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工　事　価　格

消　費　税　額

本　工　事　費

富山市土地開発公社



　　本工事は、呉羽南部企業団地造成事業として富山市池多地内において、

下記のとおり消雪施設機械・電気設備の設置をするものである。

１　工場製作工  一式

２　工場塗装工  一式

３　水中汚水ポンプ  （取水用・低圧） １台                     （B,Cブロック市道用・低圧） １台

                            （Cブロック企業用 ・低圧） １台        （Bブロック企業用 ・高圧） １台

４　落差スクリーン  ４基

５　電磁流量計（200A）B,Cブロック市道用 １台　　Bブロック企業用 １台

 　　　　　　　　　（150A）Cブロック企業用 １台

６　空気弁  ３個

７　電子式圧力センサー　Bブロック企業用 １個、Cブロック企業用 １個　　　　　　　　　　

８　電動取水水門   １基　　　　　　　　　　

９　ポンプ操作盤（市道用・企業用 ） 一式

１０ キュービクル    １面

１１取水スクリーン　一式

設　計　の　概　要　　　

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

製作原価

　直接製作費

　　　補助材料費対象（製作） 1.0 式 №3

　　　補助材料費 1.0 式

　　　材料費 1.0 式 №4

　　　直接労務費 1.0 式 №5

　　　塗装費 亜鉛メッキ 1.0 式 №6

　　　機械単体費 1.0 式 №7

　直接製作費計

　間接製作費

　　　間接労務費 消融雪設備

　　　工場管理費 消融雪設備

　間接製作費計

工場製作費

　　　機械単体費 1.0 式 №8

製作原価

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

据付工事原価

　直接工事費

　　　輸送費 1.0 式 №9 

　　　機械設備材料費 1.0 式 №10

　　　労務費 1.0 式 №11

　　　電気設備材料費 1.0 式 №12

　　　労務費 1.0 式 №15

　　　機械経費 1.0 式 №21

　　　据付補助材料費 1.0 式

　直接工事費計

　間接工事費

　　共通仮設費

　据付純工事費

　　現場管理費

　　据付工間接費(1)

　　据付工間接費(2)

　間接工事費計

据付工事原価

　　設計技術費

工事原価

　　一般管理費

工事価格

　　消費税相当額

本工事費

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

補助材料費対象（製作）

　鋼管(SGP) 350A 2.2 ｍ

　鋼管(SGP) 300A 3.7 ｍ

　鋼管(SGP) 250A 6.0 ｍ

　鋼管(SGP) 200A 25.4 ｍ

　鋼管(SGP) 150A 7.1 ｍ

　鋼管(SGP) 80A 0.3 ｍ

　鋼管(SGP白) 65A 5.8 ｍ

　鋼管(SGP白) 50A 8.0 ｍ

　鋼管(SGP白) 40A 14.4 ｍ

　ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 350A×90° 1.00 個

　ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 200A×90° 13.00 個

　ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 150A×90° 8.00 個

　ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 200A×45° 4.00 個

　ｼｮｰﾄｴﾙﾎﾞ 150A×45° 2.00 個

　ﾁｰｽﾞ 350A×350A 1.00 個

　ﾁｰｽﾞ 200A×200A 2.00 個

　径違いﾁｰｽﾞ 350A×200A 1.00 個

　径違いﾁｰｽﾞ 300A×200A 1.00 個

　ﾚｼﾞｭｰｻ 350A×300A 2.00 個

　ﾚｼﾞｭｰｻ 350A×200A 1.00 個

　ﾚｼﾞｭｰｻ 300A×200A 1.00 個

　ﾚｼﾞｭｰｻ 250A×200A 2.00 個

　ﾚｼﾞｭｰｻ 250A×150A 1.00 個

　ﾚｼﾞｭｰｻ 200A×150A 2.00 個

　ﾌﾗﾝｼﾞ 350A(0.98MPa) 4.00 枚

　ﾌﾗﾝｼﾞ 300A(0.98MPa) 5.00 枚

　ﾌﾗﾝｼﾞ 200A(0.98MPa) 39.00 枚

　ﾌﾗﾝｼﾞ 150A(0.98MPa) 9.00 枚

　ﾌﾗﾝｼﾞ 80A(0.98MPa) 3.00 枚

計

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

材料費

　ﾌﾗﾝｼﾞ継手材　 350A(0.98MPa) 2.00 組

　ﾌﾗﾝｼﾞ継手材　 300A(0.98MPa) 3.00 組

　ﾌﾗﾝｼﾞ継手材　 200A(0.98MPa) 32.00 組

　ﾌﾗﾝｼﾞ継手材　 150A(0.98MPa) 10.00 組

　ﾌﾗﾝｼﾞ継手材　 80A(0.98MPa) 3.00 組

計

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

製作労務費

　工場製作工 人

計

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

内　訳　明　細　表

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

塗装費 亜鉛メッキ

　工場塗装費 亜鉛メッキ ㎏

計

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

2,563.4

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

機械単体費

　水中汚水ポンプ
200V　300A×22kW
(着脱式、自然冷却)

1.0 台

　水中汚水ポンプ
200V　200A×22kW
(着脱式、強制冷却)

1.0 台

　水中汚水ポンプ
200V　200A×37kW
(着脱式、強制冷却)

1.0 台

　水中汚水ポンプ
200V　150A×22kW
(着脱式、強制冷却)

1.0 台

　落差式スクリ－ン　 3500 l/min 4.0 基

　電磁流量計　　　 200A 2.0 台

　電磁流量計　　　 150A 1.0 台

　凍結防止型急排空気弁 25A(80Aﾌﾗﾝｼﾞ付) 3.0 個

　電子式圧力センサー 2.0 個

　電動取水水門
B=1100 h=650 H=2000
ﾌﾞﾚｰｷﾓｰﾀｰ、開度計付 1.0 基

計

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

機械単体費

市道用操作盤

　ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤　22kw+22kw+0.4kw用　降雪検知器付 1.0 面

　ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤特別仕様 ﾎﾞｯｸｽｽﾃﾝﾚｽ式 1.0 面

　ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤特別仕様 電磁弁操作回路 1.0 式

　ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤特別仕様 指定色塗装 1.0 面

　時間計 ０＋復帰 1.0 台

企業団地用操作盤

　ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤　37kw用　降雪検知器付 1.0 面 Bﾌﾞﾛｯｸ用

　ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤　22kw用 1.0 面 Cﾌﾞﾛｯｸ用

　ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤特別仕様
ﾎﾞｯｸｽｽﾃﾝﾚｽ式
両開き

1.0 面

　ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤特別仕様　 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ200V 37kw 1.0 台 Bﾌﾞﾛｯｸ用

　ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤特別仕様　 ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ200V 22kw 1.0 台 Cﾌﾞﾛｯｸ用

　ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤特別仕様　 ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ 2.0 台

　ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤特別仕様　 圧力発信器 2.0 台

　ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤特別仕様　 圧力調節計 2.0 台

　ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤特別仕様　 指定色塗装 1.0 面

　時間計　 ０＋復帰 1.0 台

　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ　3φ3W,6600/210V,100KVA 1.0 面

計

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

輸送費

　汚水水中ポンプ輸送費

　　輸送費　Y=(0.85X＋44)×D＋103,000 1.0 式

　　　　　　X=850　　　　　　D=10

計

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

機械設備材料費

　ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ) 200A(0.98PMa) 7.0 個

　ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(丸ﾊﾝﾄﾞﾙ) 150A(0.98PMa) 2.0 個

