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工事地名

３．予算科目

２．工事内容

工事名

4)  事業名：3)  目の細分：2)  目：1)  予算科目：

１．工事名

寺田拡幅大畔地区上り線改良工事

鏡

自）京都府城陽市金尾地先　　　　　　　　　　　　　　　　　　

至）京都府城陽市大畔地先

　１）　発注年月　　　　　令和 2年12月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　京都国道事務所　工務課                  　　　　　

　３）　工事番号　　　　　3620030002　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４）　契約区分　　　　　国債（翌債を含む）の分任官　　　　　　　　　　　　

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　道路改良工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  300日間 　　　　自　　　令和 3年 1月30日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年11月25日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　宇治市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道２４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 2年10月　　　　　　　　　　　　　　　

１３）　機械損料一括補正　　　　　 0　　　　労務費一括割増　　　　  0％ 　　

１４）　単価適用年月　　　　　　　2020年12月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2020年12月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　        254,900 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年10月20日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　令和 2年12月 7日　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

寺田拡幅大畔地区上り線改良工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

道路改良

式         1         82,212,926

　道路土工

　

式         1          9,089,886

　　掘削工(ICT)

　　

式         1          3,393,870

　　　掘削(ICT)

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無

し 5,000m3未満

m3     4,700              389.3       1,829,710

単-1号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     4,700              332.8       1,564,160

単-2号

　　路体盛土工(ICT)

　　

式         1          2,690,514

　　　路体(築堤)盛土(ICT)

　　　

m3     3,300              234.3         773,190

単-3号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     3,690              332.8       1,228,032

単-4号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3     3,690              186.8         689,292

単-5号

　　路床盛土工(ICT)

　　

式         1          3,005,502

　　　路床盛土(ICT)

　　　

m3     3,300              332.9       1,098,570

単-6号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     3,670              332.8       1,221,376

単-7号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

寺田拡幅大畔地区上り線改良工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3     3,670              186.8         685,556

単-8号

　地盤改良工

　

式         1         29,782,218

　　安定処理工

　　

式         1          4,091,321

　　　安定処理

　　　

1m以下 固化材100m2あ

たり使用量 5t/100m2 

ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟

弱用) m2       464            1,355           628,720

単-9号

　　　安定処理

　　　

1m以下 固化材100m2あ

たり使用量 10t/100m2

 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟

弱用) m2       177            2,052           363,204

単-10号

　　　安定処理

　　　

1mを超え2m以下 固化

材100m2あたり使用量 

5t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化

材(一般軟弱用) m2     1,310            1,606         2,103,860

単-11号

　　　安定処理

　　　

1mを超え2m以下 固化

材100m2あたり使用量 

10t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化

材(一般軟弱用) m2       373            2,669           995,537

単-12号

　　自走式土質改良工

　　

式         1          8,038,800

　　　土質改良

　　　

砂及び砂質土 固化材1

m3当り使用量 50kg/m3

 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟

弱用) m3     4,200            1,914         8,038,800

単-13号

　　固結工

　　

式         1         17,652,097
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

寺田拡幅大畔地区上り線改良工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　中層混合処理

　　　

改良深度 2m＜L≦5m　

施工規模3810m3　ｾﾒﾝﾄ

系固化材(一般軟弱用) m3     3,810            3,164        12,054,840

単-14号

　　　中層混合処理

　　　

改良深度 2m＜L≦5m　

施工規模1493m3　ｾﾒﾝﾄ

系固化材(一般軟弱用) m3     1,493            3,749         5,597,257

単-15号

　擁壁工

　

式         1         20,332,887

　　作業土工

　　

式         1          4,348,437

　　　床掘り

　　　

土砂

m3       400              265.8         106,320

単-16号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3       160            2,517           402,720

単-17号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3       110            1,665           183,150

単-18号

　　　埋戻し

　　　

改良土

m3        40            2,517           100,680

単-19号

　　　埋戻し

　　　

改良土

m3     1,500            1,665         2,497,500

単-20号

　　　埋戻し

　　　

改良土

m3       130              448.7          58,331

単-21号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3     1,860              186.8         347,448

単-22号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     1,860              332.8         619,008

単-23号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

寺田拡幅大畔地区上り線改良工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3       100              332.8          33,280

単-24号

　　場所打擁壁工(構造物単位)

　　

式         1            565,120

　　　小型擁壁

　　　

0.8m以上1.0m以下 18-

8-40(高炉)

m3         8           70,640           565,120

単-25号

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

　　

式         1         15,419,330

　　　1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

　　　

幅135cm　1.0mを超え2

.0m以下

m        67           49,890         3,342,630

単-26号

　　　1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

　　　

幅150cm　2.0mを超え3

.5m以下

m        74           57,140         4,228,360

単-27号

　　　1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

　　　

幅165cm　2.0mを超え3

.5m以下

m        34           65,040         2,211,360

単-28号

　　　1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

　　　

幅180cm　2.0mを超え3

.5m以下

m        14           76,540         1,071,560

単-29号

　　　2号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

　　　

幅180cm　2.0mを超え3

.5m以下

m        59           77,380         4,565,420

単-30号

　排水構造物工

　

式         1         16,183,367

　　作業土工

　　

式         1            299,195

　　　床掘り

　　　

土砂

m3       190              265.8          50,502

単-31号

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

寺田拡幅大畔地区上り線改良工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3       120            1,665           199,800

単-32号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3        60              332.8          19,968

単-33号

　　　基面整正

　　　

m2        71              407.4          28,925

単-34号

　　側溝工

　　

式         1          6,388,829

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

B300-H300

m         8            8,488            67,904

単-35号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

B500-H700

m        21           17,660           370,860

単-36号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

B500-H800

m        48           20,360           977,280

単-37号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

B500-H1000

m        16           25,850           413,600

単-38号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

B600-H900

m       109           25,050         2,730,450

単-39号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

B800-H1100

m        58           31,370         1,819,460

単-40号

　　　ｺｰｷﾝｸﾞ

　　　

箇所         5            1,855             9,275

単-41号

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

　　

式         1          6,536,490
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

寺田拡幅大畔地区上り線改良工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

　　　

B400-H400

m         3           33,530           100,590

単-42号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

　　　

B600-H600

m         4           51,830           207,320

単-43号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

　　　

B800-H700

m        17           59,980         1,019,660

単-44号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

　　　

B900-H600

m         3           58,480           175,440

単-45号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

　　　

B1500-H1500

m        27          184,100         4,970,700

単-46号

　　　巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

24-12-25（高炉）

箇所         1           62,780            62,780

単-47号

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　

式         1          2,673,750

　　　集水桝

　　　

G2-B700-L700-H1400　

現場打材 18-8-40(高

炉) 箇所         1          130,200           130,200

単-48号

　　　集水桝

　　　

G2-B700-L700-H1500　

現場打材 18-8-40(高

炉) 箇所         1          140,900           140,900

単-49号

　　　集水桝

　　　

G2-B700-L700-H1600　

現場打材 18-8-40(高

炉) 箇所         1          147,300           147,300

単-50号

　　　集水桝

　　　

G2-B800-L800-H1700　

現場打材 18-8-40(高

炉) 箇所         1          176,700           176,700

単-51号

　　　集水桝

　　　

G2-B900-L900-H1400　

現場打材 18-8-40(高

炉) 箇所         1          159,400           159,400

単-52号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

寺田拡幅大畔地区上り線改良工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　集水桝

　　　

G2-B1000-L1000-H2900

(A)　現場打材 24-8-2

5(高炉) 箇所         1          353,800           353,800

単-53号

　　　集水桝

　　　

