
工務補第 3-10 号

【復 旧 構 成 図】

配水管布設替に伴う走出地内舗装復旧 工事



土 工 内 訳 及 び 集 計 表本管
舗装復旧
工務補第3-10号

復旧番号 φ100mm φ75mm φ50mm 実施
合計

変更
16.70 13.75 6.50 36.95 ｍ

t=15cm以下
機械 770.28 66.65 133.20 970.13 ｍ2

t=10cm以下
機械 35.17 2.93 6.07 44.17 ｍ3

10tD
補足材無し 167.37 20.30 29.36 217.03 ｍ2

粒調φ25 602.91 46.35 103.84 753.10 ｍ2

t=1cm
表 層 工 ⑨密粒As(13F) 728.08 66.65 133.20 927.93 ｍ2

平均幅員 3.0m超 t=5cm
表 層 工 ⑨密粒As(13F) 33.77 33.77 ｍ2

平均幅員 1.4m以上3.0m未満 t=5cm
表 層 工 ⑨密粒As(13F) 8.43 8.43 ｍ2

平均幅員 1.4m未満 t=5cm
昼間　　豪雪有 15.20 15.20 ｍ
実線45cm　制約無

施工地名

不 陸 整 正

区 画 線 工

単
位

名　　　　　　　称
復旧延長

弥彦村 大字走出 地内 燕・弥彦総合事務組合水道局

As 版 切 断

As 版 破 砕 工

As 処 分 工

不 陸 整 正



舗装復旧 上段：実施

工務補第3-10号 口径φ100mm

名 称 計算式

t=15cm以下 16.70 16.70 ｍ

t=3cm 167.37(本管工事当初設計) 167.37 ｍ2

t=5cm (728.08+33.77+8.43)-167.37=602.91 602.91 ｍ2

t=3cm 167.37×0.03=5.0211 5.02 ｍ3

t=5cm 602.91×0.05=30.1455 30.15 ｍ3

補足材無し 167.37(本管工事当初設計) 167.37 ｍ2

粒調φ25 (728.08+33.77+8.43)-167.37=602.91 602.91 ｍ2

t=1cm

⑨密粒As(13F) 728.08 728.08 ｍ2

t=5cm

⑨密粒As(13F) 33.77 33.77 ｍ2

t=5cm

⑨密粒As(13F) 8.43 8.43 ｍ2

t=5cm

昼間　　豪雪有 15.20 15.20 ｍ
実線45cm　制約無

As処分工

As版切断

As版破砕工

区画線工

表層工
平均幅員1.4m以上3.0m以下

1～8,11～31,37～43,45～50

不陸整正

表層工
平均幅員3.0m超

不陸整正

As版破砕工

As処分工

表層工
平均幅員1.4m未満



舗装復旧 上段：実施

工務補第3-10号 口径φ75mm

名 称 計算式

t=15cm以下 13.75 13.75 ｍ

t=3cm 20.30(本管工事当初設計) 20.30 ｍ2

t=5cm 66.65-20.30=46.35 46.35 ｍ2

t=3cm 20.30×0.03=0.609 0.61 ｍ3

t=5cm 46.35×0.05=2.3175 2.32 ｍ3

補足材無し 20.30(本管工事当初設計) 20.30 ｍ2

粒調φ25 66.65-20.30=46.35 46.35 ｍ2

t=1cm

⑨密粒As(13F) 66.65 66.65 ｍ2

t=5cm

不陸整正

表層工
平均幅員3.0m超

不陸整正

1,44,51,52

As版切断

As版破砕工

As版破砕工

As処分工

As処分工



舗装復旧 上段：実施

工務補第3-10号 口径φ50mm

名 称 計算式

t=15cm以下 6.50 6.50 ｍ

t=3cm 29.36(本管工事当初設計) 29.36 ｍ2

t=5cm 133.20-29.36=103.84 103.84 ｍ2

t=3cm 29.36×0.03=0.8808 0.88 ｍ3

t=5cm 103.84×0.05=5.192 5.19 ｍ3

補足材無し 29.36(本管工事当初設計) 29.36 ｍ2

粒調φ25 133.20-29.36=103.84 103.84 ｍ2

t=1cm

⑨密粒As(13F) 133.20 133.20 ｍ2

t=5cm

不陸整正

表層工
平均幅員3.0m超

不陸整正

9,10,32～36

As版切断

As版破砕工

As版破砕工

As処分工

As処分工


