
Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SD-60 雑割石積

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 0.885×0.42×10 m3 3.7

埋戻  3.7-1.8 m3 1.9

残土処理
(0.485×0.1+0.435×0.07+(0.435+0.1)÷2×0.1+（0.15×
1.044+0.25×1.044）÷2×0.35)×10 m3 1.8

基面整正 0.485×10 m2 4.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.485×10 m2 4.85

裏込砕石 RC-40 0.19×0.35×10 m3 0.67

型枠 (0.07+0.17)×10 m2 2.40

簡易型枠 0.750×1.044×10 m2 7.83

基礎コンクリート 18-8-25 (0.07×0.435+(0.1+0.435)÷2×0.1)×10 m3 0.57

胴込コンクリート 18-8-25 0.17×7.83 m3 1.33

雑割石 控350 0.783×10 m2 7.83

水抜管 VUφ50 0.6×1.044×10÷2×0.36 m 1.13

吸出防止材 100□ 0.6×1.044×10÷2×0.1×0.1 m2 0.03

伸縮目地 0.35×0.783+0.435×0.07+(0.435+0.1)÷2×0.1 m2 0.33



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SD-90 雑割石積

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 0.885×0.42×10 m3 3.7

埋戻  3.7-1.8 m3 1.9

残土処理
(0.485×0.1+0.435×0.07+(0.435+0.1)÷2×0.1+（0.15×
1.044+0.25×1.044）÷2×0.35)×10 m3 1.8

基面整正 0.485×10 m2 4.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.485×10 m2 4.85

裏込砕石 RC-40 0.19×0.65×10 m3 1.24

型枠 (0.07+0.17)×10 m2 2.40

簡易型枠 1.05×1.044×10 m2 10.96

基礎コンクリート 18-8-25 (0.07×0.435+(0.1+0.435)÷2×0.1)×10 m3 0.57

胴込コンクリート 18-8-25 0.17×10.96 m3 1.86

雑割石 控350 1.096×10 m2 10.96

水抜管 VUφ50 0.9×1.044×10÷2.0×0.36 m 1.69

吸出防止材 100□ 0.9×1.044×10÷2.0×0.1×0.1 m2 0.05

伸縮目地 0.35×1.044+0.435×0.07+(0.435+0.1)÷2×0.1 m2 0.42



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

BD-40　ブロック土留

10 ｍ当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床掘 （0.57+0.4）×0.55×10 ｍ3 5.3

埋戻 5.3-2.9 ｍ3 2.4

残土処理 (0.67×0.2+0.57×0.15+0.35×0.2）×10 ｍ3 2.9

基面整正 0.67×10 ㎡ 6.7

再生クラッシャー
ラン基礎

RC-40
't=150 0.67×10 ㎡ 6.70

均しコンクリート
型枠 (0.67×0.05+0.05×10)×2 ㎡ 1.07

均しコンクリート 18-8-25 0.67×0.05×10 m3 0.34

コンクリート型枠 (0.15×0.57+0.15×10)×2 m3 3.17

コンクリート 18-8-25 0.57×0.15×10 m3 0.86

裏込砕石 0.25×0.2×10 m3 0.50

止水コンクリート
型枠 0.2×0.15×2+0.15×10 m3 1.56

止水コンクリート 18-8-25 0.15×0.2×10 m3 0.30

鉄筋D13 ＠400 1.11×25×0.995 ｋｇ 27.61

鉄筋D10 9×10×0.56 ｋｇ 50.40

モルタル
金ゴテ仕上 0.15×10 ㎡ 1.50

水抜き管 10×0.4÷2×0.15 ｍ 0.30

吸出防止材 0.1×0.1×(10×0.4÷2) ㎡ 0.02

型枠ブロック 25×3 個 75.00

目地モルタル,
天端モルタル 1：2

(24×0.6+10×2)×0.025×0.01+(0.11+0.15)×0.5×0.02×
10 ｍ3 0.035

充填コンクリート 18-8-25 0.15×0.6×10×0.586(空隙率） ｍ3 0.53



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

BD-60　ブロック土留

10 ｍ当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床掘 （0.79+0.4）×0.55×10 ｍ3 6.5

埋戻 6.5-3.7 ｍ3 2.8

残土処理 (0.89×0.2+0.79×0.15+0.35×0.2）×10 ｍ3 3.7

基面整正 0.89×10 ㎡ 8.9

再生クラッシャー
ラン基礎

RC-40
't=150 0.89×10 ㎡ 8.90

均しコンクリート
型枠 (0.89×0.05+0.05×10)×2 ㎡ 1.09

均しコンクリート 18-8-25 0.89×0.05×10 m3 0.45

コンクリート型枠 (0.15×0.79+0.15×10)×2 m3 3.24

コンクリート 24-8-25 0.79×0.15×10 m3 1.19

裏込砕石 0.45×0.2×10 m3 0.90

止水コンクリート
型枠 0.2×0.15×2+0.15×10 m3 1.56

止水コンクリート 18-8-25 0.15×0.2×10 m3 0.30

鉄筋D13 ＠400 1.53×25×0.995 ｋｇ 38.06

鉄筋D10 10×10×0.56 ｋｇ 56.00

モルタル
金ゴテ仕上 0.15×10 ㎡ 1.50

水抜き管 0.6×10÷2×0.15 ｍ 0.45

吸出防止材 0.1×0.1×(0.6×10÷2) ㎡ 0.03

型枠ブロック 25×4 個 100.0

目地モルタル,
天端モルタル 1：2

(24×0.8+10×3)×0.025×0.01+(0.11+0.15)×0.5×0.02×
10 ｍ3 0.038

充填コンクリート 24-8-25 0.15×0.8×10×0.586(空隙率） ｍ3 0.70



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

BD-80　ブロック土留

10 ｍ当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床掘 （1.05+0.4）×0.55×10 ｍ3 8.0

埋戻 8.0-4.6 ｍ3 3.4

残土処理 (1.15×0.2+1.05×0.15+0.35×0.2）×10 ｍ3 4.6

基面整正 1.15×10 ㎡ 11.5

再生クラッシャー
ラン基礎

RC-40
't=150 1.15×10 ㎡ 11.50

均しコンクリート
型枠 (1.15×0.05+0.05×10)×2 ㎡ 1.12

均しコンクリート 18-8-25 1.15×0.05×10 m3 0.58

コンクリート型枠 (0.15×1.05+0.15×10)×2 m3 3.32

コンクリート 18-8-25 1.05×0.15×10 m3 1.58

裏込砕石 0.65×0.2×10 m3 1.30

止水コンクリート
型枠 0.2×0.15×2+0.15×10 m3 1.56

止水コンクリート 18-8-25 0.15×0.2×10 m3 0.30

鉄筋D13 ＠400 1.99×25×0.995 ｋｇ 49.50

鉄筋D10 11×10×0.56 ｋｇ 61.60

モルタル
金ゴテ仕上 0.15×10 ㎡ 1.50

水抜き管 0.8×10÷２×0.15 ｍ 0.60

吸出防止材 0.1×0.1×（0.8×10÷２） ㎡ 0.04

型枠ブロック 25×5 個 125.0

目地モルタル,
天端モルタル 1：2

(24×1.0+10×4)×0.025×0.01+(0.11+0.15)×0.5×0.02×
10 ｍ3 0.042

充填コンクリート 18-8-25 0.15×1×10×0.586（空隙率） ｍ3 0.88



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

KBD-40　化粧ブロック土留

10 ｍ当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床掘 （0.57+0.4）×0.55×10 ｍ3 5.3

埋戻 5.3-2.9 ｍ3 2.4

残土処理 (0.67×0.2+0.57×0.15+0.37×0.2）×10 ｍ3 2.9

基面整正 0.67×10 ㎡ 6.7

再生クラッシャー
ラン基礎

RC-40
't=150 0.67×10 ㎡ 6.70

均しコンクリート
型枠 (0.67×0.05+0.05×10)×2 ㎡ 1.07

均しコンクリート 18-8-25 0.67×0.05×10 m3 0.34

コンクリート型枠 (0.15×0.57+0.15×10)×2 m3 3.17

コンクリート 24-8-25 0.57×0.15×10 m3 0.86

裏込砕石 0.25×0.2×10 m3 0.50

止水コンクリート
型枠 0.2×0.15×2+0.15×10 m3 1.56

止水コンクリート 18-8-25 0.15×0.2×10 m3 0.30

鉄筋D13 ＠400 1.09×25×0.995 ｋｇ 27.11

鉄筋D10 9×10×0.56 ｋｇ 50.40

モルタル
金ゴテ仕上 0.15×10 ㎡ 1.50

水抜き管 0.4×10÷2×0.15 ｍ 0.30

吸出防止材 0.1×0.1×(0.4×10÷2) ㎡ 0.02

化粧ブロック 25×3 個 75.0

目地モルタル,
天端モルタル 1：2

(24×0.6+10×2)×0.025×0.01+(0.11+0.15)×0.5×0.02×
10 ｍ3 0.035

充填コンクリート 24-8-25 0.15×0.6×10×0.586(空隙率） ｍ3 0.53



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

KBD-60　化粧ブロック土留

10 ｍ当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床掘 （0.79+0.4）×0.55×10 ｍ3 6.5

埋戻 6.5-3.7 ｍ3 2.8

残土処理 (0.89×0.2+0.79×0.15+0.37×0.２）×10 ｍ3 3.7

基面整正 0.89×10 ㎡ 8.9

再生クラッシャー
ラン基礎

RC-40
't=150 0.89×10 ㎡ 8.90

均しコンクリート
型枠 (0.89×0.05+0.05×10)×2 ㎡ 1.09

均しコンクリート 18-8-25 0.89×0.05×10 m3 0.45

コンクリート型枠 (0.15×0.79+0.15×10)×2 m3 3.24

コンクリート 18-8-25 0.79×0.15×10 m3 1.19

裏込砕石 0.45×0.2×10 m3 0.90

止水コンクリート
型枠 0.2×0.15×2+0.15×10 m3 1.56

止水コンクリート 18-8-25 0.15×0.2×10 m3 0.30

鉄筋D13 ＠400 1.51×25×0.995 ｋｇ 37.56

鉄筋D10 10×10×0.56 ｋｇ 56.00

モルタル
金ゴテ仕上 0.15×10 ㎡ 1.50

水抜き管 0.6×10÷2×0.15 ｍ 0.45

吸出防止材 0.1×0.1×(0.6×10÷2） ㎡ 0.03

化粧ブロック 25×4 個 100.0

目地モルタル,
天端モルタル 1：２

(24×0.8+10×3)×0.025×0.01+(0.11+0.15)×0.5×0.02×
10 ｍ3 0.038

充填コンクリート 18-8-25 0.15×0.8×10×0.586 ｍ3 0.70



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

KBD-80　化粧ブロック土留

10 ｍ当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床掘 （1.05+0.4）×0.55×10 ｍ3 8.0

埋戻 8.0-4.6 ｍ3 3.4

残土処理 (1.15×0.2+1.05×0.15+0.37×0.2）×10 ｍ3 4.6

基面整正 1.15×10 ㎡ 11.5

再生クラッシャー
ラン基礎

RC-40
't=150 1.15×10 ㎡ 11.50

均しコンクリート
型枠 (1.15×0.05+0.05×10)×2 ㎡ 1.12

均しコンクリート 18-8-25 1.15×0.05×10 m3 0.58

コンクリート型枠 (0.15×1.05+0.15×10)×2 m3 3.32

コンクリート 18-8-25 1.05×0.15×10 m3 1.58

裏込砕石 0.65×0.2×10 m3 1.30

止水コンクリート
型枠 0.2×0.15×2+0.15×10 m3 1.56

止水コンクリート 18-8-25 0.15×0.2×10 m3 0.30

鉄筋D13 ＠400 1.97×25×0.995 ｋｇ 49.00

鉄筋D10 11×10×0.56 ｋｇ 61.60

モルタル
金ゴテ仕上 0.15×10 ㎡ 1.50

水抜き管 0.8×10÷2×0.15 ｍ 0.60

吸出防止材 0.1×0.1×(0.8×10÷2) ㎡ 0.04

化粧ブロック 25×5 個 125.0

目地モルタル,
天端モルタル 1：2

(24×1.0+10×4)×0.025×0.01+(0.11+0.15)×0.5×0.02×
10 ｍ3 0.039

充填コンクリート 18-8-25 0.15×1×10×0.586（空隙率） ｍ3 0.88



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（180×180×450、φ50.8）

10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.18+0.4)×(0.18+0.4)×0.58×10 m3 2.0

埋戻  2.0-0.2 m3 1.8

残土処理 (0.28×0.28×0.1+0.18×0.18×0.48)×10 m3 0.2

基面整正 0.28×0.28×10 m2 0.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.28×0.28×10 m2 0.78

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.18×0.18×0.03×10 m3 0.010

コンクリート基礎
ブロック 180×180×450 10 個 10

フェンス

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

充填モルタル 1:3

NF-90～120，
90C～120C 埋込深さ　h=200

((0.105×0.105+0.075×0.075)÷2×0.45-0.0508×
0.0508×3.14÷4×0.2)×5 m3 0.017

KF-90～120 埋込深さ　h=200
((0.105×0.105+0.075×0.075)÷2×0.45-0.0508×
0.0508×3.14÷4×0.2)×5 m3 0.017

RF-90～120 埋込深さ　h=200
((0.105×0.105+0.075×0.075)÷2×0.45-0.0508×
0.0508×3.14÷4×0.2)×5 m3 0.017

NF-150，150C 埋込深さ　h=250
((0.105×0.105+0.075×0.075)÷2×0.45-0.0508×
0.0508×3.14÷4×0.25)×5 m3 0.016

KF-150 埋込深さ　h=250
((0.105×0.105+0.075×0.075)÷2×0.45-0.0508×
0.0508×3.14÷4×0.25)×5 m3 0.016