G2-B1100-L1100-H1600

　現場打材 18-8-40(

高炉) 箇所         1          204,100           204,100

単-54号

　　　集水桝

　　　

G2-B1800-L1800-H2400

　現場打材 24-8-25(

高炉) 箇所         1          443,300           443,300

単-55号

　　　蓋

　　　

縞鋼板蓋　800×800×

6　HDZ55

枚         3           60,010           180,030

単-56号

　　　蓋

　　　

縞鋼板蓋　900×900×

6　HDZ55

枚         1           74,410            74,410

単-57号

　　　蓋

　　　

縞鋼板蓋　1000×1000

×6　HDZ55

枚         1           96,910            96,910

単-58号

　　　蓋

　　　

縞鋼板蓋　1100×1100

×6　HDZ55

枚         1          114,900           114,900

単-59号

　　　蓋

　　　

縞鋼板蓋　1200×1200

×6　HDZ55

枚         1          133,900           133,900

単-60号

　　　蓋

　　　

縞鋼板蓋　1900×1900

×6　HDZ55

枚         1          317,900           317,900

単-61号

　　排水工

　　

式         1            285,103

　　　張りｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-25（20）（高炉

）

m2        91            3,133           285,103

単-62号

　取付道路復旧工

　

式         1          2,123,202
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

寺田拡幅大畔地区上り線改良工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　作業土工

　　

式         1            146,824

　　　床掘り

　　　

土砂

m3        70              265.8          18,606

単-63号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        50            1,665            83,250

単-64号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        30              448.7          13,461

単-65号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3        20              332.8           6,656

単-66号

　　　基面整正

　　　

m2        61              407.4          24,851

単-67号

　　安定処理工

　　

式         1            164,160

　　　安定処理

　　　

1m以下 固化材100m2あ

たり使用量 10t/100m2

 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟

弱用) m2        80            2,052           164,160

単-68号

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

　　

式         1            101,218

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

　　　

路盤RC-30 t=100mm　ｺ

ﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(高炉)t=

150mm m2        34            2,977           101,218

単-69号

　　坂路工

　　

式         1          1,711,000
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
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寺田拡幅大畔地区上り線改良工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　坂路（上-5）

　　　

箇所         1        1,711,000         1,711,000

単-70号

　構造物撤去工

　

式         1          1,368,166

　　構造物取壊し工

　　

式         1            962,318

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物 機械施工

m3        34            7,127           242,318

単-71号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

鉄筋構造物 機械施工

m3        50           14,400           720,000

単-72号

　　運搬処理工

　　

式         1            405,848

　　　殻運搬

　　　

コンクリート殻(無筋)

m3        34            1,797            61,098

単-73号

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3        50            1,797            89,850

単-74号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        34            2,350            79,900

単-75号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3        50            3,500           175,000

単-76号

　仮設工

　

式         1          3,333,200

　　交通管理工

　　

式         1          3,333,200

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

寺田拡幅大畔地区上り線改良工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　交通誘導警備員

　　　

人日       260           12,820         3,333,200

単-77号

情報ﾎﾞｯｸｽ

式         1          6,071,238

　情報ﾎﾞｯｸｽ工

　

式         1          4,364,950

　　作業土工

　　

式         1          1,372,305

　　　床掘り

　　　

m3       200            2,109           421,800

単-78号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        10            3,531            35,310

単-79号

　　　埋戻し

　　　

基礎材　RC-40

m3       110            5,363           589,930

単-80号

　　　埋戻し

　　　

路床材　RC-40

m3        30            5,391           161,730

単-81号

　　　埋戻し

　　　

保護砂

m3         5            8,211            41,055

単-82号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3       160              765.5         122,480

単-83号

　　管路工(管路部)

　　

式         1          2,992,645

　　　埋設管路（TYPE-1）

　　　

 本体管 DMDﾎﾞﾃﾞｨ管φ3

 00　さや管 FEPφ50 9

条 m       206            7,627         1,571,162

単-84号

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

寺田拡幅大畔地区上り線改良工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　埋設管路（TYPE-2）

　　　

 本体管 DMDﾎﾞﾃﾞｨ管φ3

 00　さや管 FEPφ50 9

条 m       142            7,627         1,083,034

単-85号

　　　埋設管路（TYPE-4）

　　　

 本体管 DMDﾎﾞﾃﾞｨ管φ3

 00　さや管 FEPφ50 9

条 m         6            7,627            45,762

単-86号

　　　埋設管路（TYPE-11′）

　　　

 さや管 FEPφ50 9条

m         4            3,086            12,344

単-87号

　　　埋設管路（TYPE-12′）

　　　

 さや管 FEPφ50 9条

m         5            3,086            15,430

単-88号

　　　埋設表示ｼｰﾄ

　　　

W600　2倍折込

m       363              593.7         215,513

単-89号

　　　異種管変更継手

　　　

 φ300用

個         2           24,700            49,400

単-90号

　付帯設備工

　

式         1          1,670,678

　　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工

　　

式         1          1,532,078

　　　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

　　　

歩道Aﾀｲﾌﾟ　750×1500

×950

箇所         3          346,500         1,039,500

単-91号

　　　さや管固定板

　　　

SUS 500×500×4.5

個         7           29,600           207,200

単-92号

　　　可撓性ｺﾞﾑ継手

　　　

 DMDﾎﾞﾃﾞｨ管φ300用

個         7           35,700           249,900

単-93号

　　　ﾍﾞﾙﾏｳｽ

　　　

 FEP用φ50

個        81              438            35,478

単-94号

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

寺田拡幅大畔地区上り線改良工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　埋設標工

　　

式         1            138,600

　　　情報ﾎﾞｯｸｽ埋設標

　　　

個        36            3,850           138,600

単-95号

　仮設工

　

式         1             35,610

　　土留･仮締切工

　　

式         1             35,610

　　　軽量鋼矢板

　　　

LSPⅡ型

式         1           35,610            35,610

単-96号

直接工事費

式         1         88,284,164

共通仮設費

式         1         13,193,523

　共通仮設費

　

式         1          4,118,523

　　運搬費

　　

式         1          1,452,840

　　　重建設機械分解組立輸送費

　　　

回         1        1,445,000         1,445,000

単-97号

　　　仮設材運搬費

　　　

t         0.98         8,000             7,840

単-98号

　　技術管理費

　　

式         1          1,776,683

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

寺田拡幅大畔地区上り線改良工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　保守管理(ICT)

　　　

式         1             45,213

内-1号

　　　ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

　　　

式         1          1,146,000

内-2号

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

式         1           51,270            51,270

単-99号

　　　施工合理化調査費

　　　

式         1          307,700           307,700

単-100号

　　　施工形態動向調査費（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査）

　　　

式         1           14,650            14,650

単-101号

　　　施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費

　　　

式         1           43,950            43,950

単-102号

　　　六価ｸﾛﾑ溶出試験費

　　　

検体        23            7,300           167,900

単-103号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            889,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          9,075,000

純工事費

式         1        101,477,687

　現場管理費

　

式         1         30,798,000

工事原価

式         1        132,275,687

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

寺田拡幅大畔地区上り線改良工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　一般管理費等

　

式         1         19,754,313

工事価格

式         1        152,030,000

消費税相当額

式         1         15,203,000

工事費計

式         1        167,233,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
保守管理(ICT) 2020.12

