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国営飛鳥歴史公園園内施設補修工事 

【工事設計書（公表資料）】 
 

国営飛鳥歴史公園事務所 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 

ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、 

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。 

------------------------------------------------------------------------------------------- 



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

国営飛鳥歴史公園園内施設補修工事

鏡

奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴史公園事務所

管内)

　１）　発注年月　　　　　令和 2年 8月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　国営飛鳥歴史公園事務所　工務第一課　　　　　　　　

　３）　工事番号　　　　　8921010001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４）　契約区分　　　　　単年度（繰越を含む）の分任官　　　　　　　　　　　

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　公園工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　一式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  170日間 　　　　自　　　令和 2年 9月 3日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年 2月19日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　奈良県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　生駒市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　国営飛鳥歴史公園　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 2年 6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 8月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2020年 8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 　　　　　　　        153,000 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年 6月19日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  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

国営飛鳥歴史公園園内施設補修工事(石舞台地区) (当　初) 公園緑地整備･改修
施設整備

施設整備

式         1         46,145,121

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

　園路広場整備工

　

式         1         44,142,450

　　作業土工

　　

式         1             51,280

　　　床掘り

　　　

土砂 小規模

m3        10            1,850            18,500

単-1号

　　　埋戻し

　　　

土砂 小規模

m3        10            3,278            32,780

単-2号

　　ﾃﾞｯｷ工

　　

式         1         44,091,170

　　　ﾃﾞｯｷ基礎

　　　(石舞台地区)

ﾃﾞｯｷ基礎A(流用)

基        23           46,820         1,076,860

単-3号

　　　ﾃﾞｯｷ基礎

　　　(石舞台地区)

ﾃﾞｯｷ基礎B(流用)

基        21           46,830           983,430

単-4号

　　　ﾃﾞｯｷ基礎

　　　(石舞台地区)

ﾃﾞｯｷ基礎C(流用)

基         9           92,500           832,500

単-5号

　　　ﾃﾞｯｷ設置

　　　(石舞台地区)

ﾃﾞｯｷ舗装A

m2       126          159,700        20,122,200

単-6号

　　　ﾃﾞｯｷ設置

　　　(石舞台地区)

ﾃﾞｯｷ舗装B

m2        38          181,700         6,904,600

単-7号

　　　ﾃﾞｯｷ設置

　　　(石舞台地区)

ﾃﾞｯｷ舗装C

m2        28          182,700         5,115,600

単-8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

国営飛鳥歴史公園園内施設補修工事(石舞台地区) (当　初) 公園緑地整備･改修
施設整備

　　　ﾃﾞｯｷ設置

　　　(石舞台地区)

階段ﾃﾞｯｷ

m2         2          155,700           311,400

単-9号

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

　　　ﾃﾞｯｷ設置

　　　(石舞台地区)

手摺A

m        30           82,460         2,473,800

単-10号

　　　ﾃﾞｯｷ設置

　　　(石舞台地区)

手摺B

m        29           89,260         2,588,540

単-11号

　　　ﾃﾞｯｷ設置

　　　(石舞台地区)

手摺C

m        36           82,460         2,968,560

単-12号

　　　ﾃﾞｯｷ設置

　　　(石舞台地区)

階段手摺

m         3           84,960           254,880

単-13号

　　　ﾃﾞｯｷ設置

　　　(石舞台地区)

新規手摺

m         4          114,700           458,800

単-14号

　構造物撤去工

　

式         1            184,671

　　運搬処理工

　　

式         1            184,671

　　　殻運搬

　　　

建設発生木材(木材廃

棄物)片道運搬距離6.2

km(DID有) m3        17            1,863            31,671

単-15号

　　　殻処分

　　　

建設発生木材(木材廃

棄物)

m3        17            9,000           153,000

単-16号

　公園施設等撤去･移設工

　

式         1          1,818,000

　　公園施設撤去工

　　

式         1          1,818,000
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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
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国営飛鳥歴史公園園内施設補修工事(石舞台地区) (当　初) 公園緑地整備･改修
施設整備

　　　公園施設撤去工

　　　(石舞台地区)

木製ﾃﾞｯｷﾌﾞﾛｯｸ(4)～(7

)

箇所         1        1,818,000         1,818,000

単-17号

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

直接工事費

式         1         46,145,121

共通仮設費

式         1          4,791,000

　共通仮設費

　

式         1            528,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            528,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          4,263,000

純工事費

式         1         50,936,121

　現場管理費

　

式         1         17,435,000

工事原価

式         1         72,996,477

　一般管理費等

　