RF-150 埋込深さ　h=250
((0.105×0.105+0.075×0.075)÷2×0.45-0.0508×
0.0508×3.14÷4×0.25)×5 m3 0.016

KF-180 埋込深さ　h=300
((0.105×0.105+0.075×0.075)÷2×0.45-0.0508×
0.0508×3.14÷4×0.3)×5 m3 0.016

NFK-90～120，
90C～120C 埋込深さ　h=200

((0.105×0.105+0.075×0.075)÷2×0.45-0.0508×
0.0508×3.14÷4×0.2)×5 m3 0.017

KFK-90～120 埋込深さ　h=200
((0.105×0.105+0.075×0.075)÷2×0.45-0.0508×
0.0508×3.14÷4×0.2)×5 m3 0.017

#REF! #REF!
((0.105×0.105+0.075×0.075)÷2×0.45-0.0508×
0.0508×3.14÷4×0.25)×5 #REF! 0.016

#REF! #REF!
((0.105×0.105+0.075×0.075)÷2×0.45-0.0508×
0.0508×3.14÷4×0.25)×5 #REF! 0.016

　　NF-90～150,90C～150C、KF-90～180、RF-90～150
　　NFK-90～150,90C～150C、KFK-90～150

　　NF-90～150,90C～150C、KF-90～180、RF-90～150
　　NFK-90～150,90C～150C、KFK-90～150



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（200×200×450、φ50.8）

10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.2+0.4)×(0.2+0.4)×0.58×10 m3 2.1

埋戻  2.1-0.3 m3 1.8

残土処理 (0.3×0.3×0.1+0.2×0.2×0.48)×10 m3 0.3

基面整正 0.3×0.3×10 m2 0.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.3×0.3×10 m2 0.90

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.2×0.2×0.03×10 m3 0.012

コンクリート基礎
ブロック 200×200×450 10 個 10

フェンス

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

充填モルタル 1:3

NF-180，180C，
180[A]，180C[A] 埋込深さ　h=300

((0.125×0.125+0.095×0.095)÷2×0.45-0.0508×
0.0508×3.14÷4×0.3)×5 m3 0.025

KF-180[A] 埋込深さ　h=300
((0.125×0.125+0.095×0.095)÷2×0.45-0.0508×
0.0508×3.14÷4×0.3)×5 m3 0.025

RF-180 埋込深さ　h=300
((0.125×0.125+0.095×0.095)÷2×0.45-0.0508×
0.0508×3.14÷4×0.3)×5 m3 0.025

NFK-180,180C 埋込深さ　h=300
((0.125×0.125+0.095×0.095)÷2×0.45-0.0508×
0.0508×3.14÷4×0.3)×5 m3 0.025

KFK-180 埋込深さ　h=300
((0.125×0.125+0.095×0.095)÷2×0.45-0.0508×
0.0508×3.14÷4×0.3)×5 m3 0.025

　　NF-180,180C,180[A],180C[A]、KF-180[A]、RF-180
　　NFK-180,180C,KFK-180

　　NF-180,180C,180[A],180C[A]、KF-180[A]、RF-180
　　NFK-180,180C,KFK-180



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（250×250×450、φ50.8）

10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.25+0.4)×(0.25+0.4)×0.58×10 m3 2.5

埋戻  2.5-0.4 m3 2.1

残土処理 (0.35×0.35×0.1+0.25×0.25×0.48)×10 m3 0.4

基面整正 0.35×0.35×10 m2 1.2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.35×0.35×10 m2 1.23

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.25×0.25×0.03×10 m3 0.019

コンクリート基礎
ブロック 250×250×450 10 個 10

フェンス

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

充填モルタル 1:3

NF-200，200C，
200[A]，200C[A] 埋込深さ　h=300

((0.13×0.13+0.1×0.1)÷2×0.45-0.0508×0.0508×
3.14÷4×0.3)×5 m3 0.027

KF-200，
200[A]，180[B] 埋込深さ　h=300

((0.13×0.13+0.1×0.1)÷2×0.45-0.0508×0.0508×
3.14÷4×0.3)×5 m3 0.027

RF-200，
180[A]，200[A] 埋込深さ　h=300

((0.13×0.13+0.1×0.1)÷2×0.45-0.0508×0.0508×
3.14÷4×0.3)×5 m3 0.027NFK-

180[A],180C[A],
200,200C 埋込深さ　h=300

((0.13×0.13+0.1×0.1)÷2×0.45-0.0508×0.0508×
3.14÷4×0.3)×5 m3 0.027KFK-

180[A],180[B],2
00,200[A] 埋込深さ　h=300

((0.13×0.13+0.1×0.1)÷2×0.45-0.0508×0.0508×
3.14÷4×0.3)×5 m3 0.027

　　NF-200,200C,200[A],200C[A]、KF-200,200[A],180[B]、RF-200,180[A],200[A]
　　NFK-180[A],180C[A],200,200C,180[A],180[B],200,200[A]

　　NF-200,200C,200[A],200C[A]、KF-200,200[A],180[B]、RF-200,180[A],200[A]
　　NFK-180[A],180C[A],200,200C,180[A],180[B],200,200[A]



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（250×250×500、φ60.5）

　　KF-200[B],KFK-200[B] 10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.25+0.4)×(0.25+0.4)×0.63×10 m3 2.7

埋戻  2.7-0.5 m3 2.2

残土処理 (0.35×0.35×0.1+0.25×0.25×0.53)×10 m3 0.5

基面整正 0.35×0.35×10 m2 1.2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.35×0.35×10 m2 1.23

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.25×0.25×0.03×10 m3 0.019

コンクリート基礎
ブロック 250×250×500 10 個 10

フェンス

　　KF-200[B],KFK-200[B] 10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

充填モルタル 1:3

KF-200B 埋込深さ　h=300
(0.165×0.165×3.14÷4×0.5-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.3)×5 m3 0.049

KFK-200[B] 埋込深さ　h=300
(0.165×0.165×3.14÷4×0.5-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.3)×5 m3 0.049



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（250×250×500、φ50.8）

　　RF-180[B],NFK-200[A],200C[A] 10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.25+0.4)×(0.25+0.4)×0.63×10 m3 2.7

埋戻  2.7-0.5 m3 2.2

残土処理 (0.35×0.35×0.1+0.25×0.25×0.53)×10 m3 0.5

基面整正 0.35×0.35×10 m2 1.2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.35×0.35×10 m2 1.23

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.25×0.25×0.03×10 m3 0.019

コンクリート基礎
ブロック 250×250×500 10 個 10

フェンス

　　RF-180[B],NFK-200[A],200C[A] 10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

充填モルタル 1:3

RF-180B 埋込深さ　h=300
(0.165×0.165×3.14÷4×0.5-0.0508×0.0508×3.14÷
4×0.3)×5 m3 0.050

NFK-
200[A].200C[A] 埋込深さ　h=300

(0.165×0.165×3.14÷4×0.5-0.0508×0.0508×3.14÷
4×0.3)×5 m3 0.050



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（300×300×500、φ60.5）

10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.3+0.4)×(0.3+0.4)×0.63×10 m3 3.1

埋戻  3.1-0.6 m3 2.5

残土処理 (0.4×0.4×0.1+0.3×0.3×0.53)×10 m3 0.6

基面整正 0.4×0.4×10 m2 1.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.4×0.4×10 m2 1.60

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.3×0.3×0.03×10 m3 0.027

コンクリート基礎
ブロック 300×300×500 10 個 10

フェンス

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

充填モルタル 1:3

NF-250，250C，
250[A]，250C[A] 埋込深さ　h=350

(0.165×0.165×3.14÷4×0.5-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.35)×5 m3 0.048

NF-180[B]，
180C[B] 埋込深さ　h=300

(0.165×0.165×3.14÷4×0.5-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.3)×5 m3 0.049

KF-240，240[A] 埋込深さ　h=300
(0.165×0.165×3.14÷4×0.5-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.3)×5 m3 0.049

RF-240，
240[A]，200[B] 埋込深さ　h=300

(0.165×0.165×3.14÷4×0.5-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.3)×5 m3 0.049

KFK-240 埋込深さ　h=300
(0.165×0.165×3.14÷4×0.5-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.3)×5 m3 0.049

　　NF-250,250C,250[A],250C[A],180[B],180C[B]、KF-240,240[A]
　　RF-240,240[A],200[B],KFK-240

　　NF-250,250C,250[A],250C[A],180[B],180C[B]、KF-240,240[A]
　　RF-240,240[A],200[B],KFK-240



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（300×300×600、φ60.5）

10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.3+0.4)×(0.3+0.4)×0.73×10 m3 3.6

埋戻  3.6-0.7 m3 2.9

残土処理 (0.4×0.4×0.1+0.3×0.3×0.63)×10 m3 0.7

基面整正 0.4×0.4×10 m2 1.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.4×0.4×10 m2 1.60

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.3×0.3×0.03×10 m3 0.027

コンクリート基礎
ブロック 300×300×600 10 個 10

フェンス

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

充填モルタル 1:3

NF-300，300C，
200[B]，200C[B] 埋込深さ　h=350

(0.165×0.165×3.14÷4×0.6-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.35)×5 m3 0.059

KF-300，
300[A]，240[B] 埋込深さ　h=300

(0.165×0.165×3.14÷4×0.6-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.3)×5 m3 0.060

RF-240B 埋込深さ　h=300
(0.165×0.165×3.14÷4×0.6-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.3)×5 m3 0.060NFK-

200[B],200C[B],
250,250C,250[A 埋込深さ　h=350

(0.165×0.165×3.14÷4×0.6-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.35)×5 m3 0.059

KFK-
240[A],240[B] 埋込深さ　h=300

(0.165×0.165×3.14÷4×0.6-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.3)×5 m3 0.060

　　NF-300,300C,200[B],200C[B]、KF-300,300[A],240[B]、RF-240[B]
　　NFK-200[B],200C[B],250,250C,250[A],250C[A],KFK-240[A],240[B]

　　NF-300,300C,200[B],200C[B]、KF-300,300[A],240[B]、RF-240[B]
　　NFK-200[B],200C[B],250,250C,250[A],250C[A],KFK-240[A],240[B]



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（300×300×700、φ60.5）

10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.3+0.4)×(0.3+0.4)×0.83×10 m3 4.1

埋戻  4.1-0.8 m3 3.3

残土処理 (0.4×0.4×0.1+0.3×0.3×0.73)×10 m3 0.8

基面整正 0.4×0.4×10 m2 1.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.4×0.4×10 m2 1.60

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.3×0.3×0.03×10 m3 0.027

コンクリート基礎
ブロック 300×300×700 10 個 10

フェンス

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

充填モルタル 1:3

NF-300[A]，300C[A]，
250[B]，250C[B] 埋込深さ　h=350

(0.165×0.165×3.14÷4×0.7-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.35)×5 m3 0.070

KF-300[B] 埋込深さ　h=350
(0.165×0.165×3.14÷4×0.7-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.35)×5 m3 0.070

RF-300，300[A] 埋込深さ　h=300
(0.165×0.165×3.14÷4×0.7-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.3)×5 m3 0.070

KFK-
300[A],300[B] 埋込深さ　h=350

(0.165×0.165×3.14÷4×0.7-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.35)×5 m3 0.070

　　NF-300[A],300C[A],250[B],250C[B]、KF-300[B]、RF-300,300[A]
　　KFK-300[A],300[B]

　　NF-300[A],300C[A],250[B],250C[B]、KF-300[B]、RF-300,300[A]
　　KFK-300[A],300[B]



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（350×350×600、φ60.5）

10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.35+0.4)×(0.35+0.4)×0.73×10 m3 4.1

埋戻  4.1-1.0 m3 3.1

残土処理 (0.45×0.45×0.1+0.35×0.35×0.63)×10 m3 1.0

基面整正 0.45×0.45×10 m2 2.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.45×0.45×10 m2 2.03

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.35×0.35×0.03×10 m3 0.037

コンクリート基礎
ブロック 350×350×600 10 個 10

フェンス

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

充填モルタル 1:3

NFK-300,300C 埋込深さ　h=350
(0.165×0.165×3.14÷4×0.6-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.35)×5 m3 0.059

KFK-300 埋込深さ　h=300
(0.165×0.165×3.14÷4×0.6-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.3)×5 m3 0.060

　　NFK-300,300C,KFK-300

　　NFK-300,300C,KFK-300



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（400×400×600、φ60.5）

　　NF-300[B],300C[B]、RF-300[B],NFK-250[B],250C[B],300[A],300C[A] 10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.4+0.4)×(0.4+0.4)×0.73×10 m3 4.7

埋戻  4.7-1.3 m3 3.4

残土処理 (0.5×0.5×0.1+0.4×0.4×0.63)×10 m3 1.3

基面整正 0.5×0.5×10 m2 2.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.5×0.5×10 m2 2.50

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.4×0.4×0.03×10 m3 0.048

コンクリート基礎
ブロック 400×400×600 10 個 10

フェンス

　　NF-300[B],300C[B]、RF-300[B],NFK-250[B],250C[B],300[A],300C[A] 10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

充填モルタル 1:3

NF-300[B]，
300C[B] 埋込深さ　h=350

(0.165×0.165×3.14÷4×0.6-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.35)×5 m3 0.059

RF-300B 埋込深さ　h=350
(0.165×0.165×3.14÷4×0.6-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.35)×5 m3 0.059NFK-

250[B],250C[B],
300[A],300C[A] 埋込深さ　h=350

(0.165×0.165×3.14÷4×0.6-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.35)×5 m3 0.059



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（400×400×700、φ60.5）

　　NFK-300[B],300C[B] 10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.4+0.4)×(0.4+0.4)×0.83×10 m3 5.3

埋戻  5.3-1.4 m3 3.9

残土処理 (0.5×0.5×0.1+0.4×0.4×0.73)×10 m3 1.4

基面整正 0.5×0.5×10 m2 2.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.5×0.5×10 m2 2.50

