面整正 0.16×10 m2 1.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.16×10 m2 1.60

コンクリート擬石
ブロック l =600 100×100 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

MF-10A～15A 自然石縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.1+0.4)×0.18×10 m3 0.9

埋戻  0.9-0.2 m3 0.7

残土処理 (0.16×0.1+0.1×0.08)×10 m3 0.2

基面整正 0.16×10 m2 1.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.16×10 m2 1.60

自然石縁石ブ
ロック l =600

MF-10A 100×100 10 m 10.00

MF-12A 100×120 10 m 10.00

MF-15A 100×150 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

MF-12B～20B 自然石縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.12+0.4)×0.18×10 m3 0.9

埋戻  0.9-0.3 m3 0.6

残土処理 (0.18×0.1＋0.12×0.08)×10 m3 0.3

基面整正 0.18×10 m2 1.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.18×10 m2 1.80

自然石縁石ブ
ロック l =600

MF-12B 120×120 10 m 10.00

MF-15B 120×150 10 m 10.00

MF-20B 120×200 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

MF-20C,25C 自然石縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.15+0.4)×0.18×10 m3 1.0

埋戻  1.0-0.3 m3 0.7

残土処理 (0.21×0.1+0.15×0.08)×10 m3 0.3

基面整正 0.21×10 m2 2.1

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.21×10 m2 2.10

自然石縁石ブ
ロック l =600

MF-20C 150×200 10 m 10.00

MF-25C 150×250 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

MF-10D 自然石縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.13+0.4)×0.29×10 m3 1.5

埋戻  1.5-0.4 m3 1.1

残土処理 (0.13×0.2＋0.1×0.09)×10 m3 0.4

基面整正 0.13×10 m2 1.3

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.13×10 m2 1.30

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.13×0.1×10 m3 0.13

自然石縁石ブ
ロック 100×100×600 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

MF-10E 自然石縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.16+0.4)×0.31×10 m3 1.7

埋戻  1.7-0.4 m3 1.3

残土処理 (0.13×0.2+0.1×0.11)×10 m3 0.4

基面整正 0.16×10 m2 1.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.16×10 m2 1.60

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.16×0.1×10 m3 0.16

自然石縁石ブ
ロック 100×100×600 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

MF-12E 自然石縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.18+0.4)×0.33×10 m3 1.9

埋戻  1.9-0.5 m3 1.4

残土処理 (0.18×0.21+0.12×0.13)×10 m3 0.5

基面整正 0.18×10 m2 1.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.18×10 m2 1.80

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.18×0.1×10 m3 0.18

自然石縁石ブ
ロック 120×120×600 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

MF-10F 自然石縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.1+0.4)×0.23×10 m3 1.2

埋戻  1.2-0.3 m3 0.9

残土処理 (0.16×0.1+0.1×0.13)×10 m3 0.3

基面整正 0.16×10 m2 1.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.16×10 m2 1.60

自然石縁石ブ
ロック l =600 100×100 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

RF-A レンガ縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.1+0.4)×0.22×10 m3 1.1

埋戻  1.1-0.3 m3 0.8

残土処理 (0.16×0.172+(0.1+0.16)×0.5×0.018+0.1×0.03)×10 m3 0.3

基面整正 0.16×10 m2 1.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.16×10 m2 1.60

均しモルタル 1:3 (0.16×0.03+0.06×0.042+0.03×0.018×0.5×2)×10 m3 0.079

レンガ （公園歩掛）

RF-A
210×100×60  Ｒ

面取り 150 本 150

目地モルタル 1:3 0.03 (公園歩掛) m3 0.030



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

RF-B レンガ縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.13+0.4)×0.18×10 m3 1.0

埋戻  1.0-0.3 m3 0.7

残土処理
(0.19×0.142+(0.13+0.19)×0.5×0.018+0.13×0.02)×
10 m3 0.3

基面整正 0.19×10 m2 1.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.19×10 m2 1.90

均しモルタル 1:3 (0.19×0.03+0.06×0.012+0.03×0.018×0.5×2)×10 m3 0.070

レンガ （公園歩掛）

RF-B 210×100×60 955÷2÷10 本 47.75

210×100×60  Ｒ
面取り 955÷2÷10 本 47.75

目地モルタル 1:3 0.02 (公園歩掛) m3 0.020



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

ZF 雑割石縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.35+0.4)×0.23×10 m3 1.7