　逆止弁(ｽｲﾝｸﾞ式)　 200A(0.98PMa) 2.0 個

　逆止弁(ｽｲﾝｸﾞ式)　 150A(0.98PMa) 1.0 個

　凍結防止ｶﾊﾞｰ　 200A 直管 ｶﾗｰ鋼板 4.7 ｍ

　凍結防止ｶﾊﾞｰ　 200A ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾗｰ鋼板 3.0 個

　凍結防止ｶﾊﾞｰ　 200A ｴﾙﾎﾞ ｶﾗｰ鋼板 3.0 個

　凍結防止ｶﾊﾞｰ　 200A ﾌﾗﾝｼﾞｶﾗｰ鋼板 1.0 個

　凍結防止ｶﾊﾞｰ　 150A 直管 ｶﾗｰ鋼板 2.1 ｍ

　凍結防止ｶﾊﾞｰ　 150A ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾗｰ鋼板 3.0 個

　凍結防止ｶﾊﾞｰ　 150A ｴﾙﾎﾞ ｶﾗｰ鋼板 3.0 個

　凍結防止ｶﾊﾞｰ　 150A ﾌﾗﾝｼﾞｶﾗｰ鋼板 1.0 個

　配管架台　　　 350A用 1.0 組

　配管架台　　　 300A用 1.0 組

　配管架台　　　 200A用 10.0 組

　配管架台　　　 150A用 4.0 組

　配管架台　　　 150A側壁用 2.0 組

　配管架台　　　 200A側壁用 2.0 組

　配管蓋板　　　 200A用 1.0 組

　配管蓋板　　　 150A用 1.0 組

　ｶﾞｲﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ支持金具　 300A用 1.0 個

　ﾎﾟﾝﾌﾟ架台　　 200A用 2.0 個

　ﾎﾟﾝﾌﾟ架台　　 150A用 1.0 個

　蓋板工１　　　 2050×900 1.0 組

　蓋板工２　　　 1200×800 3.0 組

　取水ｽｸﾘｰﾝ　　 B=1800 H=900 @50 1.0 組

　取水ｽｸﾘｰﾝAB B=6000 h=1100 1.0 基

　簡易水門AB B=1200 h=400 1.0 基

計

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

据付労務費

　水中汚水ポンプ据付 300A×22.0kW 1.0 式

　水中汚水ポンプ据付 200A×22.0kW 1.0 式

　水中汚水ポンプ据付 200A×37.0kW 1.0 式

　水中汚水ポンプ据付 150A×22.0kW 1.0 式

　配管据付費 1.0 式

　スクリーン据付費 1.0 式

　蓋板据付費 1.0 式

　水門据付費 1.0 式

　スクリーンAB据付費 1.0 式

計

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

電気設備材料費

　電線管 HIVE70 20.0 ｍ

　電線管 HIVE54 10.0 ｍ

　電線管 HIVE28 22.0 ｍ

　電線管 FEP80 22.0 ｍ

　電線管 FEP65 19.0 ｍ

　電線管 FEP50 8.0 ｍ

　電線管 FEP30 75.0 ｍ

　2種金属可とう管 ＃76 6.0 ｍ

　2種金属可とう管 ＃30 1.0 ｍ

　ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ VE70 2.0 個

　ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ VE28 3.0 個

　ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ HIVE70 1.0 個

　ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ　　　　 HIVE54 2.0 個

　ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ　　　　 HIVE28 5.0 個

　2号ｺﾈｸﾀ　　　　　 HIVE70 2.0 個

　2号ｺﾈｸﾀ　　　　　 HIVE28 1.0 個

　ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　　　　　 HIVE70 2.0 個

　ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　　　　　 HIVE54 2.0 個

　防水型ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ　 #76 5.0 個

　防水型ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ　 #30 6.0 個

　防水型ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ　 #76 6.0 個

　防水型ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ　 #30 1.0 個

　ﾍﾞﾙﾏｳｽ　 FEP80 5.0 個

　ﾍﾞﾙﾏｳｽ　 FEP65 3.0 個

　ﾍﾞﾙﾏｳｽ　 FEP50 2.0 個

　ﾍﾞﾙﾏｳｽ　 FEP30 12.0 個

　異種管接続材　 FEP80 3.0 個

　異種管接続材　 FEP65 1.0 個

　異種管接続材　 FEP50 2.0 個

　異種管接続材　 FEP30 8.0 個

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

　電線（高圧受電）　 EM-CET38□ 30.0 ｍ

　電線（動力）　　　 EM-CET60□ 5.0 ｍ

　電線（高圧制御）　 EM-CE5.5□-3C 30.0 ｍ

　電線（動力）　　　 EM-CET100□ 30.0 ｍ

　電線（接地）　　　 EM-IE38□ 10.0 ｍ

　電線（接地）　　　 EM-IE22□ 15.0 ｍ

　電線（接地）　　　 EM-IE14□ 10.0 ｍ

　電線（電動水門）　 EM-CE3.5□-4C 30.0 ｍ

　電線（電動水門）　 EM-CEE2□-12C 30.0 ｍ

　電線（圧力ｾﾝｻｰ）　 EM-CEES1.25□-3C 20.0 ｍ

　電線（電磁流量計） EM-CEES1.25□-2C 30.0 ｍ

　接地棒　 φ14×1500L 30.0 本

　同上ﾘｰﾄﾞ端子　 φ14～22□ 30.0 組

　接地極銅板　　 900□×1.5t 2.0 枚

　引込柱　　　　 CP10-19-350 1.0 本

　引込柱　　　　 CP12-19-350 1.0 本

　根枷　　　　　 CP用 2.0 組

　装柱金物　　　 4BD-HD-17 4.0 個

　装柱金物　　　 IBT-312 12.0 個

　足場ﾎﾞﾙﾄ　　　 CP用 20.0 個

　引込計器盤　　 1030×300×200 1.0 面

　引込計器盤　　 930×300×200 1.0 面

　ｹｰﾌﾞﾙﾌｯｸ 9.0 個

　高圧ｱﾚｽﾀ　　　 8.4kV　200A 3.0 台

　気中開閉器　　 7.2k  200A　GR付 1.0 基

　屋外端末処理材　 CVT38□ 1.0 組

　屋内端末処理材　 CVT38□ 1.0 組

　中出しｱｰﾑ　　　 0.9ﾊﾞﾝﾄﾞ付 1.0 本

　片出しｱｰﾑ　　　 0.9ﾊﾞﾝﾄﾞ付 4.0 本

　高圧ﾋﾟﾝ碍子 6.0 個

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

　引縄　　　　　　 赤 8.0 ｍ

　引縄　　　　　　 白 8.0 ｍ

　引きひもｶﾞｲﾄﾞ 1.0 組

　ﾁｺｰｱﾝｶｰ　　　　　　　支線ｱﾝｶｰすき形 3号 1.0 個

　ﾁｺｰｱﾝｶｰ　　　　　　　支線ｱﾝｶｰすき形 4号 1.0 個

　亜鉛ﾒｯｷ鋼ﾖﾘ線 38 21.0 ｍ

　巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 38 5.0 個

　玉碍子 100×100 2.0 個

　電力申請手続費 1.0 式