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.4×0.4×0.03×10 m3 0.048

コンクリート基礎
ブロック 400×400×700 10 個 10

フェンス

　　NFK-300[B],300C[B] 10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

充填モルタル 1:3

NFK-
300[B],300C[B] 埋込深さ　h=350

(0.165×0.165×3.14÷4×0.7-0.0605×0.0605×3.14÷
4×0.35)×5 m3 0.070



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（φ600×800、φ60.5）

　　NF-400,400C,400[A],400C[A] 10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.6×0.6×3.14÷4×1.05×10 m3 3.0

埋戻  3.0-2.7 m3 0.3

残土処理
(0.6×0.6×3.14÷4×0.95+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×
10 m3 2.7

基面整正 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=150 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.83

円形型枠 φ600･鋼製 0.8×10 m 8.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.6×0.6×3.14÷4×0.8-0.0605×0.0605×3.14÷4×
0.4)×10 m3 2.25

フェンス

　　NF-400,400C,400[A],400C[A] 10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

モルタル 1:3 (0.2×0.2-0.0605×0.0605)×3.14÷4×0.1×5 m3 0.014



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（φ600×900、φ60.5）

　　KF-400,400[A],KFK-400-a,KFK-400-b 10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.6×0.6×3.14÷4×1.15×10 m3 3.2

埋戻  3.2-3.0 m3 0.1

残土処理
(0.6×0.6×3.14÷4×1.05+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×
10 m3 3.0

基面整正 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=150 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.83

円形型枠 φ600･鋼製 0.9×10 m 9.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.6×0.6×3.14÷4×0.9-0.0605×0.0605×3.14÷4×
0.4)×10 m3 2.53

フェンス

　　KF-400,400[A],KFK-400-a,KFK-400-b 10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

モルタル 1:3 (0.2×0.2-0.0605×0.0605)×3.14÷4×0.1×5 m3 0.014



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（φ600×950、φ60.5）

　　NFK-400-a,400-b,400C-a,400C-b,KFK-400-a[A],400-b[A] 10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.6×0.6×3.14÷4×1.2×10 m3 3.4

埋戻  3.4-3.1 m3 0.3

残土処理 (0.6×0.6×3.14÷4×1.1+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×10 m3 3.1

基面整正 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=150 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.83

円形型枠 φ600･鋼製 0.95×10 m 9.50

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.6×0.6×3.14÷4×0.95-0.0605×0.0605×3.14÷4×
0.5)×10 m3 2.67

フェンス

　　NFK-400-a,400-b,400C-a,400C-b,KFK-400-a[A],400-b[A] 10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

モルタル 1:3 (0.2×0.2-0.0605×0.0605)×3.14÷4×0.1×5 m3 0.014



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（φ600×1000、φ60.5）

　　NF-400[B],400C[B]、KF-400[B] 10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.6×0.6×3.14÷4×1.25×10 m3 3.5

埋戻  3.5-3.3 m3 0.2

残土処理
(0.6×0.6×3.14÷4×1.15+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×
10 m3 3.3

基面整正 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=150 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.83

円形型枠 φ600･鋼製 1.0×10 m 10.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.6×0.6×3.14÷4×1.0-0.0605×0.0605×3.14÷4×
0.45)×10 m3 2.81

フェンス

　　NF-400[B],400C[B]、KF-400[B] 10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

モルタル 1:3 (0.2×0.2-0.0605×0.0605)×3.14÷4×0.1×5 m3 0.014



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（φ600×1100、φ60.5）

　　NFK-400-a[A],400-b[A],400C-a[A],400C-b[A],KFK-400-a[B],400-b[B] 10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.6×0.6×3.14÷4×1.35×10 m3 3.8

埋戻  3.8-3.6 m3 0.2

残土処理
(0.6×0.6×3.14÷4×1.25+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×
10 m3 3.6

基面整正 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=150 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.83

円形型枠 φ600･鋼製 1.1×10 m 11.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.6×0.6×3.14÷4×1.1-0.0605×0.0605×3.14÷4×
0.5)×10 m3 3.09

フェンス

　　NFK-400-a[A],400-b[A],400C-a[A],400C-b[A],KFK-400-a[B],400-b[B] 10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

モルタル 1:3 (0.2×0.2-0.0605×0.0605)×3.14÷4×0.1×5 m3 0.014



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（φ600×1000、φ89.1）

　　RF-400,400[A] 10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.6×0.6×3.14÷4×1.25×10 m3 3.5

埋戻  3.5-3.3 m3 0.2

残土処理
(0.6×0.6×3.14÷4×1.15+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×
10 m3 3.3

基面整正 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=150 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.83

円形型枠 φ600･鋼製 1.0×10 m 10.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.6×0.6×3.14÷4×1.0-0.0891×0.0891×3.14÷4×
0.45)×10 m3 2.80

フェンス

　　RF-400,400[A] 10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2.04 個 4.90

モルタル 1:3 (0.2×0.2-0.0891×0.0891)×3.14÷4×0.1×10÷2.04 m3 0.012



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（φ600×1100、φ89.1）

　　RF-400[B] 10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.6×0.6×3.14÷4×1.35×10 m3 3.8

埋戻  3.8-3.6 m3 0.2

残土処理
(0.6×0.6×3.14÷4×1.25+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×
10 m3 3.6

基面整正 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=150 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.83

円形型枠 φ600･鋼製 1.1×10 m 11.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.6×0.6×3.14÷4×1.1-0.0891×0.0891×3.14÷4×
0.5)×10 m3 3.08

フェンス

　　RF-400[B] 10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2.04 個 4.90

モルタル 1:3 (0.2×0.2-0.0891×0.0891)×3.14÷4×0.1×10÷2.04 m3 0.012



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（φ800×1000、φ89.1）

　　NF-500,500C,500[A],50C[A],500[B],500C[B]、KF-500,500[A],500[B]、RF-500,500[A] 10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.8×0.8×3.14÷4×1.25×10 m3 6.3

埋戻  6.3-5.8 m3 0.5

残土処理
(0.8×0.8×3.14÷4×1.15+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×
10 m3 5.8

基面整正 0.8×0.8×3.14÷4×10 m2 5.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=150 0.8×0.8×3.14÷4×10 m2 5.02

円形型枠 φ800･鋼製 1.0×10 m 10.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.8×0.8×3.14÷4×1.0-0.0891×0.0891×3.14÷4×
0.5)×10 m3 4.99

フェンス

　　NF-500,500C,500[A],50C[A],500[B],500C[B]、KF-500,500[A],500[B]、RF-500,500[A] 10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎
NF-

500,500C,500[A],50
C[A],500[B],500C[B 10÷2 個 5.00

KF-
500,500[A],500[B]、

RF-500,500[A] 10÷2.04 個 4.90

モルタル 1:3
NF-

500,500C,500[A],50
C[A],500[B],500C[B (0.2×0.2-0.0891×0.0891)×3.14÷4×0.1×10÷2 m3 0.013

KF-
500,500[A],500[B]、

RF-500,500[A] (0.2×0.2-0.0891×0.0891)×3.14÷4×0.1×10÷2.04 m3 0.012



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（φ800×1000、φ89.1） (2)

　　NFK-400-a[B],400-b[B],400C-a[B],400C-b[B] 10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.8×0.8×3.14÷4×1.25×10 m3 6.3

埋戻  6.3-5.8 m3 0.5

残土処理
(0.8×0.8×3.14÷4×1.15+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×
10 m3 5.8

基面整正 0.8×0.8×3.14÷4×10 m2 5.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=150 0.8×0.8×3.14÷4×10 m2 5.02

円形型枠 φ800･鋼製 1.0×10 m 10.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.8×0.8×3.14÷4×1.0-0.0891×0.0891×3.14÷4×
0.55)×10 m3 4.99

フェンス

　　NFK-400-a[B],400-b[B],400C-a[B],400C-b[B] 10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

モルタル 1:3 (0.2×0.2-0.0891×0.0891)×3.14÷4×0.1×10÷2 m3 0.013



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（φ800×1000、φ89.1） (3)

　　NFK-500-a,500-b,500C-a,500C-b 10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.8×0.8×3.14÷4×1.25×10 m3 6.3

埋戻  6.3-5.8 m3 0.5

残土処理
(0.8×0.8×3.14÷4×1.15+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×
10 m3 5.8

基面整正 0.8×0.8×3.14÷4×10 m2 5.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=150 0.8×0.8×3.14÷4×10 m2 5.02

円形型枠 φ800･鋼製 1.0×10 m 10.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.8×0.8×3.14÷4×1.0-0.0891×0.0891×3.14÷4×
0.6)×10 m3 4.99

フェンス

　　NFK-500-a,500-b,500C-a,500C-b 10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2 個 5.00

モルタル 1:3 (0.2×0.2-0.0891×0.0891)×3.14÷4×0.1×10÷2 m3 0.013



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（φ800×1000、φ89.1） (4)

　　KFK-500-a,500-b,500-a[A],500-b[A] 10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.8×0.8×3.14÷4×1.25×10 m3 6.3

埋戻  6.3-5.8 m3 0.5

残土処理
(0.8×0.8×3.14÷4×1.15+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×
10 m3 5.8

基面整正 0.8×0.8×3.14÷4×10 m2 5.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=150 0.8×0.8×3.14÷4×10 m2 5.02

円形型枠 φ800･鋼製 1.0×10 m 10.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.8×0.8×3.14÷4×1.0-0.0891×0.0891×3.14÷4×
0.6)×10 m3 4.99

フェンス

　　NFK-500-a,500-b,500C-a,500C-b 10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2.04 個 4.90

モルタル 1:3 (0.2×0.2-0.0891×0.0891)×3.14÷4×0.1×10÷2.04 m3 0.012



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（φ800×1100、φ89.1）

　　RF-500[B] 10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.8×0.8×3.14÷4×1.35×10 m3 6.8

埋戻  6.8-6.3 m3 0.5

残土処理
(0.8×0.8×3.14÷4×1.25+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×
10 m3 6.3

基面整正 0.8×0.8×3.14÷4×10 m2 5.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=150 0.8×0.8×3.14÷4×10 m2 5.02

円形型枠 φ800･鋼製 1.1×10 m 11.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.8×0.8×3.14÷4×1.1-0.0891×0.0891×3.14÷4×
0.5)×10 m3 5.50

フェンス

　　RF-500[B] 10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2.04 個 4.90

モルタル 1:3 (0.2×0.2-0.0891×0.0891)×3.14÷4×0.1×10÷2.04 m3 0.012



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（φ800×1100、φ89.1） (2)

　　KFK-500-a[B],500-b[B] 10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.8×0.8×3.14÷4×1.35×10 m3 6.8

埋戻  6.8-6.3 m3 0.5

残土処理
(0.8×0.8×3.14÷4×1.25+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×
10 m3 6.3

基面整正 0.8×0.8×3.14÷4×10 m2 5.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=150 0.8×0.8×3.14÷4×10 m2 5.02

円形型枠 φ800･鋼製 1.1×10 m 11.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.8×0.8×3.14÷4×1.1-0.0891×0.0891×3.14÷4×
0.6)×10 m3 5.49

フェンス

　　KFK-500-a[B],500-b[B] 10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2.04 個 4.90

モルタル 1:3 (0.2×0.2-0.0891×0.0891)×3.14÷4×0.1×10÷2.04 m3 0.012



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（φ800×1200、φ89.1）

10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.8×0.8×3.14÷4×1.45×10 m3 7.3

埋戻  7.3-6.8 m3 0.5

残土処理
(0.8×0.8×3.14÷4×1.35+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×
10 m3 6.8

基面整正 0.8×0.8×3.14÷4×10 m2 5.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=150 0.8×0.8×3.14÷4×10 m2 5.02

円形型枠 φ800･鋼製 1.2×10 m 12.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.8×0.8×3.14÷4×1.1-0.0891×0.0891×3.14÷4×
0.6)×10 m3 5.49

フェンス

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷2.0 個 5.00

モルタル 1:3 (0.2×0.2-0.0891×0.0891)×3.14÷4×0.1×10÷2.0 m3 0.013

　　NFK-500-a[A],500-b[A],500C-a[A],500C-b[A],
　　　　　 500-a[B],500-b[B],500C-b[B]

　　NFK-500-a[A],500-b[A],500C-a[A],500C-b[A],
　　　　　 500-a[B],500-b[B],500C-b[B]



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

フェンス基礎（φ800×1200、φ89.1） (2)

10 個当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.8×0.8×3.14÷4×1.45×10 m3 7.3

埋戻  7.3-6.8 m3 0.5

残土処理
(0.8×0.8×3.14÷4×1.35+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×
10 m3 6.8

基面整正 0.8×0.8×3.14÷4×10 m2 5.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=150 0.8×0.8×3.14÷4×10 m2 5.02

円形型枠 φ800･鋼製 1.2×10 m 12.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.8×0.8×3.14÷4×1.1-0.0891×0.0891×3.14÷4×
0.6)×10 m3 5.49

フェンス

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ﾌｪﾝｽ 10 m 10.00

ﾌｪﾝｽ基礎 10÷1.8 個 5.56

モルタル 1:3 (0.2×0.2-0.0891×0.0891)×3.14÷4×0.1×10÷1.8 m3 0.014

　　NFK-500C-a[B]

　　NFK-500C-a[B]



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

KTE 階段手摺

10 ヶ所当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.3+0.4)×(0.3+0.4)×0.5×2×10 m3 4.9

埋戻  4.9-1.0 m3 3.9

残土処理 (0.4×0.4×0.1+0.3×0.3×0.4)×2×10 m3 1.0

基面整正 0.4×0.4×2×10 m2 3.2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.4×0.4×2×10 m2 3.20

型枠 0.3×0.4×4×2×10 m2 9.60

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.3×0.3×0.4-0.0605×0.0605×3.14÷4×0.2)×2×
10 m3 0.709

