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HU0135000           不断水連絡及び弁設置費                  φ350×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                               箇所 1.000 （    125,200.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       125,200.000　

HU0135100           不断水連絡及び弁設置費                  φ350×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    133,400.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       133,400.000　

HU0135200           不断水連絡及び弁設置費                  φ350×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    157,700.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       157,700.000　

HU0135300           不断水連絡及び弁設置費                  φ350×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    138,600.000）
鋳鉄管用                                                    138,600.000　

HU0140000           不断水連絡及び弁設置費                  φ400×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                               箇所 1.000 （    126,700.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       126,700.000　

HU0140100           不断水連絡及び弁設置費                  φ400×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    133,400.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       133,400.000　

HU0140200           不断水連絡及び弁設置費                  φ400×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    157,700.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       157,700.000　

HU0140300           不断水連絡及び弁設置費                  φ400×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    138,600.000）
鋳鉄管用                                                    138,600.000　

HU0145000           不断水連絡及び弁設置費                  φ450×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                               箇所 1.000 （    133,550.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       133,550.000　

HU0145100           不断水連絡及び弁設置費                  φ450×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    145,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       145,000.000　

HU0145200           不断水連絡及び弁設置費                  φ450×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    163,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       163,000.000　

HU0145300           不断水連絡及び弁設置費                  φ450×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    170,600.000）
鋳鉄管用                                                    170,600.000　

HU0150000           不断水連絡及び弁設置費                  φ500×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                               箇所 1.000 （    133,550.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       133,550.000　

HU0150100           不断水連絡及び弁設置費                  φ500×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    145,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       145,000.000　
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HU0150200           不断水連絡及び弁設置費                  φ500×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    163,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       163,000.000　

HU0150300           不断水連絡及び弁設置費                  φ500×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    170,600.000）
鋳鉄管用                                                    170,600.000　

HU0160000           不断水連絡及び弁設置費                  φ600×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                               箇所 1.000 （    133,550.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       133,550.000　

HU0160100           不断水連絡及び弁設置費                  φ600×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    145,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       145,000.000　

HU0160200           不断水連絡及び弁設置費                  φ600×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    163,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       163,000.000　

HU0160300           不断水連絡及び弁設置費                  φ600×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    170,600.000）
鋳鉄管用                                                    170,600.000　

HU0170000           不断水連絡及び弁設置費                  φ700×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                               箇所 1.000 （    173,500.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       173,500.000　

HU0170100           不断水連絡及び弁設置費                  φ700×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    184,500.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       184,500.000　

HU0170200           不断水連絡及び弁設置費                  φ700×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    203,500.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       203,500.000　

HU0170300           不断水連絡及び弁設置費                  φ700×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    207,000.000）
鋳鉄管用                                                    207,000.000　

HU0180000           不断水連絡及び弁設置費                  φ800×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                               箇所 1.000 （    173,500.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       173,500.000　

HU0180100           不断水連絡及び弁設置費                  φ800×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    184,500.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       184,500.000　

HU0180200           不断水連絡及び弁設置費                  φ800×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    203,500.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       203,500.000　

HU0180300           不断水連絡及び弁設置費                  φ800×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    207,000.000）
鋳鉄管用                                                    207,000.000　
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HU0225400           不断水連絡及び弁設置費                  φ250×φ250､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    241,000.000）
鋳鉄管用                                                    241,000.000　

HU0230400           不断水連絡及び弁設置費                  φ300×φ250､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    243,000.000）
鋳鉄管用                                                    243,000.000　

HU0230500           不断水連絡及び弁設置費                  φ300×φ300､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    270,500.000）
鋳鉄管用                                                    270,500.000　

HU0235000           不断水連絡及び弁設置費                  φ350×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                 箇所 1.000 （    121,500.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       121,500.000　

HU0235100           不断水連絡及び弁設置費                  φ350×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    126,500.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       126,500.000　

HU0235200           不断水連絡及び弁設置費                  φ350×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    151,500.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       151,500.000　

HU0235300           不断水連絡及び弁設置費                  φ350×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    132,000.000）
鋳鉄管用                                                    132,000.000　

HU0235400           不断水連絡及び弁設置費                  φ350×φ250､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    257,500.000）
鋳鉄管用                                                    257,500.000　