計

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

富山市土地開発公社
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据付労務費

　準備後片付　22.0＋22.0＋37.0＋22.0kW 1.0 式

　操作盤据付　22.0＋22.0＋37.0＋22.0kW 1.0 式

　電気配線　　22.0＋22.0＋37.0＋22.0kW 1.0 式

　総合試運転　22.0＋22.0＋37.0＋22.0kW 1.0 式

　接地工 A種 3.0 極

　接地工 B種 1.0 極

　接地工 D種 3.0 極

　キュービクル据付 1.0 面

　建柱工 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10ｍ以下 1.0 式

　建柱工 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱12ｍ以下 1.0 式

　気中開閉器取付 7.2k 1.0 基

　屋外端末処理材 高圧38□-3C 1.0 箇所

計

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

富山市土地開発公社



№16

単位 金　　額 摘　　要

労務費内訳

　水中汚水ポンプ据付 300A×22.0kW 1.0 台当り

　　機械設備据付工 3.6×0.5 人

　　普通作業員 3.6×0.5 人

　　合計

　水中汚水ポンプ据付 200A×22.0kW 1.0 台当り

　　機械設備据付工 3.6×0.5 人

　　普通作業員 3.6×0.5 人

　　合計

　水中汚水ポンプ据付 200A×37.0kW 1.0 台当り

　　機械設備据付工 5.5×0.5 人

　　普通作業員 5.5×0.5 人

　　合計

　水中汚水ポンプ据付 150A×22.0kW 1.0 台当り

　　機械設備据付工 3.6×0.5 人

　　普通作業員 3.6×0.5 人

　　合計

　配管据付費 1.0 台当り

　　機械設備据付工 43.48×0.5 人

　　普通作業員 43.48×0.5 人

　　合計

　スクリーン据付費 1.0 台当り

　　機械設備据付工 7×0.8 人

　　普通作業員 7×0.2 人

　　合計

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

　蓋板据付費 1.0 台当り

　　機械設備据付工 4×0.8 人

　　普通作業員 4×0.2 人

　　合計

　水門据付費 1.0 台当り

　　機械設備据付工 3×0.8 人

　　普通作業員 3×0.2 人

　　合計

　スクリーンAB据付費 1.0 台当り

　　機械設備据付工 2.8×0.8 人

　　普通作業員 2.8×0.2 人

　　合計

0

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

内　訳　明　細　表

富山市土地開発公社



№18

単位 金　　額 摘　　要

労務費内訳

機械設備工

　準備・後片付　22.0＋22.0＋37.0＋22.0kW 1.0 式当り

　　機械設備据付工 人

　　普通作業員 人

　　合計

　操作盤据付　22.0＋22.0＋37.0＋22.0kW 1.0 式当り

　　機械設備据付工 人

　　普通作業員 人

　　合計

　電気配線　22.0＋22.0＋37.0＋22.0kW 1.0 式当り

　　機械設備据付工 人

　　普通作業員 人

　　合計

　総合試運転　　22.0＋22.0＋37.0＋22.0kW 1.0 式当り

　　機械設備据付工 人

　　普通作業員 人

　　合計

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

労務費内訳

電気設備工

　接地設置工 A種 1.0 極当り

　　電工 人

　　普通作業員 人

　　合計

　接地設置工 B種 1.0 極当り

　　電工 人

　　普通作業員 人

　　合計

　接地設置工 D種 1.0 極当り

　　電工 人

　　普通作業員 人

　　合計

　キュービクル据付 低圧類 1.0 面当り

　　電気通信技術者 人

　　電工 人

　　普通作業員 人

　　合計

数量 単　価

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

労務費内訳

　コンクリート柱建て込み 10ｍ以下 1.0 本当り

　　電工 人

　　普通作業員 人

　　合計

　コンクリート柱建て込み 12ｍ以下 1.0 本当り

　　電工 人

　　普通作業員 人

　　合計

　気中開閉器取付 7.2k 1.0 基当り

　　電工 人

　　普通作業員 人

　　合計

　屋外端末処理材 高圧38□-3C 1.0 箇所当り

　　電工 人

　　合計

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

富山市土地開発公社
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単位 金　　額 摘　　要

機械経費

　　　ﾗﾌﾀﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t 日

　　　機械経費 ｳｪﾙﾀﾞｰ等 日

　　　高所作業車 16ｍ 日

　　　工具損料 ％

計

内　訳　明　細　表

項目　　工種　　施工名称 数量 単　価

富山市土地開発公社



(1) ポンプ

ポンプの仕様は下記の通りとする。

吐出量 全揚程 口径 出力

取水ポンプ 水中汚水ポンプ 自然冷却 12,580(l/min) 6.9ｍ φ300 22kw

送水ポンプ1 水中汚水ポンプ 強制冷却 3,890(l/min) 15.2ｍ φ200 22kw

送水ポンプ2 水中汚水ポンプ 強制冷却 4,760(l/min) 22.8ｍ φ200 37kw

送水ポンプ3 水中汚水ポンプ 強制冷却 3,470(l/min) 17.1ｍ φ150 22kw

共通項目

　着脱装置付

　電源電圧 200V

　主要部材質 ケーシング・・・FC250

羽根車　　・・・FC250

　塗装 変性エポ

　メカニカルシール潤滑装置(オイルリフター内蔵)

(2) 配管

配管に使用する材料は、配管用炭素鋼鋼管(SGP)とする。

接続は、溶接及びフランジ接合とする。

なお、防食の為、溶融亜鉛メッキ(HDZ55)を施すものとする。

(3) 防塵スクリーン

防塵スクリーンの仕様は下記の通りとする。

　材質 SUS304

　処理能力 3500・/分以上

　寸法 W=2006㎜　H=2000㎜　D=1400㎜

　スリット 0.8㎜

　取水口 背面200A

　吐出口 底部300A

　設置数 4基

主要設備機器仕様書

ポンプ 仕　　様



(4) 電動取水水門

　型式 電動スピンドル巻上式後面四方水密鋼製水門

　規格・寸法 扉体有効幅：1,100　扉体有効高：600　戸当り寸法：2,000

スピンドル：φ38×1,800　ネジ長：1,050（SUS304）

　材質 扉体：SS400　戸当り：SUS304

　塗装 扉体：溶融亜鉛メッキ仕上（HDZ55）

巻上機：ポリウレタン系塗装

　水密方法 後面四方ゴム水密　水密ゴム材質：ＣＲ

　巻上機 電動機：0.4kw 200V 60Hz　ブレーキ付モーター

開度計付　開閉速度約300㎜/min　手動ハンドル付

手動電動切替レバー付

　運転制御 市道用ポンプ制御盤内の制御回路による

(5) 仕切弁

　型式 ソフトシール仕切弁

　口径・台数 200A　7台

　口径・台数 150A　2台

　弁体材質 FCD45・EPDM

(6) 逆止弁

　型式 スイング式逆止弁

　口径・台数 200A　2台

　口径・台数 150A　1台

　弁体材質 FC200

(7) 流量計

　型式 電磁式流量計(発信器付)