本体 10 基 10.00

充填モルタル 1:3
(0.08×0.08×3.14÷4×0.2-0.0605×0.0605×3.14÷4
×0.2)×10 m3 0.004

（中間主柱１０本当り）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

TE 手摺

10 ヶ所当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

本体 10 基 10.00

床堀 ((0.3+0.4)×(0.3+0.4)×0.5)×10 m3 2.5

埋戻  2.5-0.5 m3 2.0

残土処理 (0.4×0.4×0.1+0.3×0.3×0.4)×10 m3 0.5

基面整正 0.4×0.4×10 m2 1.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.4×0.4×10 m2 1.60

型枠 0.3×0.4×4×10 m2 4.80

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (0.3×0.3×0.4-0.0605×0.0605×3.14÷4×0.2)×10 m3 0.354

（柱１０本当り）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

TF 鉄線柵

18 ｍ当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

杉丸太
末口径φ75

L=2000 18÷1.8+18÷3.6 本 15.0

鉄線 #12 (1.8×4+2.34×2)×10×0.0417×1.035 kg 5.1

雑材料 材料の5% 式 1.0
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MRF 木ﾛｰﾌﾟ柵

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.6+0.4)×(0.1+0.4)×0.5×10÷1.5 m3 1.7

埋戻  1.7-0.1 m3 1.6

残土処理 0.1×0.1×3.14÷4×(0.6+0.5)×10÷1.5 m3 0.1

木ﾛｰﾌﾟ柵　本体 ﾛｰﾌﾟ含む 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

PKT-A1 車止め

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.4+0.4)×(0.4+0.4)×0.55×10 m3 3.5

埋戻  3.5-0.8 m3 2.7

残土処理 (0.5×0.5×0.1+0.4×0.4×3.14÷4×0.45)×10 m3 0.8

基面整正 0.5×0.5×10 m2 2.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.5×0.5×10 m2 2.50

円形型枠 φ400　紙製 0.45×10 m 4.50

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.4×0.4×3.14÷4-0.1143×0.1143×3.14÷4)×0.45
×10 m3 0.52

車止め 固定式　H=800 10 基 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

PKT-A2-1 車止め

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.4+0.4)×(0.4+0.4)×0.55×10 m3 3.5

埋戻  3.5-0.8 m3 2.7

残土処理 (0.5×0.5×0.1+0.4×0.4×3.14÷4×0.45)×10 m3 0.8

基面整正 0.5×0.5×10 m2 2.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.5×0.5×10 m2 2.50

円形型枠 φ400　紙製 0.45×10 m 4.50

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.4×0.4×3.14÷4-0.1398×0.1398×3.14÷4)×0.45
×10 m3 0.50

根巻モルタル 1：3 （0.075×0.075×3.14-0.057×0.057×3.14）×0.04×10 m3 0.003

車止め 引抜式　H=800 10 基 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

PKT-A2-2 車止め

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.4+0.4)×(0.4+0.4)×0.55×10 m3 3.5

埋戻  3.5-0.8 m3 2.7

残土処理 (0.5×0.5×0.1+0.4×0.4×3.14÷4×0.45)×10 m3 0.8

基面整正 0.5×0.5×10 m2 2.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.5×0.5×10 m2 2.50

円形型枠 φ400　紙製 0.45×10 m 4.50

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.4×0.4×3.14÷4-0.1398×0.1398×3.14÷4)×0.49
×10 m3 0.54

車止め 引抜式　H=800 10 基 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

PKT-B1 車止め

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.3+0.4)×(0.3+0.4)×0.5×2×10 m3 4.9

埋戻  4.9-0.9 m3 4.0

残土処理 (0.4×0.4×0.1+0.3×0.3×3.14÷4×0.4)×2×10 m3 0.9

基面整正 0.4×0.4×2×10 m2 3.2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.4×0.4×2×10 m2 3.20

円形型枠 φ300　紙製 0.4×2×10 m 8.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.3×0.3×3.14÷4×0.4-0.0427×0.0427×3.14÷4×
0.3)×2×10 m3 0.56

車止め 固定式　H=700 10 基 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

PKT-B2 車止め (2)

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.3+0.4)×(0.3+0.4)×0.5×2×10 m3 4.9

埋戻  4.9-0.9 m3 4.0

残土処理 (0.4×0.4×0.1+0.3×0.3×3.14÷4×0.4)×2×10 m3 0.9

基面整正 0.4×0.4×2×10 m2 3.2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.4×0.4×2×10 m2 3.20

円形型枠 φ300　紙製 0.4×2×10 m 8.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.3×0.3×3.14÷4×0.4-0.0605×0.0605×3.14÷4×
0.4)×2×10 m3 0.54

根巻モルタル 1：3
（0.075×0.075×3.14-0.057×0.057×3.14）×0.04×2
×10 m3 0.006

車止め 引抜式　H=700 10 基 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

GKT-A 車止め

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.2+0.4)×(0.3+0.4)×0.33×10 m3 1.4

埋戻  1.4-0.3 m3 1.1

残土処理 (0.3×0.4×0.1+0.2×0.3×0.23)×10 m3 0.3

基面整正 0.3×0.4×10 m2 1.2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.3×0.4×10 m2 1.20

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.2×0.3×0.03×10 m3 0.018

擬石車止め 本体（固定式） 基 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

GKT-C1 車止め

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.4+0.4)×(0.4+0.4)×0.3×10 m3 1.9

埋戻  1.9-0.4 m3 1.5

残土処理
(0.5×0.5×0.1+0.2×0.2×3.14×0.13+0.125×0.125×
3.14×0.07)×10 m3 0.4

基面整正 0.5×0.5×10 m2 2.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.5×0.5×10 m2 2.50

円形型枠　φ
400 紙製 0.13×10 m2 1.30

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (0.2×0.2×3.14×0.13-0.125×0.125×3.14×0.08)×10 m3 0.12

擬石ブロック
φ250×600　65kg/

基 10 個 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

LS-25 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＬ型側溝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.45+0.4)×0.215×10 m3 1.8

埋戻  1.8-1.0 m3 0.8

残土処理 (0.48×0.1+0.45×0.115)×10 m3 1.0

基面整正 0.48×10 m2 4.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.48×10 m2 4.80

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.45×0.03×10 m3 0.135

鉄筋コンクリート
Ｌ型ブロック 本体　JISA5306 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SS-30 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ皿型側溝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.4+0.4)×0.24×10 m3 1.9

埋戻  1.9-1.0 m3 0.9

残土処理 0.4×0.24×10 m3 1.0

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

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.4×0.03×10 m3 0.120

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ皿
型ﾌﾞﾛｯｸ 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SM-30A 皿型側溝桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.55+0.4)×(0.75+0.4)×0.65×10 m3 7.1

埋戻  7.1-2.5 m3 4.6

残土処理
(0.65×0.85×0.1+(0.55×0.75×0.39+0.4×0.6×0.16))
×10 m3 2.5

基面整正 0.65×0.85×10 m2 5.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.65×0.85×10 m2 5.53

型枠
((0.55+0.75)×0.39+(0.25+0.45)×0.29-(0.0825×0.0825
×3.14))×2×10 m2 13.77

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.55×0.75×0.39-(0.25×0.45×0.29+0.0825×0.0825
×3.14×0.15))×10 m3 1.25

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） (0.4×0.6-0.25×0.45)×0.01×10 m3 0.013

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ縁
塊 蓋共 10 基 10.00

（ａ：小叩き、ｂ：洗い出し）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SM-30B 皿型側溝桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.55+0.4)×(0.75+0.4)×0.75×10 m3 8.2

埋戻  8.2-3.0 m3 5.2

残土処理
(0.65×0.85×0.1+(0.55×0.75×0.49+0.4×0.6×0.16))
×10 m3 3.0

基面整正 0.65×0.85×10 m2 5.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.65×0.85×10 m2 5.53

型枠
((0.55+0.75)×0.49+(0.25+0.45)×0.39-(0.0825×0.0825
×3.14))×2×10 m2 17.77

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.55×0.75×0.49-(0.25×0.45×0.39+0.0825×0.0825
×3.14×0.15))×10 m3 1.55

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） (0.4×0.6-0.25×0.45)×0.01×10 m3 0.013

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ縁
塊 蓋共 10 基 10.00

（ａ：小叩き、ｂ：洗い出し）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SM-30C 皿型側溝桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.55+1.0)×(0.75+1.0)×0.85×10 m3 23.1

埋戻  23.1-3.4 m3 19.7

残土処理
(0.65×0.85×0.1+(0.55×0.75×0.59+0.4×0.6×0.16))
×10 m3 3.4

基面整正 0.65×0.85×10 m2 5.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.65×0.85×10 m2 5.53

型枠
((0.55+0.75)×0.59+(0.25+0.45)×0.49-(0.0825×0.0825
×3.14))×2×10 m2 21.77

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.55×0.75×0.59-(0.25×0.45×0.49+0.0825×0.0825
×3.14×0.15))×10 m3 1.85

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） (0.4×0.6-0.25×0.45)×0.01×10 m3 0.013

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ縁
塊 蓋共 10 基 10.00

（ａ：小叩き、ｂ：洗い出し）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UA-18 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.25+0.4)×0.35×10 m3 2.3

埋戻  2.3-1.0 m3 1.3

残土処理
(0.38×0.1+0.18×0.03+0.25×0.22-0.04×0.04×0.5×
2)×10 m3 1.0

基面整正 0.38×10 m2 3.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) 0.38×0.1×10 m3 0.38

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ JISA 5305  U-180 10 m 10.00

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UA-24 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.33+0.4)×0.42×10 m3 3.1

埋戻  3.1-1.4 m3 1.7

残土処理
(0.44×0.1+0.24×0.03+0.33×0.29-0.05×0.05×0.5×
2)×10 m3 1.4

基面整正 0.44×10 m2 4.4

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) 0.44×0.1×10 m3 0.44

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ JISA 5305  U-240 10 m 10.00

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UA-30 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.4+0.4)×0.49×10 m3 3.9

埋戻  3.9-2.0 m3 1.9

残土処理
(0.50×0.1+0.30×0.03+0.4×0.36-0.06×0.06×0.5×2)
×10 m3 2.0

基面整正 0.50×10 m2 5.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.50×0.1×10 m3 0.50

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ JISA 5305  U-300B 10 m 10.00

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UA-36 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.46+0.4)×0.555×10 m3 4.8

埋戻  4.8-2.6 m3 2.2

残土処理
(0.56×0.1+0.36×0.03+0.46×0.425-0.065×0.065×0.5
×2)×10 m3 2.6

基面整正 0.56×10 m2 5.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.56×0.1×10 m3 0.56

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ

JISA 5305  U-360B
l =600 10 m 10.00

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UB-18 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.25+0.40)×0.44×10 m3 2.9

埋戻  2.9-1.3 m3 1.6

残土処理
(0.38×0.2+0.18×0.02+0.25×0.22-0.04×0.04×0.5×
2)×10 m3 1.3

基面整正 0.38×10 m2 3.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.38×0.1×10 m3 0.38

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.38×0.1×10 m3 0.38

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ JISA 5305  U-180 10 m 10.00

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UB-24 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.33+0.40)×0.51×10 m3 3.7

埋戻  3.7-1.9 m3 1.8

残土処理
(0.44×0.2+0.24×0.02+0.33×0.29-0.05×0.05×0.5×
2)×10 m3 1.9

基面整正 0.44×10 m2 4.4

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.44×0.1×10 m3 0.44

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.44×0.1×10 m3 0.44

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ JISA 5305  U-240 10 m 10.00

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UB-30 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.40+0.40)×0.58×10 m3 4.6

埋戻  4.6-2.5 m3 2.1

残土処理
(0.50×0.2+0.30×0.02+0.4×0.36-0.06×0.06×0.5×2)
×10 m3 2.5

基面整正 0.50×10 m2 5.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.50×0.1×10 m3 0.50

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.50×0.1×10 m3 0.50

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ JISA 5305  U-300B 10 m 10.00

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UB-36 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.46+0.40)×0.645×10 m3 5.5

埋戻  5.5-3.1 m3 2.4

残土処理
(0.56×0.2+0.36×0.02+0.46×0.425-0.065×0.065×0.5
×2)×10 m3 3.1

基面整正 0.56×10 m2 5.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.56×0.1×10 m3 0.56

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.56×0.1×10 m3 0.56

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ

JISA 5305  U-360B
l =600 10 m 10.00

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UA-18-T ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（片面透水型）

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.25+0.4)×0.35×10 m3 2.3

埋戻  2.3-1.1 m3 1.2

残土処理
(0.38×0.1+0.18×0.03+0.25×0.22-0.04×0.04×0.5×
2+0.1×0.1)×10 m3 1.1

基面整正 0.38×10 m2 3.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) 0.38×0.1×10 m3 0.38

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ 片面透水型 10 m 10.00

洗い砂 0.1×0.1×10÷0.9 m3 0.11

人力土工 0.1×0.1×10 m3 0.10

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UA-24-T ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（片面透水型）

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.33+0.4)×0.42×10 m3 3.1

埋戻  3.1-1.6 m3 1.5

残土処理
(0.44×0.1+0.24×0.03+0.33×0.29-0.05×0.05×0.5×
2+(0.1+0.104)÷2×0.16)×10 m3 1.6

基面整正 0.44×10 m2 4.4

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) 0.44×0.1×10 m3 0.44

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ 片面透水型 10 m 10.00

洗い砂 (0.1+0.104)÷2×0.16×10÷0.9 m3 0.18

人力土工 (0.1+0.104)÷2×0.16×10 m3 0.16

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UA-30-T ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（片面透水型）

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.4+0.4)×0.49×10 m3 3.9

埋戻  3.9-2.2 m3 1.7

残土処理
(0.50×0.1+0.30×0.03+0.4×0.36-0.06×0.06×0.5×
2+(0.1+0.108)÷2×0.21)×10 m3 2.2

基面整正 0.50×10 m2 5.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.50×0.1×10 m3 0.50