埋戻  1.7-0.9 m3 0.8

残土処理 (0.4×0.1+0.35×0.13)×10 m3 0.9

基面整正 0.4×10 m2 4.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.4×10 m2 4.00

型枠 (0.06+0.13)×10 m2 1.90

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (0.35×0.06+0.35×0.07÷2)×10 m3 0.33

雑割縁石 控350内外 0.27×10 m2 2.70



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

GF-A 擬木縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.2+0.4)×0.3×10 m3 1.8

埋戻  1.8-0.5 m3 1.3

残土処理 (0.2×0.1+0.2×0.12+0.1×0.08)×10 m3 0.5

基面整正 0.2×10 m2 2.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.2×10 m2 2.00

型枠 0.12×2×10 m2 2.40

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (0.2×0.12-0.12×0.07)×10 m3 0.16

ｺﾝｸﾘｰﾄ製擬木
片面5連　φ100×

h300×L500 10÷0.5 本 20.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

GF-B 擬木縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.2+0.4)×0.35×10 m3 2.1

埋戻  2.1-0.6 m3 1.5

残土処理 (0.2×0.1+0.2×0.17+0.1×0.08)×10 m3 0.6

基面整正 0.2×10 m2 2.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.2×10 m2 2.00

型枠 0.17×2×10 m2 3.40

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (0.2×0.17-0.12×0.12)×10 m3 0.20

ｺﾝｸﾘｰﾄ製擬木
片面5連　φ100×

h500×L500 10÷0.5 本 20.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

GS-A 擬石ﾌﾞﾛｯｸ縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.12+0.4)×0.2×10 m3 1.0

埋戻  1.0-0.4 m3 0.6

残土処理 (0.22×0.13+(0.12+0.22)÷2×0.05+0.12×0.02)×10 m3 0.4

基面整正 0.22×10 m2 2.2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.22×10 m2 2.20

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） (0.22×0.03+0.05×0.05÷2×2)×10 m3 0.091

擬石ブロック 398×120×190 10÷0.4 個 25

目地モルタル 1:2 0.115×0.185×0.01×50 m3 0.011



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

GS-B 擬石ﾌﾞﾛｯｸ縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.22+0.4)×0.21×10 m3 1.3

埋戻  1.3-0.4 m3 0.9

残土処理
(0.22×0.1+0.22×0.05+(0.12+0.22)÷2×0.05+0.12×
0.01)×10 m3 0.4

基面整正 0.22×10 m2 2.2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.22×10 m2 2.20

型枠 0.05×2×10 m2 1.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.22×0.05×10 m3 0.11

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） ((0.12+0.22)×1÷2×0.05-0.12×0.03)×10 m3 0.049

鉄筋 D10  l =100 @250 10.0÷0.25×0.1×0.56÷1000 t 0.002

擬石ブロック
400×150×40 笠

用 10÷0.4 個 25

擬石ブロック 398×120×190 10÷0.4 個 25

目地モルタル 1:2 ((0.19×0.115＋0.145×0.035)×25＋0.115×10)×0.01 m3 0.018



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

KF-A 空洞ﾌﾞﾛｯｸ縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.12+0.4)×0.22×10 m3 1.1

埋戻  1.1-0.3 m3 0.8

残土処理 (0.17×0.1+0.12×0.03+0.12×0.09)×10 m3 0.3

基面整正 0.17×10 m2 1.7

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.17×10 m2 1.70

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.12×0.03×10 m3 0.036

空洞ブロック
120×190×390 C

種 10÷0.4 個 25

目地モルタル 1:2 0.115×0.185×0.01×25 m3 0.005



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

KF-B 空洞ﾌﾞﾛｯｸ縁石

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.2+0.4)×0.25×10 m3 1.5

埋戻  1.5-0.5 m3 1.0

残土処理 (0.2×0.1+0.2×0.05+0.15×0.1)×10 m3 0.5

基面整正 0.2×10 m2 2.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.2×10 m2 2.00

型枠 0.05×2×10 m2 1.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.2×0.05×10 m3 0.10

空洞ブロック
150×190×390 C

種 10÷0.4 個 25

空洞ブロック
150×190×390 C

種 10÷0.4 個 25

目地モルタル 1:2 (0.145×0.185×25×2+(0.145+0.15)×10)×0.01 m3 0.043

鉄筋 D10  l =100 @250 10.0÷0.25×0.1×0.56÷1000 t 0.002
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  材 料 計 算 書  

CK-A　コンクリート階段

10 ｍ当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 設計条件により別途積算 m3

埋戻 設計条件により別途積算 m3

残土処理 設計条件により別途積算 m3

基面整正 設計条件により別途積算 m2

（下段部）

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.45×10 m2 4.50

型枠 （0.3+0.2）×10 m2 5.00

溶接金網 φ6　150×150 0.30×10×1.03 m2 3.09

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.35×0.3×10-0.01×0.06×10 m3 1.04

金ゴテ仕上げ （(0.35-0.06)＋0.15）×10 ㎡ 4.40

階段タイル 10 m 10

（上段部）

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.35×10 m2 3.50

型枠 0.15×10 m2 1.50

溶接金網 φ6　150×150 0.35×10×1.03 m2 3.61

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 （0.1+0.25）÷2×0.35×10-0.01×0.06×10 m3 0.61

金ゴテ仕上げ （(0.35-0.06)＋0.15）×10 ㎡ 4.40

階段タイル 10 m 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

CK-B コンクリートブロック階段

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 設計条件により別途積算 m3

埋戻  設計条件により別途積算 m3

残土処理 設計条件により別途積算 m3

基面整正 設計条件により別途積算 m2

（下段部）

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.45×10 m2 4.50

型枠 (0.22+0.12)×10 m2 3.40

溶接金網 φ6　150×150 0.30×10×1.03 m2 3.09

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.35×0.22×10 m3 0.77

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.35×0.02×10 m3 0.070

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上 1:2　壁 0.12×10 m2 1.20

ｺﾝｸﾘｰﾄ階段ﾌﾞ
ﾛｯｸ

600×360×60　ｽ
ﾘｯﾄ部ﾍﾟｲﾝﾄ塗布 10 m 10.00

（上段部）

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.35×10 m2 3.50

型枠 (0.15+0.1)×10 m2 2.50

溶接金網 φ6　150×150 0.35×10×1.03 m2 3.61

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (0.25+0.1)÷2×0.35×10 m3 0.61

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） (0.35+0.06)×0.02×10 m3 0.082

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ仕上 1:2　壁 0.09×10 m2 0.90

ｺﾝｸﾘｰﾄ階段ﾌﾞ
ﾛｯｸ

600×360×60　ｽ
ﾘｯﾄ部ﾍﾟｲﾝﾄ塗布 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

GK 擬木階段

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.25+0.4)×0.25×10 m3 1.6

埋戻  1.6-0.6 m3 1.0

残土処理
(0.35×0.1+0.25×0.05+0.1×0.1÷2+0.12×0.1+0.03×
0.03÷2)×10 m3 0.6

基面整正 0.35×10 m2 3.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.35×10 m2 3.50

型枠 0.05×2×10 m2 1.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (0.25×0.05+0.03×0.03÷2)×10 m3 0.13

モルタル 1:03 0.1×0.1×0.5×10 m3 0.05

擬木階段ﾌﾞﾛｯｸ
片面5連　100×250

×500 10÷0.5 本 20.00
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GKS　袖壁擬木丸太2連

10 ｍ当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

擬木ブロック
2連

2.0ｍ 2×5 本 10.0
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  材 料 計 算 書  

MK-150～200　丸太階段

10 段当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

MK-150

杉丸太（防腐処
理）

末口径12cm  l =
1500 0.06×0.06×3.14×1.5×2×10×1.05 m3 0.356

杉丸太（防腐処
理）

末口径10cm  l =
500 0.05×0.05×3.14×0.5×2×10×1.05 m3 0.082

ボルトナット W1/2  l = 240 4×10×0.26 kg 10.40

丸座金 W1/2 4×10 個 40

MK-200

杉丸太（防腐処
理）

末口径12cm  l =
2000 0.06×0.06×3.14×2.0×2×10×1.05 m3 0.475

杉丸太（防腐処
理）

末口径10cm  l =
500 0.05×0.05×3.14×0.5×2×10×1.05 m3 0.082

ボルトナット W1/2  l = 240 4×10×0.26 kg 10.40

丸座金 W1/2 4×10 個 40



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

MK-250　丸太階段

10 段当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

杉丸太（防腐処
理）

末口径12cm  l =
2500 0.06×0.06×3.14×2.5×2×10×1.05 m3 0.593

杉丸太（防腐処
理）

末口径10cm  l =
500 0.05×0.05×3.14×0.5×3×10×1.05 m3 0.124

ボルトナット W1/2  l = 240 6×10×0.26 kg 15.60

丸座金 W1/2 6×10 個 60


