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ジャケット製作工　正誤表 平成19年5月1日 訂正

誤 正頁

鋼材費

材料費 補助材料費

スクラップ費

その他材料費

直接製作費 労務費 製作工

その他材料取付工

製作原価ジャケット

塗覆装費

間接製作費 間接労務費

工事原価 工場管理費

材料費

工事価格 直接工事費 直接経費

現場工事原価 労務費

請負工事費 間接工事費 共通仮設費

一般管理費等 現場管理費

消費税等相当額

鋼材費

材料費 補助材料費

スクラップ費

その他材料費

直接製作費 労務費 製作工

その他材料取付工

製作原価ジャケット

塗覆装費

間接製作費 間接工事費

工事原価 工場管理費

材料費

工事価格 直接工事費 直接経費

現場工事原価 労務費

請負工事費 間接工事費 共通仮設費

一般管理費等 現場管理費

消費税等相当額

４．据付までの積算手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－14 

４－１ 鋼杭工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5－解－14 

４－２ ジャケット運搬工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－14 

４－２－１ 積 込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－14 

４－２－２ 海上運搬 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－14 

４－３ ジャケット仮受工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－14 

４－４ ジャケット据付工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－15 

４－４－１ 据 付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5－解－15 

４－４－２ 杭結合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－15 

４－４－３ ジャケット間結合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－15 

４－４－４ 現場防食 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－16 

４－５ 上部工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－16 

４－５－１ 上部コンクリート工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－16 

４－５－２ 上部ブロック製作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－16 

４－５－３ 上部ブロック据付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－16 

 

４．据付までの積算手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－14 

４－１ 鋼杭工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5－解－14 

４－２ ジャケット運搬工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－14 

４－２－１ 積 込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－14 

４－２－２ 海上運搬 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－14 

４－３ ジャケット仮受工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－14 

４－４ ジャケット据付工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－15 

４－４－１ 据 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5－解－15 

４－４－２ 杭結合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－15 

４－４－３ ジャケット間結合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－15 

４－４－４ 現場防食 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－16 

４－５ 上部工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－16 

４－５－１ 上部コンクリート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－16 

４－５－２ 上部ブロック製作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－16 

４－５－３ 上部ブロック据付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5－解－16 

 
 第４号代価表     塗覆装工 １ｍ２当り 

名 称 形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 
労務費(下 地 処 理) 製品ブラスト(ISO Sa2.5) 人工 0.1 ｐ 金額省略  
 〃 (塗装下塗り) ジンクリッチプライマー 20μｍ 人工 0.02 ｐ 金額省略  
 〃 (塗装上塗り) 超厚膜エポキシ樹脂 2300μｍ 人工 0.05 ｐ 金額省略  
補 助 材 料 費  ％ 5   労務費の％ 
塗 料 費 ジンクリッチプライマー 20μｍ ｋｇ 数量省略 単価省略 金額省略  

 ジンクリッチプライマー用ｼﾝﾅｰ ｋｇ 数量省略    
 超厚膜エポキシ塗料 2300μｍ ｋｇ 数量省略    

合   計     ｐ1  

 

 第４号代価表     塗覆装費 １ｍ２当り 
名 称 形状寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 

労務費(下 地 処 理) 製品ブラスト(ISO Sa2.5) 人工 0.1 ｐ 金額省略  
 〃 (塗装下塗り) ジンクリッチプライマー 20μｍ 人工 0.02 ｐ 金額省略  
 〃 (塗装上塗り) 超厚膜エポキシ樹脂 2300μｍ 人工 0.05 ｐ 金額省略  
補 助 材 料 費  ％ 5   労務費の％ 
塗 料 費 ジンクリッチプライマー 20μｍ ｋｇ 数量省略 単価省略 金額省略  

 ジンクリッチプライマー用ｼﾝﾅｰ ｋｇ 数量省略    
 超厚膜エポキシ塗料 2300μｍ ｋｇ 数量省略    

合   計     ｐ1  

 
４－５ 上部工 
４－５－１ 上部コンクリート工 
 (1) 積算手順 

「港湾土木請負工事積算基準、上部工」を準用する。 

４－５ 上部工 
４－５－１ 上部コンクリート 
 (1) 積算手順 

「港湾土木請負工事積算基準、上部工」を準用する。 

※今後の改訂・正誤表情報については、幣センターＨＰ『改訂・正誤表のお知らせ一覧（http://www.scopenet.or.jp/main/product/corrigenda.html）』をご覧ください。