HU0235500           不断水連絡及び弁設置費                  φ350×φ300､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    285,500.000）
鋳鉄管用                                                    285,500.000　

HU0235600           不断水連絡及び弁設置費                  φ350×φ350､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    307,000.000）
鋳鉄管用                                                    307,000.000　

HU0240000           不断水連絡及び弁設置費                  φ400×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                 箇所 1.000 （    121,500.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       121,500.000　

HU0240100           不断水連絡及び弁設置費                  φ400×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    128,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       128,000.000　

HU0240200           不断水連絡及び弁設置費                  φ400×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    151,500.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       151,500.000　

HU0240300           不断水連絡及び弁設置費                  φ400×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    132,000.000）
鋳鉄管用                                                    132,000.000　
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HU0240400           不断水連絡及び弁設置費                  φ400×φ250､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    257,500.000）
鋳鉄管用                                                    257,500.000　

HU0240500           不断水連絡及び弁設置費                  φ400×φ300､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    290,500.000）
鋳鉄管用                                                    290,500.000　

HU0245000           不断水連絡及び弁設置費                  φ450×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                 箇所 1.000 （    128,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       128,000.000　

HU0245100           不断水連絡及び弁設置費                  φ450×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    139,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       139,000.000　

HU0245200           不断水連絡及び弁設置費                  φ450×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    156,500.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       156,500.000　

HU0245300           不断水連絡及び弁設置費                  φ450×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    162,500.000）
鋳鉄管用                                                    162,500.000　

HU0245400           不断水連絡及び弁設置費                  φ450×φ250､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    279,500.000）
鋳鉄管用                                                    279,500.000　

HU0245500           不断水連絡及び弁設置費                  φ450×φ300､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    325,500.000）
鋳鉄管用                                                    325,500.000　

HU0250000           不断水連絡及び弁設置費                  φ500×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                 箇所 1.000 （    128,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       128,000.000　

HU0250100           不断水連絡及び弁設置費                  φ500×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    139,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       139,000.000　

HU0250200           不断水連絡及び弁設置費                  φ500×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    156,500.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       156,500.000　

HU0250300           不断水連絡及び弁設置費                  φ500×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    162,500.000）
鋳鉄管用                                                    162,500.000　

HU0250400           不断水連絡及び弁設置費                  φ500×φ250､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    279,500.000）
鋳鉄管用                                                    279,500.000　

HU0250500           不断水連絡及び弁設置費                  φ500×φ300､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    325,500.000）
鋳鉄管用                                                    325,500.000　
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HU0260000           不断水連絡及び弁設置費                  φ600×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                 箇所 1.000 （    128,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       128,000.000　

HU0260100           不断水連絡及び弁設置費                  φ600×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    139,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       139,000.000　

HU0260200           不断水連絡及び弁設置費                  φ600×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    156,500.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       156,500.000　

HU0260300           不断水連絡及び弁設置費                  φ600×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    162,500.000）
鋳鉄管用                                                    162,500.000　

HU0260400           不断水連絡及び弁設置費                  φ600×φ250､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    279,500.000）
鋳鉄管用                                                    279,500.000　

HU0260500           不断水連絡及び弁設置費                  φ600×φ300､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    325,500.000）
鋳鉄管用                                                    325,500.000　

HU0270000           不断水連絡及び弁設置費                  φ700×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                 箇所 1.000 （    160,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       160,000.000　

HU0270100           不断水連絡及び弁設置費                  φ700×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    170,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       170,000.000　

HU0270200           不断水連絡及び弁設置費                  φ700×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    188,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       188,000.000　

HU0270300           不断水連絡及び弁設置費                  φ700×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    188,000.000）
鋳鉄管用                                                    188,000.000　

HU0270400           不断水連絡及び弁設置費                  φ700×φ250､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    294,000.000）
鋳鉄管用                                                    294,000.000　

HU0270500           不断水連絡及び弁設置費                  φ700×φ300､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    312,500.000）
鋳鉄管用                                                    312,500.000　

HU0280000           不断水連絡及び弁設置費                  φ800×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                 箇所 1.000 （    160,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       160,000.000　

HU0280100           不断水連絡及び弁設置費                  φ800×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    170,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       170,000.000　
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基   礎   単   価   一   覧   表
世代グループ： Ｒ２年４月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水割字管設置費 → 鋳鉄管用