第  1号内訳書 2020.12

1.000-00-00-2-0

掘削（ＩＣＴ）保守点検 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満                  

4700m3                                          

                                                式         1             22,404   

路体（築堤）盛土（ＩＣＴ 10,000m3未満 無し 3300m3                        

）保守点検                                                 

                                                式         1             10,010   

路床盛土（ＩＣＴ）保守点 10,000m3未満 無し 3300m3                        

検                                                 

                                                式         1             12,799   

        合  計

         45,213   

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 2020.12

第  2号内訳書 2020.12

1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ） ﾊﾞｯｸﾎｳ                                          

                                                

                                                式         1            598,000   

システム初期費（ＩＣＴ） ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ                                        

                                                

                                                式         1            548,000   

        合  計

      1,146,000   

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－2号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                       

                                          m3

        1              332.8 

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                 

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下        

                                                 ｍ３         1              332.8             332.8 

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－1号

掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満              

                                          m3

        1              389.3 

掘削（ＩＣＴ） 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 

 ｍ３         1              389.3             389.3 

               計

            389.3 

               単価

          389.3 円／m3

               計

            332.8 

               単価

          332.8 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－4号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                       

                                          m3

        1              332.8 

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                 

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下        

                                                 ｍ３         1              332.8             332.8 

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－3号

路体(築堤)盛土(ICT)

m3

        1              234.3 

路体（築堤）盛土（ＩＣＴ） 10,000m3未満 無し                               

                                                

                                                 ｍ３         1              234.3             234.3 

               計

            234.3 

               単価

          234.3 円／m3

               計

            332.8 

               単価

          332.8 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－6号

路床盛土(ICT)

m3

        1              332.9 

路床盛土（ＩＣＴ） 10,000m3未満 無し                               

                                                

                                                 ｍ３         1              332.9             332.9 

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－5号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満                           

                                          m3

        1              186.8 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              186.8             186.8 

               計

            186.8 

               単価

          186.8 円／m3

               計

            332.9 

               単価

          332.9 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－8号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満                           

                                          m3

        1              186.8 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              186.8             186.8 

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－7号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                       

                                          m3

        1              332.8 

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                 

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下        

                                                 ｍ３         1              332.8             332.8 

               計

            332.8 

               単価

          332.8 円／m3

               計

            186.8 

               単価

          186.8 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－10号

安定処理 1m以下 固化材100m2あたり使用量 10t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系

固化材(一般軟弱用) m2

        1            2,052   

安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1m以下 10t/100m2 

 ｍ２         1            2,052             2,052   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－9号

安定処理 1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固

化材(一般軟弱用) m2

        1            1,355   

安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 5t/100m2 

 ｍ２         1            1,355             1,355   

               計

          1,355   

               単価

        1,355   円／m2

               計

          2,052   

               単価

        2,052   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－12号

安定処理 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 10t/100m2

 ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱用) m2

        1            2,669   

安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1mを超え2m以下 10t/100m2 

 ｍ２         1            2,669             2,669   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－11号

安定処理 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 

ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱用) m2

        1            1,606   

安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床･路体 1mを超え2m以下 5t/100m2

m2         1            1,606             1,606   

               計

          1,606   

               単価

        1,606   円／m2

               計

          2,669   

               単価

        2,669   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－14号

中層混合処理 改良深度 2m＜L≦5m　施工規模3810m3　ｾﾒﾝﾄ系固化材

(一般軟弱用) m3

    3,810            3,164   

中層混合処理工 2m＜L≦5m 1,000m3以上 50kg/m3                   

有                                              

                                                 ｍ３     3,810            3,118        11,879,580   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－13号

土質改良 砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 ｾﾒﾝﾄ系

固化材(一般軟弱用) m3

    4,200            1,914   

安定処理工（自走式土質改良工） 砂及び砂質土 50kg/m3                            

                                                

                                                 ｍ３     4,200            1,860         7,812,000   

自走式土質改良機設置・撤去工 設置･撤去                                       

                                                

                                                台・回         1          223,300           223,300   

               計

      8,035,300   

               単価

        1,914   円／m3

スラリプラント現場内移設 標準                                            

                                                

                                                回         1          172,200           172,200   

               計

     12,051,780   

               単価

        3,164   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－16号

床掘り 土砂

m3

        1              265.8 

床掘り 土砂 標準 無し 無し                             

                                                

                                                 ｍ３         1              265.8             265.8 

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－15号

中層混合処理 改良深度 2m＜L≦5m　施工規模1493m3　ｾﾒﾝﾄ系固化材

(一般軟弱用) m3

    1,493            3,749   

中層混合処理工 2m＜L≦5m 1,000m3以上                           

100kg/m3 有                                     

                                                 ｍ３     1,493            3,749         5,597,257   

               計

      5,597,257   

               単価

        3,749   円／m3

               計

            265.8 

               単価

          265.8 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－18号

埋戻し 土砂

m3

        1            1,665   

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 

 ｍ３         1            1,665             1,665   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－17号

埋戻し 土砂

m3

        1            2,517   

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 

 ｍ３         1            2,517             2,517   

               計

          2,517   

               単価

        2,517   円／m3

               計

          1,665   

               単価

        1,665   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－20号

埋戻し 改良土

m3

        1            1,665   

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 

 ｍ３         1            1,665             1,665   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－19号

埋戻し 改良土

m3

        1            2,517   

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 

 ｍ３         1            2,517             2,517   

               計

          2,517   

               単価

        2,517   円／m3

               計

          1,665   

               単価

        1,665   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－22号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満

m3

        1              186.8 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              186.8             186.8 

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－21号

埋戻し 改良土

m3

        1              448.7 

埋戻し 最小埋戻幅4m以上 

 ｍ３         1              448.7             448.7 

               計

            448.7 

               単価

          448.7 円／m3

               計

            186.8 

               単価

          186.8 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－24号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              332.8 

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                 

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下        

                                                 ｍ３         1              332.8             332.8 

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－23号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              332.8 

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                 

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下        

                                                 ｍ３         1              332.8             332.8 

               計

            332.8 

               単価

          332.8 円／m3

               計

            332.8 

               単価

          332.8 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－25号

小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)

m3

        1           70,640   

小型擁壁（Ａ） 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)                  

無し 無し 一般養生･特殊養生(練炭)               

                                                 ｍ３         1           70,640            70,640   

               計

         70,640   

               単価

       70,640   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－26号

1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 幅135cm　1.0mを超え2.0m以下

m

       67           49,890   

プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 無し 有り                    

                                                

                                                ｍ        67            8,648           579,416   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2000×B1350×L2000

個        31           78,600         2,436,600   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2000×B1350×L1000/1060　斜切

個         1           79,700            79,700   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2000×B1350×L1667/1607　斜切

個         1          103,000           103,000   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2000×B1350×L760/698　斜切

個         1           67,900            67,900   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2000×B1350×L1260　短切

個         1           75,600            75,600   

               計

      3,342,216   

               単価

       49,890   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－28号

1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 幅165cm　2.0mを超え3.5m以下

m

       34           65,040   

プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準               

                                                

                                                ｍ        34           11,040           375,360   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－27号

1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 幅150cm　2.0mを超え3.5m以下

m

       74           57,140   

プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準               

                                                

                                                ｍ        74           11,040           816,960   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2250×B1500×L2000

個        37           92,200         3,411,400   

               計

      4,228,360   

               単価

       57,140   円／m

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2500×B1650×L2000

個        17          108,000         1,836,000   

               計

      2,211,360   

               単価

       65,040   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－29号

1号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 幅180cm　2.0mを超え3.5m以下

m

       14           76,540   

プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準               

                                                

                                                ｍ        14           11,040           154,560   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2750×B1800×L2000