　口径・台数 200A　2台

　口径・台数 150A　1台

　材質 ステンレス

　電源 電池駆動



(8) 圧力センサー

企業用各ポンプの送水圧力を制御するため系統毎にセンサーを設ける。

　JIS C0920防侵型

　使用最大圧力 2MPa

　測定レンジ 0～1MPa 出力信号　　4～20mA　2線式

　接続 G1/2ねじ込み

　精度 ±0.5%FS

　デジタル指示付

　付属品 ディストリビュータ

(9) 圧力調節計

送水圧力を制御するため系統毎に調節計を設ける。

　電流比例 PID型

　デジタル4桁表示

　指示精度 ±0.3%FS±1digit

　デジタル入力 4点

　デジタル出力 3点

　制御盤企業用に組込

(10) 制御盤　市道用

市道用送水ポンプ及び取水ポンプのための制御盤とする。

　電源 3Φ3W210VAC　北陸電力 融雪電源

　形状 屋外自立型

　寸法 W=1600　H=2000　D=500

　塗装 5YR2/1.5

　材質 SUS304

　降雪検知器 スノーアンテナ

　負荷 取水ポンプ22kw　スターデルタ

送水ポンプ22kw　スターデルタ

電動水門　0.4kw

　制御特記

　　電動水門 低水位検知時自動的にごみ取り動作を行うこと

　　指示 使用した水量及びポンプ運転時間を表示する指示計を設置すること



(11) 制御盤　企業用

企業用送水ポンプ2台のための制御盤とする。

　電源 3Φ3W210VAC　高圧受電盤より

　形状 屋外自立型

　寸法 W=1000　H=1900　D=500

　塗装 5YR2/1.5

　材質 SUS304

　降雪検知器 スノーアンテナ

　負荷 送水ポンプ37kw　インバータ駆動

送水ポンプ22kw　インバータ駆動

※インバータにはノイズフィルター及び力率改善用リアクトルを設けること

　制御特記

　　送水ポンプ 降雪動作・定圧制御を切替できること

　　定圧制御 常時一定圧力を保つよう制御を行うこと

　　降雪動作 降雪センサON時及び残雪処理設定時間のみ定圧制御

　　指示 使用した水量及びポンプ運転時間を表示する指示計を設置すること

(12) 高圧受電盤

企業用制御盤用の受変電設備として設ける。

　準拠規格 JIS C 4620

　仕様 国土交通省仕様

　形状 屋外自立型

　寸法 W=1605　h=2290　D=1610

　塗装 5YR2/1.5

　主遮断機形状 PF-S

　電源 3Φ3W6600VAC

　２次 3Φ3W210VAC

　容量 100kVA

　負荷用MCCB ポンプ37kw用・22kw用ごとにわけること

　付属品 限流ヒューズ、低圧ヒューズ、フック棒



機械単体費

名称 規格 数量 単位 単重 重量

水中汚水ポンプ 300A×22kW　(着脱式、自然冷却） 1.0 台 930.0 930.0

水中汚水ポンプ 200A×22kW　(着脱式、強制冷却） 1.0 台 545.0 545.0

水中汚水ポンプ 200A×37kW　(着脱式、強制冷却） 1.0 台 710.0 710.0

水中汚水ポンプ 150A×22kW　(着脱式、強制冷却） 1.0 台 495.0 495.0

落差式スクリーン 3500 l/min 4.0 基 570.0 2280.0

電磁流量計 200A 2.0 台 19.0 38.0

電磁流量計 150A 1.0 台 9.0 9.0

凍結防止型急排空気弁 25A（80Aフランジ付） 3.0 個 8.0 24.0

電子式圧力センサー 2.0 個

電動取水水門 ブレーキモーター、開度計付 1.0 基 300.0 300.0

内　訳　明　細　書



配管材料

名称 規格 数量 単位 単重 重量

鋼管（SGP） 350A 2.2 m 67.7 148.9

鋼管（SGP） 300A 3.7 m 53.0 196.1

鋼管（SGP） 250A 6.0 m 42.4 254.4

鋼管（SGP） 200A 25.4 m 30.1 764.5

鋼管（SGP） 150A 7.1 m 19.8 140.6

鋼管（SGP） 80A 0.3 m 8.8 2.6

鋼管（SGP白） 65A 5.8 m 7.5 43.3

鋼管（SGP白） 50A 8.0 m 5.3 42.5

鋼管（SGP白） 40A 14.4 m 5.3 76.5

ショートエルボ 350A×90° 1.0 個 37.8 37.8

ショートエルボ 200A×90° 13.0 個 9.6 124.8

ショートエルボ 150A×90° 8.0 個 4.7 37.8

ショートエルボ 200A×45° 4.0 個 4.8 19.2

ショートエルボ 150A×45° 2.0 個 2.4 4.7

チーズ 350A×350A 1.0 個 44.7 44.7

チーズ 200A×200A 2.0 個 6.8 13.7

径違いチーズ 350A×200A 1.0 個 11.9 11.9

径違いチーズ 300A×200A 1.0 個 0.8 0.8

レジューサ 350A×300A 2.0 個 21.2 42.4

レジューサ 350A×200A 1.0 個 18.3 18.3

レジューサ 300A×200A 1.0 個 9.3 9.3

レジューサ 250A×200A 2.0 個 6.9 13.7

レジューサ 250A×150A 1.0 個 6.3 6.3

レジューサ 200A×150A 2.0 個 4.1 8.2

フランジ 350A×0.98MPa 4.0 枚 18.2 72.8

フランジ 300A×0.98MPa 5.0 枚 13.8 69.0

フランジ 200A×0.98MPa 39.0 枚 7.5 293.7

フランジ 150A×0.98MPa 9.0 枚 6.3 57.1

フランジ 80A×0.98MPa 3.0 枚 2.6 7.8

フランジ継手材 350A×0.98MPa 2.0 組

フランジ継手材 300A×0.98MPa 3.0 組

フランジ継手材 200A×0.98MPa 32.0 組

フランジ継手材 150A×0.98MPa 10.0 組

フランジ継手材 80A×0.98MPa 3.0 組

内　訳　明　細　書



機械設備材料

名称 規格 数量 単位

ソフトシール仕切弁（丸ハンドル） 200A×0.98MPa 7.0 個

ソフトシール仕切弁（丸ハンドル） 150A×0.98MPa 2.0 個

逆止弁(スィング式） 200A×0.98MPa 2.0 個

逆止弁(スィング式） 150A×0.98MPa 1.0 個

凍結防止カバー 200A　直管　　　ｶﾗｰ鋼板 4.7 m

凍結防止カバー 200A　バルブ　　　　〃 3.0 個

凍結防止カバー 200A　エルボ　　ｶﾗｰ鋼板 3.0 個

凍結防止カバー 200A　フランジ　　　〃 1.0 個

凍結防止カバー 150A　直管　　　ｶﾗｰ鋼板 2.1 m

凍結防止カバー 150A　バルブ　　　　〃 3.0 個

凍結防止カバー 150A　エルボ　　ｶﾗｰ鋼板 3.0 個

凍結防止カバー 150A　フランジ　　　〃 1.0 個

配管架台 350A用 1.0 組 12.2kg/組亜鉛メッキ

配管架台 300A用 1.0 組 11.2kg/組 "

配管架台 200A用 10.0 組 8.0kg/組 "

配管架台 150A用 4.0 組 7.7kg/組 "

配管架台 150A側壁用 2.0 組 11.7kg/組 "

配管架台 200A側壁用 2.0 組 11.8kg/組 "

配管蓋板 200A用 1.0 組 9.4kg/組 "

配管蓋板 150A用 1.0 組 7.7kg/組 "

ガイドホルダー支持金具 300A用 1.0 個 11.4kg/個 "

ポンプ架台 200A用 2.0 個 28.7kg/個 "

ポンプ架台 150A用 1.0 個 26.9kg/個 "

蓋板工１ 2050×900 1.0 組 113.4kg/組"

蓋板工２ 1200×800 3.0 組 68.7kg/組 "

取水スクリーン B=1800,H=900,@50 1.0 組 116.5kg/組"