固有ｺｰﾄﾞ  代替ｺｰﾄﾞ1 単価名称／種別              形状寸法／備考 摘要１／摘要２ 単位名称 単位数量 査定／実施単価

HU0280200           不断水連絡及び弁設置費                  φ800×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    188,000.000）
鋳鉄管用､SUSﾌﾞｯｼｭ含む                                       188,000.000　

HU0280300           不断水連絡及び弁設置費                  φ800×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    232,000.000）
鋳鉄管用                                                    232,000.000　

HU0280400           不断水連絡及び弁設置費                  φ800×φ250､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    300,500.000）
鋳鉄管用                                                    300,500.000　

HU0280500           不断水連絡及び弁設置費                  φ800×φ300､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    312,500.000）
鋳鉄管用                                                    312,500.000　
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基   礎   単   価   一   覧   表
世代グループ： Ｒ２年４月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水割字管設置費 → 石綿管用

固有ｺｰﾄﾞ  代替ｺｰﾄﾞ1 単価名称／種別              形状寸法／備考 摘要１／摘要２ 単位名称 単位数量 査定／実施単価

HU0335000           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                               箇所 1.000 （    109,200.000）
石綿管用                                                    109,200.000　

HU0335100           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    113,400.000）
石綿管用                                                    113,400.000　

HU0335200           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    130,200.000）
石綿管用                                                    130,200.000　

HU0335300           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    138,600.000）
石綿管用                                                    138,600.000　

HU0430400           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ300×φ250､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    243,000.000）
石綿管用                                                    243,000.000　

HU0430500           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ300×φ300､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    270,500.000）
石綿管用                                                    270,500.000　

HU0435000           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                 箇所 1.000 （    104,000.000）
石綿管用                                                    104,000.000　

HU0435100           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    108,000.000）
石綿管用                                                    108,000.000　

HU0435200           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    124,000.000）
石綿管用                                                    124,000.000　

HU0435300           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    132,000.000）
石綿管用                                                    132,000.000　

HU0435400           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ250､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    257,500.000）
石綿管用                                                    257,500.000　

HU0435500           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ300､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    285,500.000）
石綿管用                                                    285,500.000　
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基   礎   単   価   一   覧   表
世代グループ： Ｒ２年４月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水割字管設置費 → 塩ﾋﾞ管用

固有ｺｰﾄﾞ  代替ｺｰﾄﾞ1 単価名称／種別              形状寸法／備考 摘要１／摘要２ 単位名称 単位数量 査定／実施単価

HU0505000           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ50×φ50､ﾊﾞﾙﾌﾞ一体                                        箇所 1.000 （     74,500.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    74,500.000　

HU0625400           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ250×φ250､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    241,000.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    241,000.000　

HU0630400           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ300×φ250､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    245,000.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    245,000.000　

HU0630500           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ300×φ300､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    271,000.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    271,000.000　

HU0635000           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                               箇所 1.000 （    109,200.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    109,200.000　

HU0635100           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    113,400.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    113,400.000　

HU0635200           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    130,200.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    130,200.000　

HU0635300           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    138,600.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    138,600.000　

HU0635400           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ250､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    245,000.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    245,000.000　

HU0635500           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ300､ｿﾌﾄ弁一体､K形受口                              箇所 1.000 （    271,000.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    271,000.000　

HU0730400           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ300×φ250､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    243,000.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    243,000.000　

HU0730500           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ300×φ300､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    270,500.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    270,500.000　

HU0735000           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                 箇所 1.000 （    104,000.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    104,000.000　

HU0735100           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    108,000.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    108,000.000　
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基   礎   単   価   一   覧   表
世代グループ： Ｒ２年４月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水割字管設置費 → 塩ﾋﾞ管用

固有ｺｰﾄﾞ  代替ｺｰﾄﾞ1 単価名称／種別              形状寸法／備考 摘要１／摘要２ 単位名称 単位数量 査定／実施単価

HU0735200           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    124,000.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    124,000.000　

HU0735300           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ200､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    132,000.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    132,000.000　

HU0735400           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ250､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    257,500.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    257,500.000　

HU0735500           不断水割T字管及び仕切弁設置費           φ350×φ300､ｿﾌﾄ弁一体､ﾌﾗﾝｼﾞ                                箇所 1.000 （    285,500.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    285,500.000　
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基   礎   単   価   一   覧   表
世代グループ： Ｒ２年４月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水割字管設置費 → 鋳鉄管用(耐震管)