個         7          131,000           917,000   

               計

      1,071,560   

               単価

       76,540   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－30号

2号ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 幅180cm　2.0mを超え3.5m以下

m

       59           77,380   

プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準               

                                                

                                                ｍ        59           11,040           651,360   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2750×B1800×L2000

個        29          131,000         3,799,000   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2750×B1800×L1101

個         1          115,000           115,000   

               計

      4,565,360   

               単価

       77,380   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－32号

埋戻し 土砂

m3

        1            1,665   

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 

 ｍ３         1            1,665             1,665   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－31号

床掘り 土砂

m3

        1              265.8 

床掘り 土砂 標準 無し 無し                             

                                                

                                                 ｍ３         1              265.8             265.8 

               計

            265.8 

               単価

          265.8 円／m3

               計

          1,665   

               単価

        1,665   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－34号

基面整正

m2

        1              407.4 

基面整正

 ｍ２         1              407.4             407.4 

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－33号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              332.8 

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                 

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下        

                                                 ｍ３         1              332.8             332.8 

               計

            332.8 

               単価

          332.8 円／m3

               計

            407.4 

               単価

          407.4 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－35号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B300-H300

m

       10            8,488   

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝           

1種 JIS A 5372 300A                             

300×300×2000 無し 無し 無し                   ｍ        10            6,375            63,750   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         2            4,155             8,310   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.5         25,630            12,815   

               計

         84,875   

               単価

        8,488   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－36号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B500-H700

m

       10           17,660   

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm            

1000kg/個以下 無し 無し 無し                    

                                                ｍ        10           14,770           147,700   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         2            4,155             8,310   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.8         25,630            20,504   

               計

        176,514   

               単価

       17,660   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－37号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B500-H800

m

       10           20,360   

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm            

1000kg/個以下 無し 無し 無し                    

                                                ｍ        10           17,470           174,700   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         2            4,155             8,310   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.8         25,630            20,504   

               計

        203,514   

               単価

       20,360   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－38号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B500-H1000

m

       10           25,850   

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm            

1000を超え2000kg/個以下 無し 無し               

無し                                            ｍ        10           22,960           229,600   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         2            4,155             8,310   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.8         25,630            20,504   

               計

        258,414   

               単価

       25,850   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－39号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B600-H900

m

       10           25,050   

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm            

1000を超え2000kg/個以下 無し 無し               

無し                                            ｍ        10           21,910           219,100   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         2            4,155             8,310   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.9         25,630            23,067   

               計

        250,477   

               単価

       25,050   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－40号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B800-H1100

m

       10           31,370   

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm            

1000を超え2000kg/個以下 無し 無し               

無し                                            ｍ        10           27,710           277,100   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         2            4,155             8,310   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.1         25,630            28,193   

               計

        313,603   

               単価

       31,370   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－41号

ｺｰｷﾝｸﾞ

箇所

        5            1,855   

ｺｰｷﾝｸﾞ材 ｼﾘｺﾝ系

Ｌ         2.69         1,200             3,228   

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 ｳﾚﾀﾝ系

Ｌ         4.03         1,500             6,045   

               計

          9,273   

               単価

        1,855   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－42号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B400-H400

m

       10           33,530   

管（函）渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 無し                  

全ての費用                                      

                                                ｍ        10            4,247            42,470   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         2            4,155             8,310   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.8         25,630            20,504   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B400-H400-L1000

個        10           26,400           264,000   

               計

        335,284   

               単価

       33,530   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－43号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B600-H600

m

       10           51,830   

管（函）渠型側溝 据付 400mmを超え600mm以下 無し                  

全ての費用                                      

                                                ｍ        10            6,473            64,730   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         2            4,155             8,310   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.06        25,630            27,167.8 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B600-H600-L2000 

個         5           83,600           418,000   

               計

        518,207.8 

               単価

       51,830   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－45号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B900-H600

m

       10           58,480   

ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0＜B≦1.25                         

0＜H≦1.25 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準                 

全ての費用                                      ｍ        10           58,480           584,800   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－44号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B800-H700

m

       10           59,980   

ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0＜B≦1.25                         

0＜H≦1.25 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準                 

全ての費用                                      ｍ        10           59,980           599,800   

               計

        599,800   

               単価

       59,980   円／m

               計

        584,800   

               単価

       58,480   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－46号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B1500-H1500

m

       27          184,100   

ボックスカルバート 据付 2.0m/個 1.25＜B≦2.5                       

1.25＜H≦2.5 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 有り 標準               

全ての費用                                      ｍ        27           27,980           755,460   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 縦締めｼｰｽ穴 B1500-H1500-L2000

個         6          355,700         2,134,200   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 縦締め定着用 B1500-H1500-L2000

個         4          237,000           948,000   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 縦締め定着用 B1500-H1500-L2000 開口550-670

個         1          253,000           253,000   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 縦締め定着用 B1500-H1500-L2000 開口550-770

個         1          261,000           261,000   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 縦締め定着用 B1500-H1500-L1000

個         1          261,000           261,000   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 縦締め定着用 B1500-H1500-L1730

個         1          202,000           202,000   

 PCより線 φ15.2mm SWPR7B

ｋｇ       145              368            53,360   

定着装置  φ15.2mm用 ｸｻﾋﾞﾒｽｺｰﾝ・ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ

組        40            2,540           101,600   

               計

      4,969,620   

               単価

      184,100   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－47号

巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25（高炉）

箇所

        1           62,780   

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２         3.94         8,180            32,229.2 

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設                        

24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し                

全ての費用                                       ｍ３         0.47        26,160            12,295.2 

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.02       129,400             2,588   

コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ） 30mm以上200mm未満                               

                                                

                                                孔        24              529.7          12,712.8 

差筋ｱﾝｶｰ L=150

本        24              123             2,952   

               計

         62,777.2 

               単価

       62,780   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－48号

集水桝 G2-B700-L700-H1400　現場打材 18-8-40(高炉)

箇所

        1          130,200   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         0.48         4,155             1,994.4 

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.14        25,630             3,588.2 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        10.06         7,391            74,353.46

コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設               

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用               

                                                 ｍ３         1.08        31,100            33,588   

足掛金具  W=300　φ19　全樹脂巻

個         3            2,140             6,420   

防水ｼｰﾄ t=1.8mm

 ｍ２         0.22        46,600            10,252   

               計

        130,196.06

               単価

      130,200   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－49号

集水桝 G2-B700-L700-H1500　現場打材 18-8-40(高炉)

箇所

        1          140,900   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         0.48         4,155             1,994.4 

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.14        25,630             3,588.2 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        10.08         7,391            74,501.28

コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設               

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用               

                                                 ｍ３         1.08        31,100            33,588   

足掛金具  W=300　φ19　全樹脂巻

個         4            2,140             8,560   

防水ｼｰﾄ t=1.8mm

 ｍ２         0.4         46,600            18,640   

               計

        140,871.88

               単価

      140,900   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－50号

集水桝 G2-B700-L700-H1600　現場打材 18-8-40(高炉)

箇所

        1          147,300   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         0.48         4,155             1,994.4 

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.14        25,630             3,588.2 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        11            7,391            81,301   

コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設               

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用               

                                                 ｍ３         1.17        31,100            36,387   

足掛金具  W=300　φ19　全樹脂巻

個         4            2,140             8,560   

防水ｼｰﾄ t=1.8mm

 ｍ２         0.33        46,600            15,378   

               計

        147,208.6 

               単価

      147,300   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－51号

集水桝 G2-B800-L800-H1700　現場打材 18-8-40(高炉)

箇所

        1          176,700   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         0.52         4,155             2,160.6 