摘要

内　訳　明　細　書



取水、排水管

名称 規格 数量

塩ビ管直管 φ500 VM片受け直管 13.7 m 取水用

塩ビ管90°曲管 φ500 FT形継手 1.0 個 取水用

塩ビ管直管 VU300 4.0 m 排水管

塩ビ管直管 VP150 10.5 m 排水管

塩ビ管エルボ90° TS150 1.0 個 排水管

内　訳　明　細　書

摘要



Aﾌﾞﾛｯｸ取水スクリーン

名称 規格 数量

取水スクリーン B=6000,H=1100～800,@50 1.0 式 350kg/組 亜鉛メッキ

引上げ栓 B=1200,H=450 1.0 式 40kg/組 SUS,ﾒッキ

内　訳　明　細　書

摘要



Aﾌﾞﾛｯｸ取水スクリーン

名称 規格 数量

取水スクリーンAB B=6000,H=1100～800,@50 1.0 式 350kg/組 亜鉛メッキ

簡易水門AB B=1200,H=400 1.0 式 60kg/組 SUS,ﾒッキ

内　訳　明　細　書

摘要



内　訳　明　細　書 1

名称 規格 数量 単位

市道用操作盤

ポンプ操作盤 22kw+22kw+0.4kw用　降雪検知器付 1.0 面

ポンプ操作盤特別仕様 ﾎﾞｯｸｽｽﾃﾝﾚｽ式 1.0 面

ポンプ操作盤特別仕様 電動弁操作回路 1.0 式

ポンプ操作盤特別仕様 指定色塗装 1.0 面

時間計 ０＋復帰 1.0 台

企業団地用操作盤

ポンプ操作盤 37kw用　降雪検知器付 1.0 面 Bﾌﾞﾛｯｸ用

ポンプ操作盤 22kw用　 1.0 面 Cﾌﾞﾛｯｸ用

ポンプ操作盤特別仕様 ﾎﾞｯｸｽｽﾃﾝﾚｽ式 1.0 面

ポンプ操作盤特別仕様 インバーター200V 37kw 1.0 台 Bﾌﾞﾛｯｸ用

ポンプ操作盤特別仕様 インバーター200V 22kw 1.0 台 Cﾌﾞﾛｯｸ用

ポンプ操作盤特別仕様 ディストリビューター 2.0 台

ポンプ操作盤特別仕様 圧力発信器 2.0 台

ポンプ操作盤特別仕様 圧力調節計 2.0 台

ポンプ操作盤特別仕様 指定色塗装 1.0 面

時間計 ０＋復帰 1.0 台

キュービクル 3φ3W,6600/210V,100KVA 1.0 面



内　訳　明　細　書 2

名称 規格 数量 単位

電線管 HIVE70 20.0 m

電線管 HIVE54 10.0 m

電線管 HIVE28 22.0 m

電線管 FEP80 49.0 m

電線管 FEP65 19.0 m

電線管 FEP50 8.0 m

電線管 FEP30 88.0 m

2種金属可とう管 ♯76 6.0 m

2種金属可とう管 ♯30 1.0 m

エントランスキャップ VE70 2.0 個

エントランスキャップ VE28 3.0 個

ノーマルベンド HIVE70 1.0 個

ノーマルベンド HIVE54 2.0 個

ノーマルベンド HIVE28 5.0 個

2号コネクタ HIVE70 2.0 個

2号コネクタ HIVE28 1.0 個

ブッシング HIVE70 2.0 個

ブッシング HIVE54 2.0 個

ブッシング HIVE28 0.0 個

防水型ユニオンボックスコネクタ ♯76 5.0 個

防水型ユニオンボックスコネクタ ♯30 6.0 個

防水型ユニオンカップリング ♯76 6.0 個

防水型ユニオンカップリング ♯30 1.0 個

ベルマウス FEP80 5.0 個

ベルマウス FEP65 3.0 個

ベルマウス FEP50 2.0 個

ベルマウス FEP30 12.0 個

異種管接続材 FEP80 3.0 個

異種管接続材 FEP65 1.0 個

異種管接続材 FEP50 2.0 個

異種管接続材 FEP30 8.0 個

電線（高圧受電） EM-CET38・ 30.0 m

電線（動力） EM-CET60・ 5.0 m

電線（高圧制御） EM-CE5.5・-3C 30.0 m

電線（動力） EM-CET100・ 30.0 m

電線（接地） EM-IE38・ 10.0 m

電線（接地） EM-IE22・ 15.0 m

電線（接地） EM-IE14・ 10.0 m

電線（電動水門） EM-CE3.5・-4C 30.0 m

電線（電動水門） EM-CEE2 ・-12C 30.0 m



内　訳　明　細　書 3

名称 規格 数量

電線（圧力センサー） EM-CEES1.25・-3C 20.0 m

電線（電磁流量計） EM-CEES1.25・-2C 30.0 m

接地棒 φ14×1500L 30.0 本

同上リード端子 φ14～22・ 30.0 組

接地極銅板 900・×1.5t 2.0 枚

引込柱 CP10-19-350 1.0 本

引込柱 CP12-19-350 1.0 本

根枷 CP用 2.0 組

装柱金物 4BD-HD-17 4.0 個

装柱金物 IBT-312 12.0 個

足場ボルト CP用 20.0 個

引込計器盤 1030×300×200 1.0 面

引込計器盤 930×300×200 1.0 面

ケーブルフック 9.0 個

高圧アレスタ 8.4kV　200A 3.0 台

気中開閉器 7.2k　200A　GR付 1.0 基

屋外端末処理材 CVT38・ 1.0 組

屋内端末処理材 CVT38・ 1.0 組

中出しアーム 0.9バンド付 1.0 本

片出しアーム 0.9バンド付 4.0 本

高圧ピン碍子 6.0 個

引縄 赤 8.0 m

引縄 白 8.0 m

引きひもガイド 1.0 組

準備跡片付 22kw+22kw+0.4kw+37kw+22kw 1.0 式

操作盤据付 2.0 面