固有ｺｰﾄﾞ  代替ｺｰﾄﾞ1 単価名称／種別              形状寸法／備考 摘要１／摘要２ 単位名称 単位数量 査定／実施単価

HU0835000           不断水連絡及び弁設置費(耐震型)          φ350×φ75､ｿﾌﾄ弁一体､K･NS･融着ﾎﾟﾘ挿口                      箇所 1.000 （    128,500.000）
鋳鉄管用                                                    128,500.000　

HU0835100           不断水連絡及び弁設置費(耐震型)          φ350×φ100､ｿﾌﾄ弁一体､K･NS･融着ﾎﾟﾘ挿口                     箇所 1.000 （    141,650.000）
鋳鉄管用                                                    141,650.000　

HU0835200           不断水連絡及び弁設置費(耐震型)          φ350×φ150､ｿﾌﾄ弁一体､K･NS･融着ﾎﾟﾘ挿口                     箇所 1.000 （    171,400.000）
鋳鉄管用                                                    171,400.000　

HU0925400           不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型)   φ250×φ250､作業用弁一体､K形挿口                           箇所 1.000 （    245,000.000）
鋳鉄管用､移動防止金具含む                                   245,000.000　

HU0930400           不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型)   φ300×φ250､作業用弁一体､K形挿口                           箇所 1.000 （    245,000.000）
鋳鉄管用､移動防止金具含む                                   245,000.000　

HU0930500           不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型)   φ300×φ300､作業用弁一体､K形挿口                           箇所 1.000 （    258,000.000）
鋳鉄管用､移動防止金具含む                                   258,000.000　

HU0A25400           不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型)   φ250×φ250､作業用弁一体､K形挿口(45°)                     箇所 1.000 （    245,000.000）
鋳鉄管用､移動防止金具含む                                   245,000.000　

HU0A30500           不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型)   φ300×φ300､作業用弁一体､K形挿口(45°)                     箇所 1.000 （    258,000.000）
鋳鉄管用､移動防止金具含む                                   258,000.000　

HU0B25400           不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型)   φ250×φ250､作業用弁一体､K形挿口(90°)                     箇所 1.000 （    245,000.000）
鋳鉄管用､移動防止金具含む                                   245,000.000　

HU0B30500           不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型)   φ300×φ300､作業用弁一体､K形挿口(90°)                     箇所 1.000 （    258,000.000）
鋳鉄管用､移動防止金具含む                                   258,000.000　

HU0C25400           不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型)   φ250×φ250､作業用弁一体､K形受口                           箇所 1.000 （    319,000.000）
鋳鉄管用                                                    319,000.000　

HU0C30500           不断水割T字管及び仕切弁設置費(耐震型)   φ300×φ300､作業用弁一体､K形受口                           箇所 1.000 （    357,800.000）
鋳鉄管用                                                    357,800.000　
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基   礎   単   価   一   覧   表
世代グループ： Ｒ２年４月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水仕切弁設置費 → 鋳鉄管用

固有ｺｰﾄﾞ  代替ｺｰﾄﾞ1 単価名称／種別              形状寸法／備考 摘要１／摘要２ 単位名称 単位数量 査定／実施単価

HT0107500           不断水仕切弁設置費                      φ75                                                        箇所 1.000 （    159,333.000）
鋳鉄管用                                                    159,333.000　

HT0110000           不断水仕切弁設置費                      φ100                                                       箇所 1.000 （    177,000.000）
鋳鉄管用                                                    177,000.000　

HT0115000           不断水仕切弁設置費                      φ150                                                       箇所 1.000 （    212,666.000）
鋳鉄管用                                                    212,666.000　

HT0120000           不断水仕切弁設置費                      φ200                                                       箇所 1.000 （    256,666.000）
鋳鉄管用                                                    256,666.000　

HT0125000           不断水仕切弁設置費                      φ250                                                       箇所 1.000 （    421,000.000）
鋳鉄管用                                                    421,000.000　

HT0130000           不断水仕切弁設置費                      φ300                                                       箇所 1.000 （    566,000.000）
鋳鉄管用                                                    566,000.000　

HT0135000           不断水仕切弁設置費                      φ350                                                       箇所 1.000 （    750,000.000）
鋳鉄管用                                                    750,000.000　