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.17        25,630             4,357.1 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        13.24         7,391            97,856.84

コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設               

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用               

                                                 ｍ３         1.42        31,100            44,162   

足掛金具  W=300　φ19　全樹脂巻

個         4            2,140             8,560   

防水ｼｰﾄ t=1.8mm

 ｍ２         0.42        46,600            19,572   

               計

        176,668.54

               単価

      176,700   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－52号

集水桝 G2-B900-L900-H1400　現場打材 18-8-40(高炉)

箇所

        1          159,400   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         0.56         4,155             2,326.8 

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.2         25,630             5,126   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        11.84         7,391            87,509.44

コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設               

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用               

                                                 ｍ３         1.31        31,100            40,741   

足掛金具  W=300　φ19　全樹脂巻

個         3            2,140             6,420   

防水ｼｰﾄ t=1.8mm

 ｍ２         0.37        46,600            17,242   

               計

        159,365.24

               単価

      159,400   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－53号

集水桝 G2-B1000-L1000-H2900(A)　現場打材 24-8-25(高炉)

箇所

        1          353,800   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         0.6          4,155             2,493   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.23        25,630             5,894.9 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        26.88         7,391           198,670.08

コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設               

24-8-25(20)(高炉) 一般養生                      

全ての費用                                       ｍ３         2.89        31,630            91,410.7 

足掛金具  W=300　φ19　全樹脂巻

個         8            2,140            17,120   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.14       129,400            18,116   

防水ｼｰﾄ t=1.8mm

 ｍ２         0.43        46,600            20,038   

               計

        353,742.68

               単価

      353,800   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 37 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－54号

集水桝 G2-B1100-L1100-H1600　現場打材 18-8-40(高炉)

箇所

        1          204,100   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         0.64         4,155             2,659.2 

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.26        25,630             6,663.8 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        15.36         7,391           113,525.76

コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設               

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用               

                                                 ｍ３         1.72        31,100            53,492   

足掛金具  W=300　φ19　全樹脂巻

個         4            2,140             8,560   

防水ｼｰﾄ t=1.8mm

 ｍ２         0.41        46,600            19,106   

               計

        204,006.76

               単価

      204,100   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－55号

集水桝 G2-B1800-L1800-H2400　現場打材 24-8-25(高炉)

箇所

        1          443,300   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         0.92         4,155             3,822.6 

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.53        25,630            13,583.9 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        34.54         7,391           255,285.14

コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設               

24-8-25(20)(高炉) 一般養生                      

全ての費用                                       ｍ３         4.1         31,630           129,683   

足掛金具  W=300　φ19　全樹脂巻

個         7            2,140            14,980   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.2        129,400            25,880   

               計

        443,234.64

               単価

      443,300   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－57号

蓋 縞鋼板蓋　900×900×6　HDZ55

枚

        1           74,410   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         1           74,410            74,410   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－56号

蓋 縞鋼板蓋　800×800×6　HDZ55

枚

        1           60,010   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         1           60,010            60,010   

               計

         60,010   

               単価

       60,010   円／枚

               計

         74,410   

               単価

       74,410   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－59号

蓋 縞鋼板蓋　1100×1100×6　HDZ55

枚

        1          114,900   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         1          114,900           114,900   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－58号

蓋 縞鋼板蓋　1000×1000×6　HDZ55

枚

        1           96,910   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         1           96,910            96,910   

               計

         96,910   

               単価

       96,910   円／枚

               計

        114,900   

               単価

      114,900   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－61号

蓋 縞鋼板蓋　1900×1900×6　HDZ55

枚

        1          317,900   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         1          317,900           317,900   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－60号

蓋 縞鋼板蓋　1200×1200×6　HDZ55

枚

        1          133,900   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         1          133,900           133,900   

               計

        133,900   

               単価

      133,900   円／枚

               計

        317,900   

               単価

      317,900   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 42 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－63号

床掘り 土砂

m3

        1              265.8 

床掘り 土砂 標準 無し 無し                             

                                                

                                                 ｍ３         1              265.8             265.8 

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－62号

張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25（20）（高炉）

m2

        1            3,133   

コンクリート打設工 防草コンクリート 人力打設                       

18-8-25（20）（高炉） 無し                      

10m3/100m2 有り                                  ｍ２         1            3,046             3,046   

養生工 防草コンクリート                                

                                                

                                                 ｍ２         1               86.28              86.28

               計

          3,132.28

               単価

        3,133   円／m2

               計

            265.8 

               単価

          265.8 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 43 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－65号

埋戻し 土砂

m3

        1              448.7 

埋戻し 最小埋戻幅4m以上 

 ｍ３         1              448.7             448.7 

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－64号

埋戻し 土砂

m3

        1            1,665   

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 

 ｍ３         1            1,665             1,665   

               計

          1,665   

               単価

        1,665   円／m3

               計

            448.7 

               単価

          448.7 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－67号

基面整正

m2

        1              407.4 

基面整正

 ｍ２         1              407.4             407.4 

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－66号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              332.8 

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                 

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下        

                                                 ｍ３         1              332.8             332.8 

               計

            332.8 

               単価

          332.8 円／m3

               計

            407.4 

               単価

          407.4 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 45 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－69号

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 路盤RC-30 t=100mm　ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(高炉)t=150mm

m2

       10            2,977   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1           25,630            25,630   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－68号

安定処理 1m以下 固化材100m2あたり使用量 10t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系

固化材(一般軟弱用) m2

        1            2,052   

安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎 1m以下 10t/100m2 

 ｍ２         1            2,052             2,052   

               計

          2,052   

               単価

        2,052   円／m2

下層路盤（車道・路肩部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２        10              413.3           4,133   

               計

         29,763   

               単価

        2,977   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 46 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－70号

坂路（上-5）

箇所

        1        1,711,000   

現場打ちU型擁壁

コンクリート（場所打擁壁） 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し             

                                                

                                                 ｍ３        15.4         21,840           336,336   

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２        60            8,180           490,800   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.93       129,400           120,342   

吸出し防止材設置 点在                                            

                                                

                                                 ｍ２         1            1,823             1,823   

硬質塩化ビニル管 一般管　ＶＰ－７５

ｍ         1.2            612               734.4 

足場工 手摺先行型枠組足場 必要 標準                    

                                                

                                                掛ｍ２        30            3,998           119,940   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁

プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 無し 無し                      

                                                

                                                ｍ         2.4          4,249            10,197.6 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 天端斜切(18%) H1000×B800×L1220

個         2           29,500            59,000   

プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 無し 無し                    

                                                

                                                ｍ         8            5,481            43,848   

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－70号

坂路（上-5）

箇所

        1        1,711,000   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 天端斜切(18%) H1300×B900×L2000

個         2           37,900            75,800   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 天端斜切(18%) H1600×B1100×L2000

個         2           69,500           139,000   

プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 無し 無し 標準               

                                                

                                                ｍ         4            6,697            26,788   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 天端斜切(18%) H2300×B1600×L2000

個         2          143,000           286,000   

               計

      1,710,609   

               単価

    1,711,000   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－72号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工

m3

        1           14,400   

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要              

                                                

                                                 ｍ３         1           14,400            14,400   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－71号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工

m3

        1            7,127   

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要              

                                                

                                                 ｍ３         1            7,127             7,127   

               計

          7,127   

               単価

        7,127   円／m3

               計

         14,400   

               単価

       14,400   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－74号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3

        1            1,797   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし               

機械積込 有り 8.5km以下 全ての費用              

                                                 ｍ３         1            1,797             1,797   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－73号