式         1         11,853,523

工事価格

式         1         84,850,000

消費税相当額

式         1          8,485,000
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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
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国営飛鳥歴史公園園内施設補修工事(石舞台地区) (当　初) 公園緑地整備･改修
施設整備

工事費計

式         1         93,335,000

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]
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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

国営飛鳥歴史公園園内施設補修工事(高松塚周辺地区) (当　初) 公園緑地整備･改修
施設整備

施設整備

式         1          2,814,356

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

　園路広場整備工

　

式         1          2,814,356

　　作業土工

　　

式         1             46,152

　　　床掘り

　　　

土砂 小規模

m3         9            1,850            16,650

単-1号

　　　埋戻し

　　　

土砂 小規模

m3         9            3,278            29,502

単-2号

　　ﾃﾞｯｷ工

　　

式         1          2,768,204

　　　ﾃﾞｯｷ基礎

　　　(高松塚周辺地区)

PCｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 □300×

H300

基        11            5,029            55,319

単-3号

　　　ﾃﾞｯｷ基礎

　　　(高松塚周辺地区)

PCｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 □400×

H400

基         5            8,321            41,605

単-4号

　　　ﾃﾞｯｷ設置

　　　(高松塚周辺地区)

木製ﾃﾞｯｷ 床板

m2        16          102,800         1,644,800

単-5号

　　　ﾃﾞｯｷ設置

　　　(高松塚周辺地区)

木製ﾃﾞｯｷ 手摺

m        13           78,960         1,026,480

単-6号

直接工事費

式         1          2,814,356

共通仮設費

式         1            372,000
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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
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国営飛鳥歴史公園園内施設補修工事(高松塚周辺地区) (当　初) 公園緑地整備･改修
施設整備

　共通仮設費

　

式         1             56,000

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1             56,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1            316,000

純工事費

式         1          3,186,356

　現場管理費

　

式         1          1,439,000

工事原価

式         1          4,625,356
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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

内訳書＜データ無し＞
[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

              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

内訳書＜データ無し＞
[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

              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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－2号

埋戻し 土砂 小規模

m3

       10            3,278   

埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３        10            3,278            32,780   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－1号

床掘り 土砂 小規模

m3

       10            1,850   

床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３        10            1,850            18,500   

               計

         18,500   

               単価

        1,850   円／m3

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

         32,780   

               単価

        3,278   円／m3
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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 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－3号

ﾃﾞｯｷ基礎

(石舞台地区)

ﾃﾞｯｷ基礎A(流用)

基

       23           46,820   

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

                                                

                                                孔        92              552.6          50,839.2 

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

無収縮ﾓﾙﾀﾙ ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ(1875kg/m3)

m3         0.11       211,000            23,210   

モルタル練 普通 1:2 機械費,労務費のみ(1日未満用)           

                                                

                                                 ｍ３         0.11        26,080             2,868.8 

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ M16用

本        92              366            33,672   

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ M16(SUS) 削孔長130

本        92            1,800           165,600   

アンカー筋挿入

本        92              782.7          72,008.4 

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ(1) □400 溶融亜鉛ﾒｯｷ

組        23           28,000           644,000   

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ設置(石舞台地区) □400

組        23            3,676            84,548   

               計

      1,076,746.4 

               単価

       46,820   円／基
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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 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－4号

ﾃﾞｯｷ基礎

(石舞台地区)

ﾃﾞｯｷ基礎B(流用)

基

       21           46,830   

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

                                                

                                                孔        84              552.6          46,418.4 

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

無収縮ﾓﾙﾀﾙ ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ(1875kg/m3)

m3         0.101       211,000            21,311   

モルタル練 普通 1:2 機械費,労務費のみ(1日未満用)           

                                                

                                                 ｍ３         0.101        26,080             2,634.08

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ M16用

本        84              366            30,744   

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ M16(SUS) 削孔長130

本        84            1,800           151,200   

アンカー筋挿入

本        84              782.7          65,746.8 

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ(2) □400 溶融亜鉛ﾒｯｷ

組        21           28,000           588,000   

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ設置(石舞台地区) □400

組        21            3,676            77,196   

               計

        983,250.28

               単価

       46,830   円／基
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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 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－5号

ﾃﾞｯｷ基礎

(石舞台地区)

ﾃﾞｯｷ基礎C(流用)

基

        9           92,500   

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

                                                

                                                孔        72              552.6          39,787.2 

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

無収縮ﾓﾙﾀﾙ ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ(1875kg/m3)

m3         0.043       211,000             9,073   

モルタル練 普通 1:2 機械費,労務費のみ(1日未満用)           