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ 片面透水型 10 m 10.00

洗い砂 (0.1+0.108)÷2×0.21×10÷0.9 m3 0.24

人力土工 (0.1+0.108)÷2×0.21×10 m3 0.22

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UA-36-T ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（片面透水型）

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.46+0.4)×0.555×10 m3 4.8

埋戻  4.8-2.9 m3 1.9

残土処理
(0.56×0.1+0.36×0.03+0.46×0.425-0.065×0.065×0.5
×2+(0.1+0.108)÷2×0.27)×10 m3 2.9

基面整正 0.56×10 m2 5.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.56×0.1×10 m3 0.56

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ 片面透水型 10 m 10.00

洗い砂 (0.1+0.108)÷2×0.27×10÷0.9 m3 0.31

人力土工 (0.1+0.108)÷2×0.27×10 m3 0.28

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UB-18-T ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（片面透水型）

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.25+0.40)×0.44×10 m3 2.9

埋戻  2.9-1.4 m3 1.5

残土処理
(0.38×0.2+0.18×0.02+0.25×0.22-0.04×0.04×0.5×
2+0.1×0.1)×10 m3 1.4

基面整正 0.38×10 m2 3.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.38×0.1×10 m3 0.38

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.38×0.1×10 m3 0.38

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ 片面透水型 10 m 10.00

洗い砂 0.1×0.1×10÷0.9 m3 0.11

人力土工 0.1×0.1×10 m3 0.10

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UB-24-T ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（片面透水型）

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.33+0.40)×0.51×10 m3 3.7

埋戻  3.7-2.0 m3 1.7

残土処理
(0.44×0.2+0.24×0.02+0.33×0.29-0.05×0.05×0.5×
2+(0.1+0.104)÷2×0.16)×10 m3 2.0

基面整正 0.44×10 m2 4.4

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.44×0.1×10 m3 0.44

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.44×0.1×10 m3 0.44

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ 片面透水型 10 m 10.00

洗い砂 (0.1+0.104)÷2×0.16×10÷0.9 m3 0.18

人力土工 (0.1+0.104)÷2×0.16×10 m3 0.16

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UB-30-T ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（片面透水型）

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.40+0.40)×0.58×10 m3 4.6

埋戻  4.6-2.7 m3 1.9

残土処理
(0.50×0.2+0.30×0.02+0.4×0.36-0.06×0.06×0.5×
2+(0.1+0.108)÷2×0.21)×10 m3 2.7

基面整正 0.50×10 m2 5.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.50×0.1×10 m3 0.50

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.50×0.1×10 m3 0.50

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ 片面透水型 10 m 10.00

洗い砂 (0.1+0.108)÷2×0.21×10÷0.9 m3 0.24

人力土工 (0.1+0.108)÷2×0.21×10 m3 0.22

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UB-36-T ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（片面透水型）

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.46+0.40)×0.645×10 m3 5.5

埋戻  5.5-3.4 m3 2.1

残土処理
(0.56×0.2+0.36×0.02+0.46×0.425-0.065×0.065×0.5
×2+(0.1+0.108)÷2×0.27)×10 m3 3.4

基面整正 0.56×10 m2 5.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.56×0.1×10 m3 0.56

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.56×0.1×10 m3 0.56

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ 片面透水型 10 m 10.00

洗い砂 (0.1+0.108)÷2×0.27×10÷0.9 m3 0.31

人力土工 (0.1+0.108)÷2×0.27×10 m3 0.28

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UA-18-T2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（両面透水型）

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.25+0.4)×0.35×10 m3 2.3

埋戻  2.3-1.2 m3 1.1

残土処理
(0.38×0.1+0.18×0.03+0.25×0.22-0.04×0.04×0.5×
2+0.1×0.1×2)×10 m3 1.2

基面整正 0.38×10 m2 3.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) 0.38×0.1×10 m3 0.38

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ 両面透水型 10 m 10.00

洗い砂 0.1×0.1×10×2÷0.9 m3 0.22

人力土工 0.1×0.1×10×2 m3 0.20

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UA-24-T2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（両面透水型）

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.33+0.4)×0.42×10 m3 3.1

埋戻  3.1-1.8 m3 1.3

残土処理
(0.44×0.1+0.24×0.03+0.33×0.29-0.05×0.05×0.5×
2+(0.1+0.104)÷2×0.16×2)×10 m3 1.8

基面整正 0.44×10 m2 4.4

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) 0.44×0.1×10 m3 0.44

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ 両面透水型 10 m 10.00

洗い砂 (0.1+0.104)÷2×0.16×10×2÷0.9 m3 0.36

人力土工 (0.1+0.104)÷2×0.16×10×2 m3 0.33

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UA-30-T2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（両面透水型）

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.4+0.4)×0.49×10 m3 3.9

埋戻  3.9-2.4 m3 1.5

残土処理
(0.50×0.1+0.30×0.03+0.4×0.36-0.06×0.06×0.5×
2+(0.1+0.108)÷2×0.21×2)×10 m3 2.4

基面整正 0.50×10 m2 5.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.50×0.1×10 m3 0.50

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ 両面透水型 10 m 10.00

洗い砂 (0.1+0.108)÷2×0.21×10×2÷0.9 m3 0.49

人力土工 (0.1+0.108)÷2×0.21×10×2 m3 0.44

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UA-36-T2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（両面透水型）

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.46+0.4)×0.555×10 m3 4.8

埋戻  4.8-3.1 m3 1.7

残土処理
(0.56×0.1+0.36×0.03+0.46×0.425-0.065×0.065×0.5
×2+(0.1+0.108)÷2×0.27×2)×10 m3 3.1

基面整正 0.56×10 m2 5.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.56×0.1×10 m3 0.56

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ 両面透水型 10 m 10.00

洗い砂 (0.1+0.108)÷2×0.27×10×2÷0.9 m3 0.62

人力土工 (0.1+0.108)÷2×0.27×10×2 m3 0.56

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UB-18-T2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（両面透水型）

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.25+0.40)×0.44×10 m3 2.9

埋戻  2.9-1.5 m3 1.4

残土処理
(0.38×0.2+0.18×0.02+0.25×0.22-0.04×0.04×0.5×
2+0.1×0.1×2)×10 m3 1.5

基面整正 0.38×10 m2 3.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.38×0.1×10 m3 0.38

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.38×0.1×10 m3 0.38

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ 両面透水型 10 m 10.00

洗い砂 0.1×0.1×10×2÷0.9 m3 0.22

人力土工 0.1×0.1×10×2 m3 0.20

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UB-24-T2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（両面透水型）

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.33+0.40)×0.51×10 m3 3.7

埋戻  3.7-2.2 m3 1.5

残土処理
(0.44×0.2+0.24×0.02+0.33×0.29-0.05×0.05×0.5×
2+(0.1+0.104)÷2×0.16×2)×10 m3 2.2

基面整正 0.44×10 m2 4.4

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.44×0.1×10 m3 0.44

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.44×0.1×10 m3 0.44

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ 両面透水型 10 m 10.00

洗い砂 (0.1+0.104)÷2×0.16×10×2÷0.9 m3 0.36

人力土工 (0.1+0.104)÷2×0.16×10×2 m3 0.33

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UB-30-T2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（両面透水型）

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.40+0.40)×0.58×10 m3 4.6

埋戻  4.6-2.9 m3 1.7

残土処理
(0.50×0.2+0.30×0.02+0.4×0.36-0.06×0.06×0.5×
2+(0.1+0.108)÷2×0.2×2)×10 m3 2.9

基面整正 0.50×10 m2 5.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.50×0.1×10 m3 0.50

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.50×0.1×10 m3 0.50

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ 両面透水型 10 m 10.00

洗い砂 (0.1+0.108)÷2×0.21×10×2÷0.9 m3 0.49

人力土工 (0.1+0.108)÷2×0.21×10×2 m3 0.44

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UB-36-T2 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（両面透水型）

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.46+0.40)×0.645×10 m3 5.5

埋戻  5.5-3.7 m3 1.8

残土処理
(0.56×0.2+0.36×0.02+0.46×0.425-0.065×0.065×0.5
×2+(0.1+0.108)÷2×0.27×2)×10 m3 3.7

基面整正 0.56×10 m2 5.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.56×0.1×10 m3 0.56

型枠 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.56×0.1×10 m3 0.56

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型
ﾌﾞﾛｯｸ 両面透水型 10 m 10.00

洗い砂 (0.1+0.108)÷2×0.27×10×2÷0.9 m3 0.62

人力土工 (0.1+0.108)÷2×0.27×10×2 m3 0.56

（※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行
う）



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

FC-18～36 U型側溝蓋

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

FC-18

コンクリートU型蓋
U-180用　JISA5334

１種 10÷0.6 枚 16.67

FC-24

コンクリートU型蓋
U-240用　JISA5334

１種 10÷0.6 枚 16.67

FC-30

コンクリートU型蓋
U-300用　JISA5334

１種 10÷0.6 枚 16.67

FC-36

コンクリートU型蓋
U-360用　JISA5334

１種 10÷0.6 枚 16.67



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

FG-18～36 U型側溝蓋

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

FG-18

グレーチングU型蓋
(網目)　U-180用
JISA5334　l =997 10÷1.0 枚 10

FG-24

グレーチングU型蓋
(網目)　U-240用
JISA5334　l =997 10÷1.0 枚 10

FG-30

グレーチングU型蓋
(網目)　U-300用
JISA5334　l =997 10÷1.0 枚 10

FG-36

グレーチングU型蓋
(網目)　U-360用
JISA5334　l =997 10÷1.0 枚 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

FG-18(W)～36(W) U型側溝蓋

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

FG-18(W)

グレーチングU型蓋
(普通)　U-180用
JISA5334　l =995 10÷1.0 枚 10

FG-24(W)

グレーチングU型蓋
(普通)　U-240用
JISA5334　l =995 10÷1.0 枚 10

FG-30(W)

グレーチングU型蓋
(普通)　U-300用
JISA5334　l =995 10÷1.0 枚 10

FG-36(W)

グレーチングU型蓋
(普通)　U-360用
JISA5334　l =995 10÷1.0 枚 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UM-18 U型側溝桝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.25+0.4)×(0.6+0.4)×0.53×10 m3 3.4

埋戻  3.4-0.9 m3 2.5

残土処理
(0.35×0.7×0.1+0.25×0.60×0.03+(0.25+0.27)÷2×
0.4×0.6)×10 m3 0.9

基面整正 0.35×0.7×10 m2 2.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.35×0.7×10 m2 2.45

モルタル 1:3 0.25×0.6×0.03×10 m3 0.045

U型側溝桝 本体 基 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UM-24 U型側溝桝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.31+0.4)×(0.7+0.4)×0.66×10 m3 5.2

埋戻  5.2-1.6 m3 3.6

残土処理
(0.41×0.8×0.1+0.31×0.70×0.03+(0.31+0.35)÷2×
0.53×0.7)×10 m3 1.6

基面整正 0.41×0.8×10 m2 3.3

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.41×0.8×10 m2 3.28

モルタル 1:3 0.31×0.70×0.03×10 m3 0.065

U型側溝桝 本体 基 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

 UM-30 U型側溝桝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.34+0.4)×(0.9+0.4)×0.79×10 m3 7.6

埋戻  7.6-2.8 m3 4.8

残土処理
(0.44×1.0×0.1+0.34×0.90×0.03+(0.34+0.42)÷2×
0.66×0.9)×10 m3 2.8

基面整正 0.44×1.0×10 m2 4.4

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.44×1.0×10 m2 4.40

モルタル 1:3 0.34×0.9×0.03×10 m3 0.092

U型側溝桝 本体 基 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

UO-25 落蓋式U型側溝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.25+0.06+0.06+0.4)×0.64×10 m3 4.9

埋戻  4.9-2.7 m3 2.2

残土処理
(0.49×0.2+0.29×0.03+(0.29+0.35)÷2×0.04+0.35×
0.136+(0.35+0.47)÷2×0.104+0.47×0.13)×10 m3 2.7

基面整正 0.49×10 m2 4.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.49×0.1×10 m3 0.49

型枠 均し 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.49×0.1×10 m3 0.49

落蓋式鉄筋ｺﾝｸ
ﾘｰﾄU型ﾌﾞﾛｯｸ 250  l =2000 10 m 10.00

モルタル 1:3 0.29×0.03×10 m3 0.087

※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行う



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

UO-30 落蓋式U型側溝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.42+0.4)×0.71×10 m3 5.8

埋戻  5.8-3.4 m3 2.4

残土処理
(0.54×0.2+0.34×0.03+(0.34+0.42)÷2×0.04+0.42×
0.196+(0.42+0.54)÷2×0.104+0.54×0.14)×10 m3 3.4

基面整正 0.54×10 m2 5.4

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.54×0.1×10 m3 0.54

型枠 均し 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.54×0.1×10 m3 0.54

落蓋式鉄筋ｺﾝｸ
ﾘｰﾄU型ﾌﾞﾛｯｸ 300  l =2000 10 m 10.00

モルタル 1:3 0.34×0.03×10 m3 0.102

※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行う



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

UO-40 落蓋式U型側溝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.52+0.4)×0.82×10 m3 7.5

埋戻  7.5-4.7 m3 2.8

残土処理
(0.64×0.2+0.44×0.03+(0.44+0.52)÷2×0.04+0.52×
0.295+(0.52+0.64)÷2×0.105+0.64×0.15)×10 m3 4.7

基面整正 0.64×10 m2 6.4

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.64×0.1×10 m3 0.64

型枠 均し 0.1×2×10 m2 2.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 0.64×0.1×10 m3 0.64

落蓋式鉄筋ｺﾝｸ
ﾘｰﾄU型ﾌﾞﾛｯｸ 400  l =2000 10 m 10.00

モルタル 1:3 0.44×0.03×10 m3 0.132

※基礎ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの補正（1.2）は積算システム内で行う



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

FO-25～40 落蓋式U型側溝蓋

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

FO-25 ｺﾝｸﾘｰﾄ
蓋 U-250用　l =500 10÷0.5 枚 20

FO-30 ｺﾝｸﾘｰﾄ
蓋 U-300用　l =500 10÷0.5 枚 20

FO-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ
蓋 U-400用　l =500 10÷0.5 枚 20