殻運搬 コンクリート殻(無筋)

m3

        1            1,797   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし               

機械積込 有り 8.5km以下 全ての費用              

                                                 ｍ３         1            1,797             1,797   

               計

          1,797   

               単価

        1,797   円／m3

               計

          1,797   

               単価

        1,797   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－76号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3

        1            3,500   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,500             3,500   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－75号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

               計

          2,350   

               単価

        2,350   円／m3

               計

          3,500   

               単価

        3,500   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－78号

床掘り

m3

        1            2,109   

床掘り

 ｍ３         1            2,109             2,109   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－77号

交通誘導警備員

人日

      260           12,820   

交通誘導警備員Ａ

人日       130           14,180         1,843,400   

交通誘導警備員Ｂ

人日       130           11,450         1,488,500   

               計

      3,331,900   

               単価

       12,820   円／人日

               計

          2,109   

               単価

        2,109   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－80号

埋戻し 基礎材　RC-40

m3

      110            5,363   

埋戻し

 ｍ３       110            3,531           388,410   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－79号

埋戻し 土砂

m3

        1            3,531   

埋戻し

 ｍ３         1            3,531             3,531   

               計

          3,531   

               単価

        3,531   円／m3

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３       130            1,550           201,500   

               計

        589,910   

               単価

        5,363   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－82号

埋戻し 保護砂

m3

        5            8,211   

埋戻し

 ｍ３         5            3,531            17,655   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－81号

埋戻し 路床材　RC-40

m3

       30            5,391   

埋戻し

 ｍ３        30            3,531           105,930   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３        36            1,550            55,800   

               計

        161,730   

               単価

        5,391   円／m3

コンクリート用骨材　砂 洗い　荒目

 ｍ３         6            3,900            23,400   

               計

         41,055   

               単価

        8,211   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 54 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－83号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              765.5 

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.0km以下         ｍ３         1              765.5             765.5 

               計

            765.5 

               単価

          765.5 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－84号

埋設管路（TYPE-1）  本体管 DMDﾎﾞﾃﾞｨ管φ300　さや管 FEPφ50 9条

m

        1            7,627   

埋設部管路材設置 合成樹脂製 FEP管類 本体管設置                   

                                                

                                                ｍ         1            4,528             4,528   

埋設部管路材設置 合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 9管               

                                                

                                                ｍ         1            2,969             2,969   

呼び線 ハイライン 径４ｍｍ

ｍ        10               13               130   

               計

          7,627   

               単価

        7,627   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－85号

埋設管路（TYPE-2）  本体管 DMDﾎﾞﾃﾞｨ管φ300　さや管 FEPφ50 9条

m

        1            7,627   

埋設部管路材設置 合成樹脂製 FEP管類 本体管設置                   

                                                

                                                ｍ         1            4,528             4,528   

埋設部管路材設置 合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 9管               

                                                

                                                ｍ         1            2,969             2,969   

呼び線 ハイライン 径４ｍｍ

ｍ        10               13               130   

               計

          7,627   

               単価

        7,627   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－86号

埋設管路（TYPE-4）  本体管 DMDﾎﾞﾃﾞｨ管φ300　さや管 FEPφ50 9条

m

        1            7,627   

埋設部管路材設置 合成樹脂製 FEP管類 本体管設置                   

                                                

                                                ｍ         1            4,528             4,528   

埋設部管路材設置 合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 9管               

                                                

                                                ｍ         1            2,969             2,969   

呼び線 ハイライン 径４ｍｍ

ｍ        10               13               130   

               計

          7,627   

               単価

        7,627   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－88号

埋設管路（TYPE-12′）  さや管 FEPφ50 9条

m

        1            3,086   

埋設部管路材設置 合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 9管               

                                                

                                                ｍ         1            2,969             2,969   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－87号

埋設管路（TYPE-11′）  さや管 FEPφ50 9条

m

        1            3,086   

埋設部管路材設置 合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 9管               

                                                

                                                ｍ         1            2,969             2,969   

呼び線 ハイライン 径４ｍｍ

ｍ         9               13               117   

               計

          3,086   

               単価

        3,086   円／m

呼び線 ハイライン 径４ｍｍ

ｍ         9               13               117   

               計

          3,086   

               単価

        3,086   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 59 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－90号

異種管変更継手  φ300用

個

        1           24,700   

異種管変更継手  φ300用 本体管-SGP

個         1           24,700            24,700   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－89号

埋設表示ｼｰﾄ W600　2倍折込

m

        1              593.7 

埋設表示シート（材料費）

ｍ         1              593.7             593.7 

               計

            593.7 

               単価

          593.7 円／m

               計

         24,700   

               単価

       24,700   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 60 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－91号

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 歩道Aﾀｲﾌﾟ　750×1500×950

箇所

        1          346,500   

基礎材 12.5cmを超え17.5cm以下                          

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                               

                                                 ｍ２         2.4          1,188             2,851.2 

ハンドホール ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊                                

                                                

                                                個         1           30,580            30,580   

ハンドホール 歩道Ａタイプ

個         1          160,000           160,000   

歩道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様) １２００×６００ Ｔ－２仕様 受枠 ナット共

組         1          153,000           153,000   

               計

        346,431.2 

               単価

      346,500   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 61 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－93号

可撓性ｺﾞﾑ継手  DMDﾎﾞﾃﾞｨ管φ300用

個

        1           35,700   

可撓性ｺﾞﾑ継手  DMDﾎﾞﾃﾞｨ管φ300用

個         1           35,700            35,700   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－92号

さや管固定板 SUS 500×500×4.5

個

        1           29,600   

さや管固定版 SUS500×500×4.5

個         1           29,600            29,600   

               計

         29,600   

               単価

       29,600   円／個

               計

         35,700   

               単価

       35,700   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 62 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－95号

情報ﾎﾞｯｸｽ埋設標

個

        1            3,850   

埋設標（情報ＢＯＸ用） プレート型（材工共）

個         1            3,850             3,850   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－94号

ﾍﾞﾙﾏｳｽ  FEP用φ50

個

        1              438   

ﾍﾞﾙﾏｳｽ  FEP用φ50

個         1              438               438   

               計

            438   

               単価

          438   円／個

               計

          3,850   

               単価

        3,850   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－96号

軽量鋼矢板 LSPⅡ型

式

        1           35,610   

軽量鋼矢板設置・撤去

ｍ        10            3,010            30,100   

鋼矢板（軽量矢板）　軽量型（２型、３型） ９０日以内

ｔ         0.98           120               117.6 

軽量鋼矢板1型､2型､3型 整備費

ｔ         0.98         5,500             5,390   

               計

         35,607.6 

               単価

       35,610   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 64 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－98号

仮設材運搬費

t

        1            8,000   

仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 関東･中部･近畿 21.9km 12m以内                   

各種(実数入力) 0無 無                           

                                                ｔ         1            5,000             5,000   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－97号

重建設機械分解組立輸送費

回

        1        1,445,000   

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機              

機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)                

                                                回         1        1,445,000         1,445,000   

               計

      1,445,000   

               単価

    1,445,000   円／回

仮設材等の積込み，取卸し費 積込み,取卸し(往復分)                           

                                                

                                                ｔ         1            3,000             3,000   

               計

          8,000   

               単価

        8,000   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 65 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－99号

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

式

        1           51,270   

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事         1           51,270            51,270   

               計

         51,270   

               単価

       51,270   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 66 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－100号

施工合理化調査費

式

        1          307,700   

施工合理化調査費 安定処理工（ﾊﾞｯｸﾎｳ混合）

工事         1           58,590            58,590   

施工合理化調査費 排水構造物工（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）

工事         1          105,500           105,500   

施工合理化調査費 ｺﾝｸﾘｰﾄ工

工事         1           67,380            67,380   

施工合理化調査費 光ケーブル配管工

工事         1           76,170            76,170   

               計

        307,640   

               単価

      307,700   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－101号

施工形態動向調査費（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査）

式

        1           14,650   

施工形態動向調査費（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査） 安定処理工（自走式土質改良工）

工事         1           14,650            14,650   

               計

         14,650   

               単価

       14,650   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 68 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－102号

施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費

式

        1           43,950   

施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 機械土工（土砂）

工事         1           14,650            14,650   

施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

工事         1           14,650            14,650   

施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 排水構造物工

工事         1           14,650            14,650   

               計

         43,950   

               単価

       43,950   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 69 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－103号

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

検体

        1            7,300   

六価ｸﾛﾑ溶出試験費 環境庁告示第46号溶出試験

検体         1            7,300             7,300   

               計

          7,300   

               単価

        7,300   円／検体

              国土交通省　近畿地方整備局- 70 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床･路体 1mを超え2m以下 5t/100m2

m2

      100            1,606   

土木一般世話役  

人         0.67        23,835            15,969   

特殊作業員  

人         1.32        21,210            27,997   

普通作業員  

人         1.32        20,370            26,888   

ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱用) ﾌﾚｺﾝ

ｔ         5           11,900            59,500   

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付) 排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日         0.67        42,790            28,669   

振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式

日         0.67         2,224             1,490   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 87   

               計

        160,600   

               単価

        1,606   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 71 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

安定処理工（自走式土質改良工） 砂及び砂質土 50kg/m3                            

                                                

                                                

 ｍ３

      100            1,860   

土木一般世話役  

人         0.316        23,835             7,531   

特殊作業員  

人         0.316        21,210             6,702   

ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱用) ﾌﾚｺﾝ

ｔ         5.2         11,900            61,880   

自走式土質改良機運転

日         0.316       272,500            86,110   

バックホウ（クローラ型）運転

日         0.316        49,800            15,736   

諸雑費（率＋まるめ）

         7%

式         1              8,041   

               計

        186,000   

               単価

        1,860   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 72 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

自走式土質改良機設置・撤去工 設置･撤去                                       

                                                

                                                

台・回

        1          223,300   

土木一般世話役  

人         0.66        23,835            15,731   

特殊作業員  

人         0.66        21,210            13,998   

運転手（特殊）  

人         0.66        20,790            13,721   

自走式土質改良機運転

日         0.66       272,500           179,850   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        223,300   

               単価

      223,300   円／台・回

              国土交通省　近畿地方整備局- 73 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

中層混合処理工 2m＜L≦5m 1,000m3以上 50kg/m3                   

有                                              

                                                

 ｍ３

      100            3,118   

土木一般世話役  

人         0.444        23,835            10,582   

特殊作業員  

人         0.444        21,210             9,417   

普通作業員  

人         0.889        20,370            18,108   

ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱用) ﾌﾚｺﾝ

ｔ         5.3         11,900            63,070   

中層混合処理機運転 2m＜L≦5m 

日         0.444       252,300           112,021   

スラリプラント運転

日         0.444        74,970            33,286   

諸雑費（率＋まるめ）

        34%

式         1             62,316   

特許料金 Ⅱ-2-⑪-48

 ｍ３       100               30             3,000   

               計

        311,800   

               単価

        3,118   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 74 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

スラリプラント現場内移設 標準                                            

                                                

                                                

回

        1          172,200   

土木一般世話役  

人         1           23,835            23,835   

特殊作業員  

人         2.9         21,210            61,509   

普通作業員  

人         1.4         20,370            28,518   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         1.4         41,600            58,240   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 98   

               計

        172,200   

               単価

      172,200   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 75 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

中層混合処理工 2m＜L≦5m 1,000m3以上                           

100kg/m3 有                                     

                                                

 ｍ３

      100            3,749   

土木一般世話役  

人         0.444        23,835            10,582   

特殊作業員  

人         0.444        21,210             9,417   

普通作業員  

人         0.889        20,370            18,108   

ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱用) ﾌﾚｺﾝ

ｔ        10.6         11,900           126,140   

中層混合処理機運転 2m＜L≦5m 

日         0.444       252,300           112,021   

スラリプラント運転

日         0.444        74,970            33,286   

諸雑費（率＋まるめ）

        34%

式         1             62,346   

特許料金 Ⅱ-2-⑪-48

 ｍ３       100               30             3,000   

               計

        374,900   

               単価

        3,749   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 76 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝           

1種 JIS A 5372 300A                             

300×300×2000 無し 無し 無し                   

ｍ

       10            6,375   

Ｕ型側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            3,019.77          30,197   

道路用鉄筋コンクリート側溝 １種　３００Ａ　３００×３００×２０００

個         5            6,710            33,550   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         63,750   

               単価

        6,375   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 77 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm            

1000kg/個以下 無し 無し 無し                    

                                                

ｍ

       10           14,770   

Ｕ型側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            3,019.77          30,197   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B500-H700

個         5           23,500           117,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

        147,700   

               単価

       14,770   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 78 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm            

1000kg/個以下 無し 無し 無し                    

                                                

ｍ

       10           17,470   

Ｕ型側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            3,019.77          30,197   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B500-H800

個         5           28,900           144,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

        174,700   

               単価

       17,470   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 79 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm            

1000を超え2000kg/個以下 無し 無し               

無し                                            

ｍ

       10           22,960   

Ｕ型側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            4,700.61          47,006   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B500-H1000

個         5           36,500           182,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 94   

               計

        229,600   

               単価

       22,960   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 80 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm            

1000を超え2000kg/個以下 無し 無し               

無し                                            

ｍ

       10           21,910   

Ｕ型側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            4,700.61          47,006   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B600-H900

個         5           34,400           172,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 94   

               計

        219,100   

               単価

       21,910   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 81 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm            

1000を超え2000kg/個以下 無し 無し               

無し                                            

ｍ

       10           27,710   

Ｕ型側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            4,700.61          47,006   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 B800-H1100

個         5           46,000           230,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 94   

               計

        277,100   

               単価

       27,710   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 82 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

補正無(一般構造物)                              

ｔ

        1          129,400   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03        67,000            69,010   

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           60,375            60,375   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 15   

               計

        129,400   

               単価

      129,400   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 83 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                

枚

      100           60,010   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              801            80,100   

縞鋼板蓋 700×700用　HDZ55

枚       100           59,200         5,920,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                900   

               計

      6,001,000   

               単価

       60,010   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 84 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                

枚

      100           74,410   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              801            80,100   

縞鋼板蓋 800×800用　HDZ55

枚       100           73,600         7,360,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                900   

               計

      7,441,000   

               単価

       74,410   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 85 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                

枚

      100           96,910   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              801            80,100   

縞鋼板蓋 900×900用（2枚）　HDZ55

枚       100           96,100         9,610,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                900   

               計

      9,691,000   

               単価

       96,910   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 86 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                

枚

      100          114,900   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              801            80,100   

縞鋼板蓋 1000×1000用(2枚組)　HDZ55

枚       100          114,000        11,400,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1              9,900   

               計

     11,490,000   

               単価

      114,900   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 87 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                

枚

      100          133,900   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              801            80,100   

縞鋼板蓋 1100×1100用(2枚組)　HDZ55

枚       100          133,000        13,300,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1              9,900   

               計

     13,390,000   

               単価

      133,900   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 88 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                

枚

      100          317,900   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              801            80,100   

縞鋼板蓋 1800×1800用(5枚組)　HDZ55

枚       100          317,000        31,700,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1              9,900   

               計

     31,790,000   

               単価

      317,900   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 89 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

コンクリート打設工 防草コンクリート 人力打設                       

18-8-25（20）（高炉） 無し                      

10m3/100m2 有り                                 

 ｍ２

      100            3,046   

土木一般世話役  

人         1           23,835            23,835   

普通作業員  

人         3.2         20,370            65,184   

生コンクリート　高炉 １８－８－２５（２０）

 ｍ３        12.1         17,600           212,960   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              2,621   

               計

        304,600   

               単価

        3,046   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 90 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

養生工 防草コンクリート                                

                                                

                                                

 ｍ２

      100               86.28

土木一般世話役  

人         0.09        23,835             2,145   

普通作業員  

人         0.31        20,370             6,314   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1                169   

               計

          8,628   

               単価

           86.28 円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 91 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

足場工 手摺先行型枠組足場 必要 標準                    

                                                

                                                

掛ｍ２

      100            3,998   

土木一般世話役  

人         1.4         23,835            33,369   

とび工  

人         7.7         24,570           189,189   

普通作業員  

人         1.2         20,370            24,444   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         1.4         41,600            58,240   

諸雑費（率＋まるめ）

        31%

式         1             94,558   

               計

        399,800   

               単価

        3,998   円／掛ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 92 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要              

                                                

                                                

 ｍ３

        1           14,400   

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無

 ｍ３         1           14,400            14,400   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要              

                                                

                                                

 ｍ３

        1            7,127   

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

 ｍ３         1            7,127             7,127   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,127   

               単価

        7,127   円／ｍ３

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         14,400   

               単価

       14,400   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 93 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,500   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) (株)三幸産業

 ｍ３       100            3,500           350,000   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,350   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (株)三幸産業

 ｍ３       100            2,350           235,000   

               計

        235,000   

               単価

        2,350   円／ｍ３

               計

        350,000   

               単価

        3,500   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 94 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           11,450   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           11,445            11,445   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           14,180   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           14,175            14,175   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         14,180   

               単価

       14,180   円／人日

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         11,450   

               単価

       11,450   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 95 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機              

機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)                

                                                

回

        1        1,445,000   

特殊作業員  

人        16           21,210           339,360   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         2.4         41,600            99,840   

運搬費等率

       229%

式         1          1,005,768   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 32   

               計

      1,445,000   

               単価

    1,445,000   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 96 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

仮設材等の積込み，取卸し費 積込み,取卸し(往復分)                           

                                                

                                                

ｔ

        1            3,000   

積込み．取卸し費（仮設材等）  

ｔ         2            1,500             3,000   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板

、敷鉄板等)の運

関東･中部･近畿 21.9km 12m以内                   

各種(実数入力) 0無 無                           

                                                

ｔ

        1            5,000   

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 30kmまで

t         1            5,000             5,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,000   

               単価

        5,000   円／ｔ

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          3,000   

               単価

        3,000   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 97 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点

検

10,000m3未満 無し 3300m3                        

                                                

                                                

式

        1           10,010   

土木一般世話役  

人         0.42        23,835            10,010   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

掘削（ＩＣＴ）保守点検 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満                  

4700m3                                          

                                                

式

        1           22,404   

土木一般世話役  

人         0.94        23,835            22,404   

               計

         22,404   

               単価

       22,404   円／式

               計

         10,010   

               単価

       10,010   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 98 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ） ﾊﾞｯｸﾎｳ                                          

                                                

                                                

式

        1          598,000   

システム初期費 バックホウ

式         1            598,000   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

路床盛土（ＩＣＴ）保守点検 10,000m3未満 無し 3300m3                        

                                                

                                                

式

        1           12,799   

土木一般世話役  

人         0.537        23,835            12,799   

               計

         12,799   

               単価

       12,799   円／式

               計

        598,000   

               単価

      598,000   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 99 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事

        1           51,270   

技術員  

人         1.75        29,295            51,266   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ） ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ                                        

                                                

                                                

式

        1          548,000   

システム初期費 ブルドーザ

式         1            548,000   

               計

        548,000   

               単価

      548,000   円／式

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         51,270   

               単価

       51,270   円／工事

              国土交通省　近畿地方整備局- 100 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

施工合理化調査費 排水構造物工（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）

工事

        1          105,500   

技術員  

人         3.6         29,295           105,462   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

施工合理化調査費 安定処理工（ﾊﾞｯｸﾎｳ混合）

工事

        1           58,590   

技術員  

人         2           29,295            58,590   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         58,590   

               単価

       58,590   円／工事

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 38   

               計

        105,500   

               単価

      105,500   円／工事

              国土交通省　近畿地方整備局- 101 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

施工合理化調査費 光ケーブル配管工

工事

        1           76,170   

技術員  

人         2.6         29,295            76,167   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

施工合理化調査費 ｺﾝｸﾘｰﾄ工

工事

        1           67,380   

技術員  

人         2.3         29,295            67,378   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         67,380   

               単価

       67,380   円／工事

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         76,170   

               単価

       76,170   円／工事

              国土交通省　近畿地方整備局- 102 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 機械土工（土砂）

工事

        1           14,650   

技術員  

人         0.5         29,295            14,647   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

施工形態動向調査費（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査

）

安定処理工（自走式土質改良工）

工事

        1           14,650   

技術員  

人         0.5         29,295            14,647   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         14,650   

               単価

       14,650   円／工事

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         14,650   

               単価

       14,650   円／工事

              国土交通省　近畿地方整備局- 103 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 排水構造物工

工事

        1           14,650   

技術員  

人         0.5         29,295            14,647   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

工事

        1           14,650   

技術員  

人         0.5         29,295            14,647   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         14,650   

               単価

       14,650   円／工事

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         14,650   

               単価

       14,650   円／工事

              国土交通省　近畿地方整備局- 104 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付) 排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日

        1           42,790   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

軽油  １．２号

Ｌ        79              106             8,374   

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊

日         1.25        10,900            13,625   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         42,790   

               単価

       42,790   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 105 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式

日

        1            2,224   

軽油  １．２号

Ｌ         0.7            106                74   

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．８～１．１ｔ

日         1.25         1,720             2,150   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          2,224   

               単価

        2,224   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 106 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

自走式土質改良機運転

日

        1          272,500   

軽油  １．２号

Ｌ       115              106            12,190   

自走式土質改良機［解砕・固化材混合式］ 機械質量２０ｔ級

供用日         1.82       143,000           260,260   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 50   

               計

        272,500   

               単価

      272,500   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 107 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ型）運転

日

        1           49,800   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

軽油  １．２号

Ｌ       105              106            11,130   

バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

日         1.8          9,930            17,874   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         49,800   

               単価

       49,800   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 108 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

中層混合処理機運転 2m＜L≦5m 

日

        1          252,300   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

軽油  １．２号

Ｌ       118              106            12,508   

中層混合処理機［ベースマシン］ ２０ｔ（０．８ｍ３）級バックホウ

供用日         1.53        26,100            39,933   

攪拌混合装置 改良深度５ｍ　２０ｔ級

供用日         1.53        87,700           134,181   

施工管理装置 １ピースブーム用

供用日         1.53        29,300            44,829   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 59   

               計

        252,300   

               単価

      252,300   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 109 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

スラリプラント運転

日

        1           74,970   

深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］ 能力２０ｍ３／ｈ

供用日         1.53        49,000            74,970   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         74,970   

               単価

       74,970   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 110 -