HT0140000           不断水仕切弁設置費                      φ400                                                       箇所 1.000 （    947,666.000）
鋳鉄管用                                                    947,666.000　

HT0145000           不断水仕切弁設置費                      φ450                                                       箇所 1.000 （  1,177,500.000）
鋳鉄管用                                                    1,177,500.000　

HT0150000           不断水仕切弁設置費                      φ500                                                       箇所 1.000 （  1,404,000.000）
鋳鉄管用                                                    1,404,000.000　

HT0160000           不断水仕切弁設置費                      φ600                                                       箇所 1.000 （  2,287,500.000）
鋳鉄管用                                                    2,287,500.000　

HT0220300           不断水仕切弁設置費                      φ200×φ200                                                箇所 1.000 （    407,000.000）
鋳鉄管用 ﾔﾉ･ｽﾄｯﾊﾟｰⅡ型                                      407,000.000　
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基   礎   単   価   一   覧   表
世代グループ： Ｒ２年４月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水仕切弁設置費 → 石綿管用

固有ｺｰﾄﾞ  代替ｺｰﾄﾞ1 単価名称／種別              形状寸法／備考 摘要１／摘要２ 単位名称 単位数量 査定／実施単価

HT0307500           不断水仕切弁設置費                      φ75                                                        箇所 1.000 （    207,000.000）
石綿管用                                                    207,000.000　

HT0310000           不断水仕切弁設置費                      φ100                                                       箇所 1.000 （    217,000.000）
石綿管用                                                    217,000.000　

HT0312500           不断水仕切弁設置費                      φ125                                                       箇所 1.000 （    256,000.000）
石綿管用                                                    256,000.000　

HT0315000           不断水仕切弁設置費                      φ150                                                       箇所 1.000 （    259,000.000）
石綿管用                                                    259,000.000　

HT0320000           不断水仕切弁設置費                      φ200                                                       箇所 1.000 （    581,500.000）
石綿管用                                                    581,500.000　

HT0325000           不断水仕切弁設置費                      φ250                                                       箇所 1.000 （    711,000.000）
石綿管用                                                    711,000.000　

HT0330000           不断水仕切弁設置費                      φ300                                                       箇所 1.000 （    893,500.000）
石綿管用                                                    893,500.000　
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基   礎   単   価   一   覧   表
世代グループ： Ｒ２年４月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水仕切弁設置費 → 塩ﾋﾞ管用

固有ｺｰﾄﾞ  代替ｺｰﾄﾞ1 単価名称／種別              形状寸法／備考 摘要１／摘要２ 単位名称 単位数量 査定／実施単価

HT0407500           不断水仕切弁設置費                      φ75                                                        箇所 1.000 （    145,333.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    145,333.000　

HT0410000           不断水仕切弁設置費                      φ100                                                       箇所 1.000 （    161,666.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    161,666.000　

HT0415000           不断水仕切弁設置費                      φ150                                                       箇所 1.000 （    192,333.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    192,333.000　

HT0420000           不断水仕切弁設置費                      φ200                                                       箇所 1.000 （    262,666.000）
塩ﾋﾞ管用                                                    262,666.000　
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基   礎   単   価   一   覧   表
世代グループ： Ｒ２年４月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水仕切弁設置費 → HPPE用

固有ｺｰﾄﾞ  代替ｺｰﾄﾞ1 単価名称／種別              形状寸法／備考 摘要１／摘要２ 単位名称 単位数量 査定／実施単価

HT0507500           不断水仕切弁設置費                      φ75                                                        箇所 1.000 （    198,000.000）
HPPE用                                                      198,000.000　

HT0510000           不断水仕切弁設置費                      φ100                                                       箇所 1.000 （    212,500.000）
HPPE用                                                      212,500.000　

HT0515000           不断水仕切弁設置費                      φ150                                                       箇所 1.000 （    255,000.000）
HPPE用                                                      255,000.000　

HT0520000           不断水仕切弁設置費                      φ200                                                       箇所 1.000 （    326,000.000）
HPPE用                                                      326,000.000　
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基   礎   単   価   一   覧   表
世代グループ： Ｒ２年４月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 不断水仕切弁設置費 → 鋼管用