電気配線 22kw+22kw+0.4kw+37kw+22kw 1.0 式

総合試運転 22kw+22kw+0.4kw+37kw+22kw 1.0 式

接地工 A種 3.0 極

接地工 B種 1.0 極

接地工 D種 3.0 極

キュービクル据付 低圧類 1.0 面

建柱工 コンクリート柱10m以下 1.0 式

建柱工 コンクリート柱12m以下 1.0 式

気中開閉器取付 7.2k 1.0 基

屋外端末処理材 高圧38・-3C 1.0 箇所

チコーアンカー 支線アンカーすき形　3号 1.0 個

チコーアンカー 支線アンカーすき形  4号 1.0 個

亜鉛メッキ鋼ヨリ線 38 21.0 m

巻付グリップ 38 5.0 個



内　訳　明　細　書 4

名称 規格 数量

玉碍子 100×100 2.0 個



電気配管数量表

70 54 28 70 54 28 70 54 28 70 54 28 70 54 28 70 54 28
受け点 ～ ＷＨＭ 5.0 1.0 1.0
ＷＨＭ ～ 操作盤 2.0 1.0
操作盤 ～ 取水ポンプ
操作盤 ～ 送水ポンプ1 4.0 1.0
操作盤 ～ 電磁流量計 2.0 1.0 1.0
操作盤 ～ 電動水門 2.0 2.0
操作盤 ～ 水位計(取水） 4.0
操作盤 ～ 水位計(送水） 4.0

受け点 ～ ＷＨＭ 4.0 1.0
ＷＨＭ ～ キュービクル 2.0 2.0 1.0 1.0

キュービクル ～ 操作盤
操作盤 ～ 送水ポンプ2 10.0 2.0 2.0
操作盤 ～ 送水ポンプ3 3.0 1.0 1.0
操作盤 ～ 電磁流量計2 2.0 1.0 1.0
操作盤 ～ 電磁流量計3 2.0 1.0 1.0
操作盤 ～ 水位計 4.0
操作盤 ～ 圧力センサ1 1.0 1.0 1.0
操作盤 ～ 圧力センサ2 1.0 1.0 1.0

20.0 10.0 22.0 2.0 0.0 3.0 1.0 2.0 5.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
電気配管数量表

♯76 ♯30 ♯76 ♯30 ♯76 ♯30 80 65 50 30 80 65 50 30 80 65 50 30
受け点 ～ ＷＨＭ 2.0 1.0 2.0
ＷＨＭ ～ 操作盤 2.0 2.0 2.0 17.0 1.0 1.0
操作盤 ～ 取水ポンプ 15.0 2.0
操作盤 ～ 送水ポンプ 4.0 1.0 1.0
操作盤 ～ 電磁流量計 6.0 1.0 1.0
操作盤 ～ 電動水門 21.0 2.0 2.0
操作盤 ～ 水位計(取水） 15.0 2.0
操作盤 ～ 水位計(送水） 4.0 2.0

受け点 ～ ＷＨＭ 1.0 1.0 1.0
ＷＨＭ ～ キュービクル 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 18.0 18.0 1.0 1.0 1.0 1.0

キュービクル ～ 操作盤 10.0 2.0
操作盤 ～ 送水ポンプ2 8.0 2.0 2.0
操作盤 ～ 送水ポンプ3 4.0 1.0 1.0
操作盤 ～ 電磁流量計2 7.0 1.0 1.0
操作盤 ～ 電磁流量計3 6.0 1.0 1.0
操作盤 ～ 水位計 4.0 1.0 1.0
操作盤 ～ 圧力センサ1 7.0 1.0 1.0
操作盤 ～ 圧力センサ2 6.0 1.0 1.0

6.0 1.0 5.0 1.0 6.0 6.0 49.0 19.0 8.0 88.0 5.0 3.0 2.0 12.0 3.0 1.0 2.0 8.0

2号コネクタ TSカップリング区間
低圧

HIVE エントランス

2種金属可とう管

高圧

ノーマル ブッシング

合計

高圧

低圧

合計

区間 異種管継手防水型ユニオンC 防水型ボックスC FEP ベルマウス



枚数縮尺

種別

件名

富山市都市開発公社

平成 21 年　 　月　  日 図面

図示

消雪施設一般図

呉羽南部企業団地

消雪施設一般図

D

A

B

B

C

C

D

A

H

H

G

G

E E

F

F

引込電柱（高圧）
CP12-19-350

引込電柱（低圧）
CP10-19-350

2

S=1/100

その2

その2



φ300

口径

12,580(l/min)

吐出量

6.9m

全揚程

22kw

出力

φ2003,890(l/min) 15.2m 22kw

φ2004,760(l/min) 22.8m 37kw

φ1503,470(l/min) 17.1m 22kw

ポンプ規格

枚数縮尺

種別

件名

富山市都市開発公社

平成 21 年　 　月　  日 図面

1/100

断面図

呉羽南部企業団地

3



枚数縮尺

種別

件名

富山市都市開発公社

平成 21 年　 　月　  日 図面

図示

落差式スクリーン(S-20型）

呉羽南部企業団地

4



枚数縮尺

種別

件名

富山市都市開発公社

平成 21 年　 　月　  日 図面

図示

配管架台図　S=1/10 ｶﾞｲﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ支持金具　S=1/10

Ｌ
Ｌ

配管蓋板　S=1/10

Ｌポンプ架台図　S=1/10

Ｌ

 ※ 指定なき材質のものは、すべて亜鉛メッキとする。

 特 記 ) 

Ｌ Ｌ

Ｌ

5



枚数縮尺

種別

件名

富山市都市開発公社

平成 21 年　 　月　  日 図面

図示

取水スクリーン(1800×900)

呉羽南部企業団地

 指定なき材質は、全て亜鉛メッキとする。
特 記)