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

GO-25A～40A,25B～40B 落蓋式U型側溝蓋

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

GO-25A

グレーチング蓋
U-250用　l =995

T-14 10÷1.0 枚 10

GO-30A

グレーチング蓋
U-300用　l =995

T-14 10÷1.0 枚 10

GO-40A

グレーチング蓋
U-400用　l =995

T-14 10÷1.0 枚 10

GO-25B

グレーチング蓋
U-250用　l =995

T-20 10÷1.0 枚 10

GO-30B

グレーチング蓋
U-300用　l =995

T-20 10÷1.0 枚 10

GO-40B

グレーチング蓋
U-400用　l =995

T-20 10÷1.0 枚 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

GU-25A,25B 横断側溝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.55+0.4)×0.5×10 m3 4.8

埋戻  4.8-2.9 m3 1.9

残土処理 (0.65×0.1+0.55×0.4)×10 m3 2.9

基面整正 0.65×10 m2 6.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.65×10 m2 6.50

型枠 (0.4+0.262)×2×10 m2 13.24

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (0.55×0.4-(0.25×0.262+0.37×0.038))×10 m3 1.40

ﾋｭｰﾑ管
φ150*t26*2000

B形1種 本

GU-25A

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝蓋
（細目） 溝幅250用、T6 10 枚 10.00

GU-25B

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝蓋
（細目） 溝幅250用、T14 10 枚 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

GU-30A,30B 横断側溝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.6+0.4)×0.55×10 m3 5.5

埋戻  5.5-3.4 m3 2.1

残土処理 (0.7×0.1+0.6×0.45)×10 m3 3.4

基面整正 0.7×10 m2 7.0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.7×10 m2 7.00

GU-30A

型枠 (0.45+0.312)×2×10 m2 15.24

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (0.6×0.45-(0.3×0.312+0.42×0.038))×10 m3 1.60

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝蓋
（細目） 溝幅300用、T6 枚 10.0

GU-30B

型枠 (0.45+0.306)×2×10 m2 15.12

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (0.6×0.45-(0.3×0.306+0.42×0.044))×10 m3 1.60

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝蓋
（細目） 溝幅300用、T14 10 枚 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

GU-35A,35B 横断側溝

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.65+0.4)×0.6×10 m3 6.3

埋戻  6.3-4.0 m3 2.3

残土処理 (0.75×0.1+0.65×0.5)×10 m3 4.0

基面整正 0.75×10 m2 7.5

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.75×10 m2 7.50

型枠 (0.5+0.356)×2×10 m2 17.12

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (0.65×0.5-(0.35×0.356+0.47×0.044))×10 m3 1.80

GU-35A

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝蓋
（細目） 溝幅350用、T6 10 枚 10.00

GU-35B

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝蓋
（細目） 溝幅350用、T14 10 枚 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

GUM-30A,30B 横断側溝桝

10 ヶ所当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (1.50×1.60×0.3+1.0×1.6×0.55)×10 m3 16.0

埋戻  16.0-2.7 m3 13.3

残土処理 (0.6×0.7×0.1+0.5×0.6×0.75)×10 m3 2.7

基面整正 0.6×0.7×10 m2 4.2

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.6×0.7×10 m2 4.20

型枠
((0.5+0.6)×2×0.75+0.3×0.612×4-(0.3×0.35+0.3×
0.312)+0.312×0.10×2)×10 m2 22.48

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.5×0.6×0.75-(0.3×0.3×0.612+0.3×0.312×
0.1+0.42×0.46×0.038))×10 m3 1.53

GUM-30A

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋
（細目） 桝幅300用、T6 10 組 10.00

GUM-30B

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋
（細目） 桝幅300用、T14 10 組 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

GUM-40A,40B 横断側溝桝

10 ヶ所当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (1.55×1.65×0.3+1.05×1.65×0.6)×10 m3 18.1

埋戻  18.0-3.3 m3 14.7

残土処理 (0.65×0.75×0.1+0.55×0.65×0.8)×10 m3 3.3

基面整正 0.65×0.75×10 m2 4.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.65×0.75×10 m2 4.88

型枠
((0.55+0.65)×2×0.8+0.35×0.656×4-(0.35×0.4+0.35
×0.356)+0.356×0.10×2)×10 m2 26.45

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.55×0.65×0.8-(0.35×0.35×0.656+0.35×0.356×
0.1+0.52×0.56×0.044))×10 m3 1.80

GUM-40A

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋
（細目） 桝幅400用、T6 10 組 10.00

GUM-40B

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋
（細目） 桝幅400用、T14 10 組 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

TP-5 透水管

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 各設計時に数量を算出する。 m3

埋戻  　　　　　　　〃 m3

残土処理 　　　　　　　〃 m3

洗い砂 (0.25×0.25-0.025×0.025×3.14)×10÷0.9 m3 0.67

化学繊維系透水
管 内径50 m 10.00

人力土工 (0.25×0.25-0.025×0.025×3.14)×10 m3 0.61



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

TP-10 透水管 

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 各設計時に数量を算出する。 m3

埋戻  　　　　　　　〃 m3

残土処理 　　　　　　　〃 m3

洗い砂 (0.3×0.3-0.05×0.05×3.14)×10÷0.9 m3 0.91

化学繊維系透水
管 内径100 m 10.00

人力土工 (0.3×0.3-0.05×0.05×3.14)×10 m3 0.82



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

TP-15 透水管 

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 各設計時に数量を算出する。 m3

埋戻  　　　　　　　〃 m3

残土処理 　　　　　　　〃 m3

洗い砂 (0.35×0.35-0.075×0.075×3.14)×10÷0.9 m3 1.16

化学繊維系透水
管 内径150 m 10.00

人力土工 (0.35×0.35-0.075×0.075×3.14)×10 m3 1.05



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

TP-20 透水管 

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 各設計時に数量を算出する。 m3

埋戻  　　　　　　　〃 m3

残土処理 　　　　　　　〃 m3

洗い砂 (0.4×0.4-0.1×0.1×3.14)×10÷0.9 m3 1.43

化学繊維系透水
管 内径200 m 10.00

人力土工 (0.4×0.4-0.1×0.1×3.14)×10 m3 1.29



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

VU-10 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 各設計時に数量を算出する。 m3

埋戻  　　　　　　　〃 m3

残土処理 　　　　　　　〃 m3

再生砂 (A類) (0.3×0.3-0.057×0.057×3.14)×10÷0.9 m3 0.89

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ
管 VU-100 10×1.01 m 10.10

接着剤 0.4÷100×10 kg 0.04

人力土工 (0.3×0.3-0.057×0.057×3.14)×10 m3 0.80



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

VU-15 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 各設計時に数量を算出する。 m3

埋戻  　　　　　　　〃 m3

残土処理 　　　　　　　〃 m3

再生砂 (A類) (0.35×0.35-0.0825×0.0825×3.14)×10÷0.9 m3 1.12

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ
管 VU-150 10×1.01 m 10.10

接着剤 0.8÷100×10 kg 0.08

人力土工 (0.35×0.35-0.0825×0.0825×3.14)×10 m3 1.01



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

VU-20 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 各設計時に数量を算出する。 m3

埋戻  　　　　　　　〃 m3

残土処理 　　　　　　　〃 m3

再生砂 (A類) (0.4×0.4-0.108×0.108×3.14)×10÷0.9 m3 1.37

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ
管 VU-200 10.0×1.01 m 10.10

接着剤 1.4÷100×10 kg 0.14

人力土工 (0.4×0.4-0.108×0.108×3.14)×10 m3 1.23



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

VU-25 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 各設計時に数量を算出する。 m3

埋戻  　　　　　　　〃 m3

残土処理 　　　　　　　〃 m3

再生砂 (A類) (0.45×0.45-0.1335×0.1335×3.14)×10÷0.9 m3 1.63

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ
管 VU-25 10×1.01 m 10.10

接着剤 2.3÷100×10 kg 0.23

人力土工 (0.45×0.45-0.1335×0.1335×3.14)×10 m3 1.47



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

VU-30 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 

10 m当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 各設計時に数量を算出する。 m3

埋戻  　　　　　　　〃 m3

残土処理 　　　　　　　〃 m3

再生砂 (A類) (0.5×0.5-0.159×0.159×3.14)×10÷0.9 m3 1.90

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ
管 VU-300 10×1.01 m 10.10

接着剤 (2.3+(2.3-1.4))÷100×10 kg 0.32

人力土工 (0.5×0.5-0.159×0.159×3.14)×10 m3 1.71



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SOM-10,15-a～e-50 小口径汚水桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀
((0.216+0.4)×(0.216+0.4)×0.26+(0.39+0.4)×(0.39+0.4)
×0.34)×10 m3 3.1

埋戻  3.1-0.6 m3 2.5

残土処理

(0.3×0.3×0.1+0.49×0.49×0.1+0.39×0.39×
0.05+0.135×0.135×3.14×0.19)×10+0.108×0.108×
3.14×(0.5-0.34)×10 m3 0.6

基面整正 0.3×0.3×10 m2 0.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.3×0.3×10+(0.49×0.49-0.108×0.108×3.14)×10 m2 2.93

主管 VUφ100　または　VUφ150

継手
ａ：ストレート　　ｂ：45°曲がり　　ｃ：90°曲がり
ｄ：45°合流　　ｅ：90°合流 個 10.00

桝直壁VUφ200 主管VU-10 0.2×10 m 2.00

主管VU-15 0.15×10 m 1.50

台座鋳鉄蓋 10 組 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SOM-10,15-a～e-60 小口径汚水桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀
((0.216+0.4)×(0.216+0.4)×0.36+(0.39+0.4)×(0.39+0.4)
×0.34)×10 m3 3.5

埋戻  3.5-0.6 m3 2.9

残土処理

(0.3×0.3×0.1+0.49×0.49×0.1+0.39×0.39×
0.05+0.135×0.135×3.14×0.19)×10+0.108×0.108×
3.14×(0.6-0.34)×10 m3 0.6

基面整正 0.3×0.3×10 m2 0.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.3×0.3×10+(0.49×0.49-0.108×0.108×3.14)×10 m2 2.93

主管 VUφ100　または　VUφ150

継手
ａ：ストレート　　ｂ：45°曲がり　　ｃ：90°曲がり
ｄ：45°合流　　ｅ：90°合流 個 10.00

桝直壁VUφ200 主管VU-10 0.3×10 m 3.00

主管VU-15 0.25×10 m 2.50

台座鋳鉄蓋 10 組 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SOM-10,15-a～e-70 小口径汚水桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀
((0.216+1.0)×(0.216+1.0)×0.46+(0.39+0.4)×(0.39+0.4)
×0.34)×10 m3 8.9

埋戻  8.9-0.6 m3 8.3

残土処理

(0.3×0.3×0.1+0.49×0.49×0.1+0.39×0.39×
0.05+0.135×0.135×3.14×0.19)×10+0.108×0.108×
3.14×(0.7-0.34)×10 m3 0.6

基面整正 0.3×0.3×10 m2 0.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.3×0.3×10+(0.49×0.49-0.108×0.108×3.14)×10 m2 2.93

主管 VUφ100　または　VUφ150

継手
ａ：ストレート　　ｂ：45°曲がり　　ｃ：90°曲がり
ｄ：45°合流　　ｅ：90°合流 個 10.00

桝直壁VUφ200 主管VU-10 0.4×10 m 4.00

主管VU-15 0.35×10 m 3.50

台座鋳鉄蓋 10 組 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SOM-10,15-a～e-80 小口径汚水桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀
((0.216+1.0)×(0.216+1.0)×0.56+(0.39+0.4)×(0.39+0.4)
×0.34)×10 m3 10.4

埋戻  10.4-0.7 m3 9.7

残土処理

(0.3×0.3×0.1+0.49×0.49×0.1+0.39×0.39×
0.05+0.135×0.135×3.14×0.19)×10+0.108×0.108×
3.14×(0.8-0.34)×10 m3 0.7

基面整正 0.3×0.3×10 m2 0.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.3×0.3×10+(0.49×0.49-0.108×0.108×3.14)×10 m2 2.93

主管 VUφ100　または　VUφ150

継手
ａ：ストレート　　ｂ：45°曲がり　　ｃ：90°曲がり
ｄ：45°合流　　ｅ：90°合流 個 10.00

桝直壁VUφ200 主管VU-10 0.5×10 m 5.00

主管VU-15 0.45×10 m 4.50

台座鋳鉄蓋 10 組 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SOM-10,15-a～e-90 小口径汚水桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 ((0.216+1.0)×(0.216+1.0)+2.216×2.216)÷2×1.0×10 m3 31.9

埋戻  31.9-0.7 m3 31.2

残土処理

(0.3×0.3×0.1+0.49×0.49×0.1+0.39×0.39×
0.05+0.135×0.135×3.14×0.19)×10+0.108×0.108×
3.14×(0.9-0.34)×10 m3 0.7

基面整正 0.3×0.3×10 m2 0.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.3×0.3×10+(0.49×0.49-0.108×0.108×3.14)×10 m2 2.93

主管 VUφ100　または　VUφ150

継手
ａ：ストレート　　ｂ：45°曲がり　　ｃ：90°曲がり
ｄ：45°合流　　ｅ：90°合流 個 10.00

桝直壁VUφ200 主管VU-10 0.6×10 m 6.00

主管VU-15 0.55×10 m 5.50

台座鋳鉄蓋 10 組 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SOM-10,15-a～e-100 小口径汚水桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 ((0.216+1.0)×(0.216+1.0)+2.316×2.316)÷2×1.1×10 m3 37.6