                                                

                                                 ｍ３         0.043        26,080             1,121.44

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ M16用

本        72              366            26,352   

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ M16(SUS) 削孔長130

本        72            1,800           129,600   

アンカー筋挿入

本        72              782.7          56,354.4 

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ(2) □400 溶融亜鉛ﾒｯｷ

組        18           28,000           504,000   

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ設置(石舞台地区) □400

組        18            3,676            66,168   

               計

        832,456.04

               単価

       92,500   円／基
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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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－7号

ﾃﾞｯｷ設置

(石舞台地区)

ﾃﾞｯｷ舗装B

m2

       38          181,700   

ﾃﾞｯｷ舗装B 再生木材 t=30

m2        38          163,000         6,194,000   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－6号

ﾃﾞｯｷ設置

(石舞台地区)

ﾃﾞｯｷ舗装A

m2

      126          159,700   

ﾃﾞｯｷ舗装A 再生木材 t=30

m2       126          141,000        17,766,000   

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) ﾃﾞｯｷ舗装A,B,C,階段ﾃﾞｯｷ

m2       126           18,660         2,351,160   

               計

     20,117,160   

               単価

      159,700   円／m2

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) ﾃﾞｯｷ舗装A,B,C,階段ﾃﾞｯｷ

m2        38           18,660           709,080   

               計

      6,903,080   

               単価

      181,700   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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－9号

ﾃﾞｯｷ設置

(石舞台地区)

階段ﾃﾞｯｷ

m2

        2          155,700   

階段ﾃﾞｯｷ 再生木材 t=30

m2         2          137,000           274,000   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－8号

ﾃﾞｯｷ設置

(石舞台地区)

ﾃﾞｯｷ舗装C

m2

       28          182,700   

ﾃﾞｯｷ舗装C 再生木材 t=30

m2        28          164,000         4,592,000   

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) ﾃﾞｯｷ舗装A,B,C,階段ﾃﾞｯｷ

m2        28           18,660           522,480   

               計

      5,114,480   

               単価

      182,700   円／m2

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) ﾃﾞｯｷ舗装A,B,C,階段ﾃﾞｯｷ

m2         2           18,660            37,320   

               計

        311,320   

               単価

      155,700   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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－11号

ﾃﾞｯｷ設置

(石舞台地区)

手摺B

m

       29           89,260   

手摺B 再生木材

m        29           79,400         2,302,600   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－10号

ﾃﾞｯｷ設置

(石舞台地区)

手摺A

m

       30           82,460   

手摺A 再生木材

m        30           72,600         2,178,000   

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) 手摺A,B,C,階段手摺,新規手摺

m        30            9,853           295,590   

               計

      2,473,590   

               単価

       82,460   円／m

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) 手摺A,B,C,階段手摺,新規手摺

m        29            9,853           285,737   

               計

      2,588,337   

               単価

       89,260   円／m

              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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－13号

ﾃﾞｯｷ設置

(石舞台地区)

階段手摺

m

        3           84,960   

階段手摺 再生木材

m         3           75,100           225,300   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－12号

ﾃﾞｯｷ設置

(石舞台地区)

手摺C

m

       36           82,460   

手摺C 再生木材

m        36           72,600         2,613,600   

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) 手摺A,B,C,階段手摺,新規手摺

m        36            9,853           354,708   

               計

      2,968,308   

               単価

       82,460   円／m

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) 手摺A,B,C,階段手摺,新規手摺

m         3            9,853            29,559   

               計

        254,859   

               単価

       84,960   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



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 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－14号

ﾃﾞｯｷ設置

(石舞台地区)

新規手摺

m

        4          114,700   

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

                                                

                                                孔        12              552.6           6,631.2 

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ M16用

本        12              366             4,392   

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ M16(SUS) 削孔長85

本        12            1,600            19,200   

アンカー筋挿入

本        12              782.7           9,392.4 

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ □300 溶融亜鉛ﾒｯｷ

組         3           24,000            72,000   

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ設置(石舞台地区) □300 新規手摺

組         3            2,391             7,173   

新規手摺 再生木材

m         4           75,100           300,400   

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) 手摺A,B,C,階段手摺,新規手摺

m         4            9,853            39,412   

               計

        458,600.6 

               単価

      114,700   円／m

              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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－16号

殻処分 建設発生木材(木材廃棄物)

m3

        1            9,000   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            9,000             9,000   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－15号