固有ｺｰﾄﾞ  代替ｺｰﾄﾞ1 単価名称／種別              形状寸法／備考 摘要１／摘要２ 単位名称 単位数量 査定／実施単価

HT0607500           不断水仕切弁設置費                      φ75                                                        箇所 1.000 （    163,666.000）
鋼管用                                                      163,666.000　

HT0610000           不断水仕切弁設置費                      φ100                                                       箇所 1.000 （    182,000.000）
鋼管用                                                      182,000.000　

HT0612500           不断水仕切弁設置費                      φ125                                                       箇所 1.000 （    209,666.000）
鋼管用                                                      209,666.000　

HT0615000           不断水仕切弁設置費                      φ150                                                       箇所 1.000 （    218,000.000）
鋼管用                                                      218,000.000　

HT0620000           不断水仕切弁設置費                      φ200                                                       箇所 1.000 （    262,666.000）
鋼管用                                                      262,666.000　

HT0625000           不断水仕切弁設置費                      φ250                                                       箇所 1.000 （    435,333.000）
鋼管用                                                      435,333.000　

HT0630000           不断水仕切弁設置費                      φ300                                                       箇所 1.000 （    604,000.000）
鋼管用                                                      604,000.000　

HT0635000           不断水仕切弁設置費                      φ350                                                       箇所 1.000 （    810,000.000）
鋼管用                                                      810,000.000　

HT0640000           不断水仕切弁設置費                      φ400                                                       箇所 1.000 （  1,085,000.000）
鋼管用                                                      1,085,000.000　

HT0645000           不断水仕切弁設置費                      φ450                                                       箇所 1.000 （  1,294,000.000）
鋼管用                                                      1,294,000.000　

HT0650000           不断水仕切弁設置費                      φ500                                                       箇所 1.000 （  1,735,000.000）
鋼管用                                                      1,735,000.000　

HT0660000           不断水仕切弁設置費                      φ600                                                       箇所 1.000 （  2,328,000.000）
鋼管用                                                      2,328,000.000　
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基   礎   単   価   一   覧   表
世代グループ： Ｒ２年４月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → ABS工法 → 工法1

固有ｺｰﾄﾞ  代替ｺｰﾄﾞ1 単価名称／種別              形状寸法／備考 摘要１／摘要２ 単位名称 単位数量 査定／実施単価

HW0107500           ABS工法(工法1)                          φ75                                                        箇所 1.000 （    230,400.000）
DIP 平日･昼間での材料費･労務費含                            230,400.000　

HW0110000           ABS工法(工法1)                          φ100                                                       箇所 1.000 （    231,700.000）
DIP 平日･昼間での材料費･労務費含                            231,700.000　

HW0115000           ABS工法(工法1)                          φ150                                                       箇所 1.000 （    328,000.000）
DIP 平日･昼間での材料費･労務費含                            328,000.000　

HW0205000           ABS工法(工法1)                          φ50                                                        箇所 1.000 （    149,010.000）
塩ﾋﾞ､鋼管 平日･昼間での材料費･労務費含                      149,010.000　

HW0207500           ABS工法(工法1)                          φ75                                                        箇所 1.000 （    232,400.000）
塩ﾋﾞ､鋼管 平日･昼間での材料費･労務費含                      232,400.000　

HW0210000           ABS工法(工法1)                          φ100                                                       箇所 1.000 （    233,600.000）
塩ﾋﾞ､鋼管 平日･昼間での材料費･労務費含                      233,600.000　

HW0215000           ABS工法(工法1)                          φ150                                                       箇所 1.000 （    328,000.000）
塩ﾋﾞ､鋼管 平日･昼間での材料費･労務費含                      328,000.000　

HW0305000           ABS工法(工法1)                          φ50                                                        箇所 1.000 （    149,010.000）
石綿管 平日･昼間での材料費･労務費含                         149,010.000　

HW0307500           ABS工法(工法1)                          φ75                                                        箇所 1.000 （    238,200.000）
石綿管 平日･昼間での材料費･労務費含                         238,200.000　

HW0310000           ABS工法(工法1)                          φ100                                                       箇所 1.000 （    240,600.000）
石綿管 平日･昼間での材料費･労務費含                         240,600.000　

HW0315000           ABS工法(工法1)                          φ150                                                       箇所 1.000 （    338,900.000）
石綿管 平日･昼間での材料費･労務費含                         338,900.000　
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基   礎   単   価   一   覧   表
世代グループ： Ｒ２年４月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → ABS工法 → 工法2

固有ｺｰﾄﾞ  代替ｺｰﾄﾞ1 単価名称／種別              形状寸法／備考 摘要１／摘要２ 単位名称 単位数量 査定／実施単価

HW1107500           ABS工法(工法2)                          φ75                                                        箇所 1.000 （    243,710.000）
DIP 平日･昼間での材料費･労務費含                            243,710.000　

HW1110000           ABS工法(工法2)                          φ100                                                       箇所 1.000 （    245,210.000）
DIP 平日･昼間での材料費･労務費含                            245,210.000　

HW1115000           ABS工法(工法2)                          φ150                                                       箇所 1.000 （    345,980.000）
DIP 平日･昼間での材料費･労務費含                            345,980.000　

HW1205000           ABS工法(工法2)                          φ50                                                        箇所 1.000 （    128,600.000）
塩ﾋﾞ､鋼管 平日･昼間での材料費･労務費含                      128,600.000　

HW1207500           ABS工法(工法2)                          φ75                                                        箇所 1.000 （    243,160.000）
塩ﾋﾞ､鋼管 平日･昼間での材料費･労務費含                      243,160.000　

HW1210000           ABS工法(工法2)                          φ100                                                       箇所 1.000 （    245,480.000）
塩ﾋﾞ､鋼管 平日･昼間での材料費･労務費含                      245,480.000　

HW1215000           ABS工法(工法2)                          φ150                                                       箇所 1.000 （    348,270.000）
塩ﾋﾞ､鋼管 平日･昼間での材料費･労務費含                      348,270.000　

HW1305000           ABS工法(工法2)                          φ50                                                        箇所 1.000 （    128,600.000）
石綿管 平日･昼間での材料費･労務費含                         128,600.000　

HW1307500           ABS工法(工法2)                          φ75                                                        箇所 1.000 （    243,710.000）
石綿管 平日･昼間での材料費･労務費含                         243,710.000　

HW1310000           ABS工法(工法2)                          φ100                                                       箇所 1.000 （    245,300.000）
石綿管 平日･昼間での材料費･労務費含                         245,300.000　

HW1315000           ABS工法(工法2)                          φ150                                                       箇所 1.000 （    345,980.000）
石綿管 平日･昼間での材料費･労務費含                         345,980.000　
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基   礎   単   価   一   覧   表
世代グループ： Ｒ２年４月度

代価使用材料 → その他 → 工事費 → 凍結工法 → 鋳鉄管用

固有ｺｰﾄﾞ  代替ｺｰﾄﾞ1 単価名称／種別              形状寸法／備考 摘要１／摘要２ 単位名称 単位数量 査定／実施単価

HV0107500           凍結工法(1988年以前のDIP)               φ75                                                        箇所 1.000 （     87,000.000）
DIP                                                         87,000.000　

HV0110000           凍結工法(1988年以前のDIP)               φ100                                                       箇所 1.000 （     99,000.000）
DIP                                                         99,000.000　

HV0115000           凍結工法(1988年以前のDIP)               φ150                                                       箇所 1.000 （    138,000.000）
DIP                                                         138,000.000　

HV0120000           凍結工法(1988年以前のDIP)               φ200                                                       箇所 1.000 （    295,000.000）
DIP                                                         295,000.000　

HV0125000           凍結工法(1988年以前のDIP)               φ250                                                       箇所 1.000 （    450,000.000）
DIP                                                         450,000.000　

HV0207500           凍結工法(1989年以降のDIP)               φ75                                                        箇所 1.000 （     98,000.000）
DIP                                                         98,000.000　

HV0210000           凍結工法(1989年以降のDIP)               φ100                                                       箇所 1.000 （    114,000.000）
DIP                                                         114,000.000　

HV0215000           凍結工法(1989年以降のDIP)               φ150                                                       箇所 1.000 （    165,000.000）
DIP                                                         165,000.000　

HV0220000           凍結工法(1989年以降のDIP)               φ200                                                       箇所 1.000 （    354,000.000）
DIP                                                         354,000.000　

HV0225000           凍結工法(1989年以降のDIP)               φ250                                                       箇所 1.000 （    563,000.000）
DIP                                                         563,000.000　
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