埋戻  37.6-0.8 m3 36.8

残土処理

(0.3×0.3×0.1+0.49×0.49×0.1+0.39×0.39×
0.05+0.135×0.135×3.14×0.19)×10+0.108×0.108×
3.14×(1.0-0.34)×10 m3 0.8

基面整正 0.3×0.3×10 m2 0.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.3×0.3×10+(0.49×0.49-0.108×0.108×3.14)×10 m2 2.93

主管 VUφ100　または　VUφ150

継手
ａ：ストレート　　ｂ：45°曲がり　　ｃ：90°曲がり
ｄ：45°合流　　ｅ：90°合流 個 10.00

桝直壁VUφ200 主管VU-10 0.7×10 m 7.00

主管VU-15 0.65×10 m 6.50

台座鋳鉄蓋 10 組 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SOM-10,15-a～e-110 小口径汚水桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 ((0.216+1.0)×(0.216+1.0)+2.416×2.416)÷2×1.2×10 m3 43.9

埋戻  43.9-0.8 m3 43.1

残土処理

(0.3×0.3×0.1+0.49×0.49×0.1+0.39×0.39×
0.05+0.135×0.135×3.14×0.19)×10+0.108×0.108×
3.14×(1.1-0.34)×10 m3 0.8

基面整正 0.3×0.3×10 m2 0.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.3×0.3×10+(0.49×0.49-0.108×0.108×3.14)×10 m2 2.93

主管 VUφ100　または　VUφ150

継手
ａ：ストレート　　ｂ：45°曲がり　　ｃ：90°曲がり
ｄ：45°合流　　ｅ：90°合流 個 10.00

桝直壁VUφ200 主管VU-10 0.8×10 m 8.00

主管VU-15 0.75×10 m 7.50

台座鋳鉄蓋 10 組 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SOM-10,15-a～e-120 小口径汚水桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 ((0.216+1.0)×(0.216+1.0)+2.516×2.516)÷2×1.3×10 m3 50.8

埋戻  50.8-0.8 m3 50.0

残土処理

(0.3×0.3×0.1+0.49×0.49×0.1+0.39×0.39×
0.05+0.135×0.135×3.14×0.19)×10+0.108×0.108×
3.14×(1.2-0.34)×10 m3 0.8

基面整正 0.3×0.3×10 m2 0.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.3×0.3×10+(0.49×0.49-0.108×0.108×3.14)×10 m2 2.93

主管 VUφ100　または　VUφ150

継手
ａ：ストレート　　ｂ：45°曲がり　　ｃ：90°曲がり
ｄ：45°合流　　ｅ：90°合流 個 10.00

桝直壁VUφ200 主管VU-10 0.9×10 m 9.00

主管VU-15 0.85×10 m 8.50

台座鋳鉄蓋 10 組 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

RM-30 集水桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.6+0.4)×(0.6+0.4)×0.7×10 m3 7.0

埋戻  7.0-2.7 m3 4.3

残土処理 (0.7×0.7×0.1+0.6×0.6×0.6)×10 m3 2.7

基面整正 0.7×0.7×10 m2 4.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.7×0.7×10 m2 4.90

桝蓋 枠・鎖付 10 枚 10

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25

鋳鉄蓋400*400*20 (0.6×0.6×0.6-0.3×0.3×0.43-0.4×0.4×0.02)×10 m3 1.74

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)414*414*23

(0.6×0.6×0.6-0.3×0.3×0.427-0.414×0.414×0.023)
×10 m3 1.74

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)420*420*38

(0.6×0.6×0.6-0.3×0.3×0.412-0.42×0.42×0.038)×
10 m3 1.72

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)420*420*31

(0.6×0.6×0.6-0.3×0.3×0.419-0.42×0.42×0.031)×
10 m3 1.73

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)420*420*44

(0.6×0.6×0.6-0.3×0.3×0.406-0.42×0.42×0.044)×
10 m3 1.72

型枠

鋳鉄蓋400*400*20 (0.6×0.6×4+0.3×0.43×4)×10 m3 19.56

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)414*414*23 (0.6×0.6×4+0.3×0.427×4)×10 m3 19.52

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)420*420*38 (0.6×0.6×4+0.3×0.412×4)×10 m3 19.34

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)420*420*31 (0.6×0.6×4+0.3×0.419×4)×10 m3 19.43

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)420*420*44 (0.6×0.6×4+0.3×0.406×4)×10 m3 19.27



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

RM-40 集水桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.6+1.0)×(0.6+1.0)×0.8×10 m3 20.5

埋戻  20.5-3.0 m3 17.5

残土処理 (0.7×0.7×0.1+0.6×0.6×0.7)×10 m3 3.0

基面整正 0.7×0.7×10 m2 4.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.7×0.7×10 m2 4.90

桝蓋 枠・鎖付 10 枚 10

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25

鋳鉄蓋400*400*20 (0.6×0.6×0.7-0.3×0.3×0.53-0.4×0.4×0.02)×10 m3 2.01

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)414*414*23

(0.6×0.6×0.7-0.3×0.3×0.527-0.414×0.414×0.023)
×10 m3 2.01

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)420*420*38

(0.6×0.6×0.7-0.3×0.3×0.512-0.42×0.42×0.038)×
10 m3 1.99

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)420*420*31

(0.6×0.6×0.7-0.3×0.3×0.519-0.42×0.42×0.031)×
10 m3 2.00

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)420*420*44

(0.6×0.6×0.7-0.3×0.3×0.506-0.42×0.42×0.044)×
10 m3 1.99

型枠

鋳鉄蓋400*400*20 (0.6×0.7×4+0.3×0.53×4)×10 m3 23.16

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)414*414*23 (0.6×0.7×4+0.3×0.527×4)×10 m3 23.12

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)420*420*38 (0.6×0.7×4+0.3×0.512×4)×10 m3 22.94

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)420*420*31 (0.6×0.7×4+0.3×0.519×4)×10 m3 23.03

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)420*420*44 (0.6×0.7×4+0.3×0.506×4)×10 m3 22.87



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

RM-50 集水桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.7+1.0)×(0.7+1.0)×0.9×10 m3 26.0

埋戻  26.0-4.6 m3 21.4

残土処理 (0.8×0.8×0.1+0.7×0.7×0.8)×10 m3 4.6

基面整正 0.8×0.8×10 m2 6.4

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.8×0.8×10 m2 6.40

桝蓋 枠・鎖付 10 枚 10

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25

鋳鉄蓋500*500*20 (0.7×0.7×0.8-0.4×0.4×0.63-0.5×0.5×0.02)×10 m3 2.86

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)535*535*31

(0.7×0.7×0.8-0.4×0.4×0.619-0.535×0.535×0.031)
×10 m3 2.84

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)535*535*44

(0.7×0.7×0.8-0.4×0.4×0.606-0.535×0.535×0.044)
×10 m3 2.82

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)535*535*38

(0.7×0.7×0.8-0.4×0.4×0.612-0.535×0.535×0.038)
×10 m3 2.83

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)535*535*50

(0.7×0.7×0.8-0.4×0.4×0.6-0.535×0.535×0.05)×
10 m3 2.82

型枠

鋳鉄蓋500*500*20 (0.7×0.8×4+0.4×0.63×4)×10 m3 32.48

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)535*535*31 (0.7×0.8×4+0.4×0.619×4)×10 m3 32.30

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)535*535*44 (0.7×0.8×4+0.4×0.606×4)×10 m3 32.10

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)535*535*38 (0.7×0.8×4+0.4×0.612×4)×10 m3 32.19

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)535*535*50 (0.7×0.8×4+0.4×0.6×4)×10 m3 32.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

RM-60 集水桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 ((0.7+1.0)×(0.7+1.0)+2.64×2.64)×0.5×1.0×10 m3 49.3

埋戻  49.3-5.1 m3 44.2

残土処理 (0.8×0.8×0.1+0.7×0.7×0.9)×10 m3 5.1

基面整正 0.8×0.8×10 m2 6.4

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.8×0.8×10 m2 6.40

桝蓋 枠・鎖付 10 枚 10

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25

鋳鉄蓋500*500*20 (0.7×0.7×0.9-0.4×0.4×0.73-0.5×0.5×0.02)×10 m3 3.19

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)535*535*31

(0.7×0.7×0.9-0.4×0.4×0.７19-0.535×0.535×0.031)
×10 m3 3.17

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)535*535*44

(0.7×0.7×0.9-0.4×0.4×0.706-0.535×0.535×0.044)
×10 m3 3.15

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)535*535*38

(0.7×0.7×0.9-0.4×0.4×0.712-0.535×0.535×0.038)
×10 m3 3.16

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)535*535*50

(0.7×0.7×0.9-0.4×0.4×0.7-0.535×0.535×0.05)×
10 m3 3.15

型枠

鋳鉄蓋500*500*20 (0.7×0.9×4+0.4×0.73×4)×10 m3 36.88

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)535*535*31 (0.7×0.9×4+0.4×0.719×4)×10 m3 36.70

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)535*535*44 (0.7×0.9×4+0.4×0.706×4)×10 m3 36.50

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)535*535*38 (0.7×0.9×4+0.4×0.712×4)×10 m3 36.59

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)535*535*50 (0.7×0.9×4+0.4×0.7×4)×10 m3 36.40



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

RM-70 集水桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 ((0.8+1.0)×(0.8+1.0)+2.9×2.9)×0.5×1.1×10 m3 64.1

埋戻  64.1-7.2 m3 56.9

残土処理 (0.9×0.9×0.1+0.8×0.8×1.0)×10 m3 7.2

基面整正 0.9×0.9×10 m2 8.1

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.9×0.9×10 m2 8.10

桝蓋 枠・鎖付 10 枚 10

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25

鋳鉄蓋600*600*20 (0.8×0.8×1.0-0.5×0.5×0.83-0.6×0.6×0.02)×10 m3 4.25

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)625*625*38

(0.8×0.8×1.0-0.5×0.5×0.812-0.625×0.625×0.038)
×10 m3 4.22

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)625*625*44

(0.8×0.8×1.0-0.5×0.5×0.806-0.625×0.625×0.044)
×10 m3 4.21

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)625*625*44

(0.8×0.8×1.0-0.5×0.5×0.806-0.625×0.625×0.044)
×10 m3 4.21

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)630*630*56

(0.8×0.8×1.0-0.5×0.5×0.794-0.63×0.63×0.056)×
10 m3 4.19

型枠

鋳鉄蓋600*600*20 (0.8×1.0×4+0.5×0.83×4)×10 m3 48.60

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)625*625*38 (0.8×1.0×4+0.5×0.812×4)×10 m3 48.24

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)625*625*44 (0.8×1.0×4+0.5×0.806×4)×10 m3 48.12

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)625*625*44 (0.8×1.0×4+0.5×0.806×4)×10 m3 48.12

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)630*630*56 (0.8×1.0×4+0.5×0.794×4)×10 m3 47.88



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

RM-80 集水桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (1.8×1.8+3.0×3.0)×0.5×1.2×10 m3 73.4

埋戻  73.4-7.9 m3 65.5

残土処理 (0.9×0.9×0.1+0.8×0.8×1.1)×10 m3 7.9

基面整正 0.9×0.9×10 m2 8.1

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.9×0.9×10 m2 8.10

桝蓋 枠・鎖付 10 枚 10

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25

鋳鉄蓋600*600*20 (0.8×0.8×1.1-0.5×0.5×0.93-0.6×0.6×0.02)×10 m3 4.64

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)625*625*38

(0.8×0.8×1.1-0.5×0.5×0.912-0.625×0.625×0.038)
×10 m3 4.61

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)625*625*44

(0.8×0.8×1.1-0.5×0.5×0.906-0.625×0.625×0.044)
×10 m3 4.60

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)625*625*44

(0.8×0.8×1.1-0.5×0.5×0.906-0.625×0.625×0.044)
×10 m3 4.60

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)630*630*56

(0.8×0.8×1.1-0.5×0.5×0.894-0.63×0.63×0.056)×
10 m3 4.58

型枠

鋳鉄蓋600*600*20 (0.8×1.1×4+0.5×0.93×4)×10 m3 53.80

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)625*625*38 (0.8×1.1×4+0.5×0.912×4)×10 m3 53.44

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)625*625*44 (0.8×1.1×4+0.5×0.906×4)×10 m3 53.32

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)625*625*44 (0.8×1.1×4+0.5×0.906×4)×10 m3 53.32

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)630*630*56 (0.8×1.1×4+0.5×0.894×4)×10 m3 53.08



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SM-30 浸透桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.6+0.4)×(0.6+0.4)×0.7×10 m3 7.0

埋戻  7.0-2.7 m3 4.3

残土処理 (0.7×0.7×0.1+0.6×0.6×0.6)×10 m3 2.7

基面整正 0.7×0.7×10 m2 4.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.7×0.7×10 m2 4.90

桝蓋 枠・鎖付 10 枚 10

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25

鋳鉄蓋400*400*20 (0.6×0.6×0.6-0.3×0.3×0.58-0.4×0.4×0.02)×10 m3 1.61

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)414*414*23

(0.6×0.6×0.6-0.3×0.3×0.577-0.414×0.414×0.023)
×10 m3 1.60

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)420*420*38

(0.6×0.6×0.6-0.3×0.3×0.562-0.42×0.42×0.038)×
10 m3 1.59

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)420*420*31

(0.6×0.6×0.6-0.3×0.3×0.569-0.42×0.42×0.031)×
10 m3 1.59

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)420*420*44

(0.6×0.6×0.6-0.3×0.3×0.556-0.42×0.42×0.044)×
10 m3 1.58

型枠

鋳鉄蓋400*400*20 (0.6×0.6×4+0.3×0.58×4)×10 m3 21.36

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)414*414*23 (0.6×0.6×4+0.3×0.577×4)×10 m3 21.32

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)420*420*38 (0.6×0.6×4+0.3×0.562×4)×10 m3 21.14

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)420*420*31 (0.6×0.6×4+0.3×0.569×4)×10 m3 21.23