殻運搬 建設発生木材(木材廃棄物)片道運搬距離6.2km(DID有)

m3

        1            1,863   

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) 有り 7.0km以下         ｍ３         1            1,863             1,863   

               計

          1,863   

               単価

        1,863   円／m3

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

          9,000   

               単価

        9,000   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



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 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－17号

公園施設撤去工

(石舞台地区)

木製ﾃﾞｯｷﾌﾞﾛｯｸ(4)～(7)

箇所

        1        1,818,000   

木製ﾃﾞｯｷ撤去(石舞台地区) ﾌﾞﾛｯｸ(4)～(7)

箇所         1        1,818,000         1,818,000   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

      1,818,000   

               単価

    1,818,000   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



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） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ設置(石舞台地区) □400

組

       10            3,676   

土木一般世話役  

人         0.1         24,885             2,488   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

特殊作業員  

人         0.8         22,785            18,228   

普通作業員  

人         0.8         20,055            16,044   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         36,760   

               単価

        3,676   円／組

              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

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ設置(石舞台地区) □400

組

       10            3,676   

土木一般世話役  

人         0.1         24,885             2,488   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

特殊作業員  

人         0.8         22,785            18,228   

普通作業員  

人         0.8         20,055            16,044   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         36,760   

               単価

        3,676   円／組

              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

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ設置(石舞台地区) □400

組

       10            3,676   

土木一般世話役  

人         0.1         24,885             2,488   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

特殊作業員  

人         0.8         22,785            18,228   

普通作業員  

人         0.8         20,055            16,044   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         36,760   

               単価

        3,676   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



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） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) ﾃﾞｯｷ舗装A,B,C,階段ﾃﾞｯｷ

m2

        1           18,660   

土木一般世話役  

人         0.05        24,885             1,244   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

特殊作業員  

人         0.25        22,785             5,696   

普通作業員  

人         0.5         20,055            10,027   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1              1,693   

               計

         18,660   

               単価

       18,660   円／m2

              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

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) ﾃﾞｯｷ舗装A,B,C,階段ﾃﾞｯｷ

m2

        1           18,660   

土木一般世話役  

人         0.05        24,885             1,244   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

特殊作業員  

人         0.25        22,785             5,696   

普通作業員  

人         0.5         20,055            10,027   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1              1,693   

               計

         18,660   

               単価

       18,660   円／m2

              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

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) ﾃﾞｯｷ舗装A,B,C,階段ﾃﾞｯｷ

m2

        1           18,660   

土木一般世話役  

人         0.05        24,885             1,244   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

特殊作業員  

人         0.25        22,785             5,696   

普通作業員  

人         0.5         20,055            10,027   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1              1,693   

               計

         18,660   

               単価

       18,660   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



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） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) ﾃﾞｯｷ舗装A,B,C,階段ﾃﾞｯｷ

m2

        1           18,660   

土木一般世話役  

人         0.05        24,885             1,244   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

特殊作業員  

人         0.25        22,785             5,696   

普通作業員  

人         0.5         20,055            10,027   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1              1,693   

               計

         18,660   

               単価

       18,660   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



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） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) 手摺A,B,C,階段手摺,新規手摺

m

        1            9,853   

特殊作業員  

人         0.2         22,785             4,557   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

普通作業員  

人         0.2         20,055             4,011   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1              1,285   

               計

          9,853   

               単価

        9,853   円／m

              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

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) 手摺A,B,C,階段手摺,新規手摺

m

        1            9,853   

特殊作業員  

人         0.2         22,785             4,557   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

普通作業員  

人         0.2         20,055             4,011   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1              1,285   

               計

          9,853   

               単価

        9,853   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

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) 手摺A,B,C,階段手摺,新規手摺

m

        1            9,853   

特殊作業員  

人         0.2         22,785             4,557   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

普通作業員  

人         0.2         20,055             4,011   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1              1,285   

               計

          9,853   

               単価

        9,853   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

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) 手摺A,B,C,階段手摺,新規手摺

m

        1            9,853   

特殊作業員  

人         0.2         22,785             4,557   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

普通作業員  

人         0.2         20,055             4,011   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1              1,285   

               計

          9,853   

               単価

        9,853   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

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ設置(石舞台地区) □300 新規手摺

組

       10            2,391   

土木一般世話役  

人         0.1         24,885             2,488   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

特殊作業員  

人         0.5         22,785            11,392   

普通作業員  

人         0.5         20,055            10,027   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         23,910   