取 水 ス ク リ ー ン S=1/10

正 面 図 側 面 図

平 面 図

10



取水スクリーン（Aﾌﾞﾛｯｸ）

水門1000×600

1/20

件名

種別

縮尺 枚数

図面平成21年　 月　　日

富山市土地開発公社

FB-6×50

架台
PL-6

FB-6×50

RB-19

PL-6

PL-6

架台
PL-6

PL-3(SUS)

L-65×65×6

取水スクリーン（Aﾌﾞﾛｯｸ） 簡易水門（Aﾌﾞﾛｯｸ）

指示無き材質のものはSS400亜鉛メッキとする。

亜鉛メッキ

巻上げ機

平面図

正面図

側面図

平面図 側面図

呉羽南部企業団地

11



側 面 図 S=1／10

電 動 取 水 水 門

正 面 図 S=1／10

後面四方水密鋼製水門

スピンドルカバー

扉　　体

巻 上 機

スピンドル

戸 当 り

塗　　装

メッキ

SUS304

SUS304

SGP

SS400

材　　質

－

－

全長＝

ネジ＝全長＝

備　　考

注　記

　指定なき材質は、すべてSS400とする。

38φ

38φ LTKD-02　0.4kw

1,800 1050

750

［-130x65x6

（SUS304）

38φスピンドル

スピンドルカバー

Pipe－65A（SGP）

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系

枚数縮尺

種別

件名

富山市都市開発公社

平成 21 年　 　月　  日 図面

図示

電動取水水門

呉羽南部企業団地

14



引込電柱（高圧）
CP12-19-350

取水ポンプ

φ300×22kw

電動取水水門

枚数縮尺

種別

件名

富山市都市開発公社

平成 21 年　 　月　  日 図面

図示

電気配線図

呉羽南部企業団地

市道用送水ポンプ

φ200×22kw

送水ポンプ（Ｃブロック企業団地）

φ150×22kw

φ200×37kw

操作盤（市道用）22kw+22kw

操作盤(企業用） 37kw+22kw

(B=1100,h=600,H=2000)

電磁流量計200A 電磁流量計200A

圧力センサー

圧力センサー

電磁流量計150A

□

□

□

□

□

□

□

電気配線図 S=1/50

□

□

□

送水ポンプ（Ｂブロック企業団地）

□

□

引込電柱（低圧）
CP10-19-350

取水ピット

送水ピット（市道用） 送水ピット（企業団地用）

□

□

□

□

□

基礎工(1,800×700×600H)

基礎工(1,200×700×600H)

15



枚数縮尺

種別

件名

富山市都市開発公社

平成 21 年　 　月　  日 図面

図示

操作盤（市道用）

呉羽南部企業団地

操作盤（市道用）　S=1/10

正 面 図
側 面 図 単線結線図

16



枚数縮尺

種別

件名

富山市都市開発公社

平成 21 年　 　月　  日 図面

図示

操作盤（企業団地用）

呉羽南部企業団地

操作盤（企業団地用）　S=1/10

正 面 図
側 面 図

単線結線図

17



枚数縮尺

種別

件名

富山市都市開発公社

平成 21 年　 　月　  日 図面

図示

高圧受電盤

呉羽南部企業団地

高圧受電盤　S=1/10

正 面 図
側 面 図

・キュービクル床板には通気孔を設けております。

　強風により絶縁低下の起因とされる塵埃，雨，

　雪がゲタ基礎両端の開口部より床板を通じ侵入

　することがあります。

・いつまでも安全にご安心してお使い頂くために，

　ゲタ基礎両端開口部は塞いで頂くようお願いし

　ます。

・又，雨水が浸入した場合，排水溝が無い為，基

　礎コンクリート上に滞留することもありますの

　で勾配を設けたり水切り用の排水溝を設けて頂

　ければより安心してご使用できます。

18



枚数縮尺

種別

件名

富山市都市開発公社

平成 21 年　 　月　  日 図面

1/50

引込線図

呉羽南部企業団地

引込線図 S=1/50

□

□ □

引込電柱（高圧）
CP12-19-350

市道用

引込線図 S=1/50

企業団地用

引込電柱（低圧）
CP10-19-350

19



図示

件名

種別

縮尺 枚数

図面

富山市土地開発公社

呉羽南部企業団地

平成 21年　 月　　日

21

BOX1000×600　VUφ500　VPφ150

導水管

1000

6
00

BOX1000×600
S=1/50

良質土埋戻

18-8-40

基礎砕石RC-40

均しコンクリート

BOX1000×600

1
9
00

1
00

1
50

2260

1460

1260

4160

3400

800

2
6
00

1
00

5
20

1
001520

良質土埋戻

山砂

VUφ500
S=1/50

1：
0.
5

連絡管

1：
0.
5

7
20

VUφ500

埋設標識シート

EA=5.46
RA=4.62
SA=0.62
ZA=0.84

ZA=残土
SA=山砂
RA=埋戻
EA=床堀

排水管

S=1/20

VPφ150

500

1
00
1
65
1
00

8
70

VUφ300
S=1/20

排水管

ZA=0.19
SA=0.16
RA=0.25
EA=0.44

山砂

埋設標識シート

良質土埋戻

3
65

7
00

600

1
00
3
18
1
00

5
18

埋設標識シート

山砂

良質土埋戻

EA=0.42
RA=0.11
SA=0.23
ZA=0.31

VPφ250,150
S=1/20

消雪送水管

EA=0.58
RA=0.30
SA=0.22
ZA=0.28

1
00
2
67
1
00

4
67

600

9
70

埋設標識シート

良質土埋戻

山砂

VPφ150
VUφ300

VPφ250,150

8
00

S=1/25

ガードパイプ

2000

400

300
□

□

4
00

1
00

コンクリート

基礎砕石RC-40

18-8-40

φ89.1×400×2.3サヤ管

φ60.5×3.2

φ34×2.3

フェンスH=1.0 
S=1/20 S=1/20

フェンスH=1.5

1
0
00

4
50

1
00

250

350

□

□

□

□

350

250

1
00

4
50

1
5
00

18-8-40

基礎砕石RC-40

コンクリート

コンクリート

基礎砕石RC-40

18-8-40
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