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)420*420*44 (0.6×0.6×4+0.3×0.556×4)×10 m3 21.07



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SM-40 浸透桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.6+1.0)×(0.6+1.0)×0.8×10 m3 20.5

埋戻  20.5-3.0 m3 17.5

残土処理 (0.7×0.7×0.1+0.6×0.6×0.7)×10 m3 3.0

基面整正 0.7×0.7×10 m2 4.9

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.7×0.7×10 m2 4.90

桝蓋 枠・鎖付 10 枚 10

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25

鋳鉄蓋400*400*20 (0.6×0.6×0.7-0.3×0.3×0.68-0.4×0.4×0.02)×10 m3 1.88

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)414*414*23

(0.6×0.6×0.7-0.3×0.3×0.677-0.414×0.414×0.023)
×10 m3 1.87

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)420*420*38

(0.6×0.6×0.7-0.3×0.3×0.662-0.42×0.42×0.038)×
10 m3 1.86

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)420*420*31

(0.6×0.6×0.7-0.3×0.3×0.669-0.42×0.42×0.031)×
10 m3 1.86

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)420*420*44

(0.6×0.6×0.7-0.3×0.3×0.656-0.42×0.42×0.044)×
10 m3 1.85

型枠

鋳鉄蓋400*400*20 (0.6×0.7×4+0.3×0.68×4)×10 m3 24.96

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)414*414*23 (0.6×0.7×4+0.3×0.677×4)×10 m3 24.92

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)420*420*38 (0.6×0.7×4+0.3×0.662×4)×10 m3 24.74

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)420*420*31 (0.6×0.7×4+0.3×0.669×4)×10 m3 24.83

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)420*420*44 (0.6×0.7×4+0.3×0.656×4)×10 m3 24.67



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SM-50 浸透桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.7+1.0)×(0.7+1.0)×0.9×10 m3 26.0

埋戻  26.0-4.6 m3 21.4

残土処理 (0.8×0.8×0.1+0.7×0.7×0.8)×10 m3 4.6

基面整正 0.8×0.8×10 m2 6.4

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.8×0.8×10 m2 6.40

桝蓋 枠・鎖付 10 枚 10

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25

鋳鉄蓋500*500*20 (0.7×0.7×0.8-0.4×0.4×0.78-0.5×0.5×0.02)×10 m3 2.62

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)535*535*31

(0.7×0.7×0.8-0.4×0.4×0.769-0.535×0.535×0.031)
×10 m3 2.60

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)535*535*44

(0.7×0.7×0.8-0.4×0.4×0.756-0.535×0.535×0.044)
×10 m3 2.58

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)535*535*38

(0.7×0.7×0.8-0.4×0.4×0.762-0.535×0.535×0.038)
×10 m3 2.59

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)535*535*50

(0.7×0.7×0.8-0.4×0.4×0.75-0.535×0.535×0.05)×
10 m3 2.58

型枠

鋳鉄蓋500*500*20 (0.7×0.8×4+0.4×0.78×4)×10 m3 34.88

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)535*535*31 (0.7×0.8×4+0.4×0.769×4)×10 m3 34.70

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)535*535*44 (0.7×0.8×4+0.4×0.756×4)×10 m3 34.50

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)535*535*38 (0.7×0.8×4+0.4×0.762×4)×10 m3 34.59

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)535*535*50 (0.7×0.8×4+0.4×0.75×4)×10 m3 34.40



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SM-60 浸透桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 ((0.7+1.0)×(0.7+1.0)+2.64×2.64)×0.5×1.0×10 m3 49.3

埋戻  49.3-5.1 m3 44.2

残土処理 (0.8×0.8×0.1+0.7×0.7×0.9)×10 m3 5.1

基面整正 0.8×0.8×10 m2 6.4

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.8×0.8×10 m2 6.40

桝蓋 枠・鎖付 10 枚 10

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25

鋳鉄蓋500*500*20 (0.7×0.7×0.9-0.4×0.4×0.88-0.5×0.5×0.02)×10 m3 2.95

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)535*535*31

(0.7×0.7×0.9-0.4×0.4×0.869-0.535×0.535×0.031)
×10 m3 2.93

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)535*535*44

(0.7×0.7×0.9-0.4×0.4×0.856-0.535×0.535×0.044)
×10 m3 2.91

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)535*535*38

(0.7×0.7×0.9-0.4×0.4×0.862-0.535×0.535×0.038)
×10 m3 2.92

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)535*535*50

(0.7×0.7×0.9-0.4×0.4×0.85-0.535×0.535×0.05)×
10 m3 2.91

型枠

鋳鉄蓋500*500*20 (0.7×0.9×4+0.4×0.88×4)×10 m3 39.28

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)535*535*31 (0.7×0.9×4+0.4×0.869×4)×10 m3 39.10

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)535*535*44 (0.7×0.9×4+0.4×0.856×4)×10 m3 38.90

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)535*535*38 (0.7×0.9×4+0.4×0.862×4)×10 m3 38.99

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)535*535*50 (0.7×0.9×4+0.4×0.85×4)×10 m3 38.80



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SM-70 浸透桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 ((0.8+1.0)×(0.8+1.0)+2.9×2.9)×0.5×1.1×10 m3 64.1

埋戻  64.1-7.2 m3 56.9

残土処理 (0.9×0.9×0.1+0.8×0.8×1.0)×10 m3 7.2

基面整正 0.9×0.9×10 m2 8.1

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.9×0.9×10 m2 8.10

桝蓋 枠・鎖付 10 枚 10

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25

鋳鉄蓋600*600*20 (0.8×0.8×1.0-0.5×0.5×0.98-0.6×0.6×0.02)×10 m3 3.88

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)625*625*38

(0.8×0.8×1.0-0.5×0.5×0.962-0.625×0.625×0.038)
×10 m3 3.85

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)625*625*44

(0.8×0.8×1.0-0.5×0.5×0.956-0.625×0.625×0.044)
×10 m3 3.84

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)625*625*44

(0.8×0.8×1.0-0.5×0.5×0.956-0.625×0.625×0.044)
×10 m3 3.84

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)630*630*56

(0.8×0.8×1.0-0.5×0.5×0.944-0.63×0.63×0.056)×
10 m3 3.82

型枠

鋳鉄蓋600*600*20 (0.8×1.0×4+0.5×0.98×4)×10 m3 51.60

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)625*625*38 (0.8×1.0×4+0.5×0.962×4)×10 m3 51.24

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)625*625*44 (0.8×1.0×4+0.5×0.956×4)×10 m3 51.12

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)625*625*44 (0.8×1.0×4+0.5×0.956×4)×10 m3 51.12

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)630*630*56 (0.8×1.0×4+0.5×0.944×4)×10 m3 50.88



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

SM-80 浸透桝

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (1.8×1.8+3.0×3.0)×0.5×1.2×10 m3 73.4

埋戻  73.4-7.9 m3 65.5

残土処理 (0.9×0.9×0.1+0.8×0.8×1.1)×10 m3 7.9

基面整正 0.9×0.9×10 m2 8.1

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.9×0.9×10 m2 8.10

桝蓋 枠・鎖付 10 枚 10

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25

鋳鉄蓋600*600*20 (0.8×0.8×1.1-0.5×0.5×1.08-0.6×0.6×0.02)×10 m3 4.27

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)625*625*38

(0.8×0.8×1.1-0.5×0.5×1.062-0.625×0.625×0.038)
×10 m3 4.24

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)625*625*44

(0.8×0.8×1.1-0.5×0.5×1.056-0.625×0.625×0.044)
×10 m3 4.23

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)625*625*44

(0.8×0.8×1.1-0.5×0.5×1.056-0.625×0.625×0.044)
×10 m3 4.23

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)630*630*56

(0.8×0.8×1.1-0.5×0.5×1.044-0.63×0.63×0.056)×
10 m3 4.21

型枠

鋳鉄蓋600*600*20 (0.8×1.1×4+0.5×1.08×4)×10 m3 56.80

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)625*625*38 (0.8×1.1×4+0.5×1.062×4)×10 m3 56.44

細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)625*625*44 (0.8×1.1×4+0.5×1.056×4)×10 m3 56.32

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T2)625*625*44 (0.8×1.1×4+0.5×1.056×4)×10 m3 56.32

普通ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
(T14)630*630*56 (0.8×1.1×4+0.5×1.044×4)×10 m3 56.08



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

KO-(A1～E2)-a 単独引込照明灯

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.6×0.6×3.14÷4×1.3×10 m3 3.7

埋戻  3.7-3.4 m3 0.3

残土処理 (0.6×0.6×3.14÷4×1.2+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×10 m3 3.4

基面整正 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.83

円形型枠 鋼製φ600 1.1×10 m 11.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.6×0.6×3.14÷4×1.1-0.15×0.15×3.14÷4×0.8)×
10 m3 2.97

モルタル 1:3 (0.25×0.25-0.15×0.15)×3.14÷4×0.1×10 m3 0.031

灯柱 ｱﾙﾐ段付 10 本 10.00

灯具 A1～E2 10 個 10.00

水銀灯 A1･A2　HF250W 10 個 10.00

D　HF300W 10 個 10.00

E1　HF200W 10 個 10.00

E2　HF200W 20 個 20.00

安定器
250W用高力率定電
力型100V用(A1･A2) 10 個 10.00

300W用高力率定電
力型100V用(B･D) 10 個 10.00

200W用高力率定
電力型(E1) 10 個 10.00

200W用高力率定
電力型×2(E2) 10 個 10.00

自動点滅器 10 個 10.00

安全ﾌﾞﾚｰｶｰ 10 個 10.00

ﾋﾞﾆｰﾙ配線 CV2□-3C 5.0×2×10 m 100.00

接地工 E3 10 ヶ所 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

KO-(A1～E2)-b 分電盤利用照明灯

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.6×0.6×3.14÷4×1.3×10 m3 3.7

埋戻  3.7-3.4 m3 0.3

残土処理 (0.6×0.6×3.14÷4×1.2+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×10 m3 3.4

基面整正 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.83

円形型枠 鋼製φ600 1.1×10 m 11.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.6×0.6×3.14÷4×1.1-0.15×0.15×3.14÷4×0.8)×
10 m3 2.97

モルタル 1:3 (0.25×0.25-0.15×0.15)×3.14÷4×0.1×10 m3 0.031

灯柱 ｱﾙﾐ段付 10 本 10.00

灯具 A1～E2 10 個 10.00

水銀灯 A1･A2　HF250W 10 個 10.00

D　HF300W 10 個 10.00

E1　HF200W 10 個 10.00

E2　HF200W 20 個 20.00

安定器
250W用高力率定電
力型100V用(A1･A2) 10 個 10.00

300W用高力率定電
力型100V用(B･D) 10 個 10.00

200W用高力率定
電力型(E1) 10 個 10.00

200W用高力率定
電力型×2(E2) 10 個 10.00

安全ﾌﾞﾚｰｶｰ 10 個 10.00

ﾋﾞﾆｰﾙ配線 CV2□-3C 5.0×10 m 50.00

接地工 E3 10 ヶ所 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

HT-B1～B4 引込柱（メーター分電盤）

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

ｵｰｶﾞ掘削 0.6×0.6×3.14÷4×1.7×10 m3 4.8

埋戻  4.8-4.6 m3 0.2

残土処理 (0.6×0.6×3.14÷4×1.6+0.2×0.2×3.14÷4×0.1)×10 m3 4.6

基面整正 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.8

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.6×0.6×3.14÷4×10 m2 2.83

円形型枠 鋼製φ600 1.5×10 m 15.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25
(0.6×0.6×3.14÷4×1.5-0.186×0.186×3.14÷4×0.9)
×10 m3 3.99

モルタル 1:3 (0.3×0.3-0.186×0.186)×3.14÷4×0.1×10 m3 0.043

引込柱 ｱﾙﾐ、付属品共 10 基 10.00

分電盤 B1 10 面 10.00

B2 10 面 10.00

B3 10 面 10.00

B4 10 面 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

EH ハンドホール

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 (0.72+1.0)×(0.72+1.0)×1.0×10 m3 29.6

埋戻  29.6-5.8 m3 23.8

残土処理

(0.82×0.82×0.1+0.72×0.72×0.57+（0.72×0.72+0.87
×0.87）÷2×0.15+0.87×0.87×0.08+0.87×0.87÷4×
3.14×0.1)×10 m3 5.8

基面整正 0.82×0.82×10 m2 6.7

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 0.82×0.82×10 m2 6.72

均しﾓﾙﾀﾙ 1:3（空練） 0.72×0.72×0.03×10 m3 0.156

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用ｺﾝｸ
ﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

内径600　国交省Ｈ
１－６型　575kg/基

鉄蓋共 組 10



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

PM-60A～C 電線管

10 ｍ当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

（FEP30で計算　→　外径φ40）

床堀 0.3×0.640×10 m3 1.9

埋戻  0.3×0.640×10 m3 1.9

電線管 FEP30,40,50 10×1.05 m 10.50

付属品 1 式 1.00

雑材料 1 式 1.00

標識テープ 塩化ビニールシート 10 m 10.00



Nｏ. 　　　　　　

  材 料 計 算 書  

CB-4K,K4R,K6K,K6R 注意板

10 基当り 

名　　称 規　　格 算　           　式 単位 数　　量

床堀 1.4×0.9×0.6×10 m3 7.6

埋戻  7.6-2.7 m3 4.9

残土処理
(1.1×0.6×0.1+1.0×0.5×0.4+0.0605×0.0605×3.14×
0.25×0.1×2)×10 m3 2.7

基面整正 1.1×0.6×10 m2 6.6

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
基礎 (RC-40) t=100 1.1×0.6×10 m2 6.60

型枠 (1.0×0.4×2+0.5×0.4×2)×10 m2 12.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (1.0×0.5-0.0605×0.0605×3.14×0.25×2)×0.4×10 m3 1.98

注意板 本体 10 基 10