               単価

        2,391   円／組

              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

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ﾃﾞｯｷ設置(石舞台地区) 手摺A,B,C,階段手摺,新規手摺

m

        1            9,853   

特殊作業員  

人         0.2         22,785             4,557   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

普通作業員  

人         0.2         20,055             4,011   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1              1,285   

               計

          9,853   

               単価

        9,853   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

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            9,000   

処分費 建設発生木材(木材廃棄物)

m3       100            9,000           900,000   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

        900,000   

               単価

        9,000   円／ｍ３

              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

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

木製ﾃﾞｯｷ撤去(石舞台地区) ﾌﾞﾛｯｸ(4)～(7)

箇所

        1        1,818,000   

土木一般世話役  

人        10           24,885           248,850   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

大工  

人        20           23,100           462,000   

特殊作業員  

人        25           22,785           569,625   

普通作業員  

人        15           20,055           300,825   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1            236,700   

               計

      1,818,000   

               単価

    1,818,000   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－2号

埋戻し 土砂 小規模

m3

        9            3,278   

埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         9            3,278            29,502   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－1号

床掘り 土砂 小規模

m3

        9            1,850   

床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         9            1,850            16,650   

               計

         16,650   

               単価

        1,850   円／m3

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

         29,502   

               単価

        3,278   円／m3

              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 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－3号

ﾃﾞｯｷ基礎

(高松塚周辺地区)

PCｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 □300×H300

基

       10            5,029   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用                    

                                                 ｍ２         1.6          1,103             1,764.8 

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

PCｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 □300×H300

個        10            2,260            22,600   

PCｺﾝｸﾘｰﾄ基礎設置(高松塚周辺地区) □300×H300

基        10            2,592            25,920   

               計

         50,284.8 

               単価

        5,029   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



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 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－4号

ﾃﾞｯｷ基礎

(高松塚周辺地区)

PCｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 □400×H400

基

       10            8,321   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用                    

                                                 ｍ２         2.5          1,103             2,757.5 

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

PCｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 □400×H400

個        10            4,300            43,000   

PCｺﾝｸﾘｰﾄ基礎設置(高松塚周辺地区) □400×H400

基        10            3,745            37,450   

               計

         83,207.5 

               単価

        8,321   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－6号

ﾃﾞｯｷ設置

(高松塚周辺地区)

木製ﾃﾞｯｷ 手摺

m

       13           78,960   

木製ﾃﾞｯｷ 手摺 再生木材

m        13           69,100           898,300   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－5号

ﾃﾞｯｷ設置

(高松塚周辺地区)

木製ﾃﾞｯｷ 床板

m2

       16          102,800   

木製ﾃﾞｯｷ 床板 再生木材

m2        16           95,900         1,534,400   

ﾃﾞｯｷ設置(高松塚周辺地区) 木製ﾃﾞｯｷ 床板

m2        16            6,898           110,368   

               計

      1,644,768   

               単価

      102,800   円／m2

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

ﾃﾞｯｷ設置(高松塚周辺地区) 木製ﾃﾞｯｷ 手摺

m        13            9,853           128,089   

               計

      1,026,389   

               単価

       78,960   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

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

PCｺﾝｸﾘｰﾄ基礎設置(高松塚周辺地区) □300×H300

基

       10            2,592   

土木一般世話役  

人         0.1         24,885             2,488   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

普通作業員  

人         1           20,055            20,055   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1              3,377   

               計

         25,920   

               単価

        2,592   円／基

              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

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

PCｺﾝｸﾘｰﾄ基礎設置(高松塚周辺地区) □400×H400

基

       10            3,745   

土木一般世話役  

人         0.1         24,885             2,488   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

普通作業員  

人         1.5         20,055            30,082   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1              4,880   

               計

         37,450   

               単価

        3,745   円／基

              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

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ﾃﾞｯｷ設置(高松塚周辺地区) 木製ﾃﾞｯｷ 床板

m2

        1            6,898   

土木一般世話役  

人         0.06        24,885             1,493   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

特殊作業員  

人         0.12        22,785             2,734   

普通作業員  

人         0.12        20,055             2,406   

諸雑費（率＋まるめ）

       4%

式         1                265   

               計

          6,898   

               単価

        6,898   円／m2

              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

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ﾃﾞｯｷ設置(高松塚周辺地区) 木製ﾃﾞｯｷ 手摺

m

        1            9,853   

特殊作業員  

人         0.2         22,785             4,557   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

普通作業員  

人         0.2         20,055             4,011   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1              1,285   

               計

          9,853   

               単価

        9,853   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -


