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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

大野油坂道路新小子馬巣谷橋橋台その他工事

鏡

自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原地先

　１）　発注年月　　　　　令和 2年 4月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　福井河川国道事務所　工務第二課          　　　　　

　３）　工事番号　　　　　7022010003　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　河川・道路構造物工事　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  299日間 　　　　自　　　令和 2年 5月16日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年 3月10日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　福井県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　大野市（旧和泉村）　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道１５８号　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 2年 4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 4月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2020年 4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 　　　　　　　        118,440 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年 4月 9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

大野油坂道路新小子馬巣谷橋橋台その他工事 (当　初) 道路新設･改築
橋梁下部

橋梁下部

(新小子馬巣谷橋)

式         1        121,351,819

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

　道路土工

　

式         1          2,162,571

　　残土処理工

　　

式         1          2,162,571

　　　整地

　　　

残土受入れ地での処理

m3     2,200              107           235,400

単-1号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     2,050              804         1,648,200

単-2号

　　　土砂等運搬

　　　

軟岩

m3       170              980.9         166,753

単-3号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3       590              190.2         112,218

単-4号

　橋台工

　(A1橋台)

式         1         34,746,840

　　作業土工

　　

式         1            302,964

　　　床掘り

　　　

土砂 障害有り

m3       340              330.8         112,472

単-5号

　　　埋戻し

　　　

最大埋戻幅4m以上

m3       190              845.8         160,702

単-6号

　　　基面整正

　　　

m2        82              363.3          29,790

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

大野油坂道路新小子馬巣谷橋橋台その他工事 (当　初) 道路新設･改築
橋梁下部

　　場所打杭工

　　

式         1         18,777,250

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

　　　場所打杭

　　　

杭径 1500ｍｍ 杭長(

設計長) 25ｍ

本         6        3,114,000        18,684,000

単-8号

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構

造物とりこわし

m3        10            4,390            43,900

単-9号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        10            4,935            49,350

単-10号

　　橋台躯体工

　　

式         1         15,666,626

　　　基礎材

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.

5cmを超え20.0cm以下

m2        82            1,985           162,770

単-11号

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉) 敷厚 1

0ｃｍ

m2        82            2,501           205,082

単-12号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

24-12-25(20)(高炉) 

一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間

割増無 m3       208           20,650         4,295,200

単-13号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

24-12-40(高炉) 一般

養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増

無 m3       176           20,650         3,634,400

単-14号

　　　鉄筋

　　　

SR235 φ9

t         0.02       179,500             3,590

単-15号

　　　鉄筋

　　　

SD345 D13

t         1.96       130,100           254,996

単-16号

　　　鉄筋

　　　

SD345 D16～25

t        14.06       128,000         1,799,680

単-17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

大野油坂道路新小子馬巣谷橋橋台その他工事 (当　初) 道路新設･改築
橋梁下部

　　　型枠

　　　

一般型枠

m2       390            7,665         2,989,350

単-18号

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

　　　支保

　　　

f≦40kN/m2[t≦120cm]

空m3        10            4,011            40,110

単-19号

　　　支保

　　　

f≦40kN/m2[t≦120cm]

空m3        30            2,942            88,260

単-20号

　　　支保

　　　

40kN/m2<f≦80kN/m2[1

20<t≦250cm]

空m3        40            4,915           196,600

単-21号

　　　足場

　　　

安全ネット必要

掛m2       520            3,829         1,991,080

単-22号

　　　水抜ﾊﾟｲﾌﾟ

　　　

VP-75 ﾌｨﾙﾀｰ無

m         9              612             5,508

単-23号

　橋台工

　(A2橋台)

式         1         20,015,513

　　作業土工

　　

式         1          2,011,972

　　　床掘り(掘削)

　　　

軟岩 障害無し

m3     1,410            1,133         1,597,530

単-24号

　　　埋戻し

　　　

最大埋戻幅4m以上

m3       490              845.8         414,442

単-25号

　　橋台躯体工

　　

式         1         18,003,541

　　　捨てｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m2        75            2,526           189,450

単-26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

大野油坂道路新小子馬巣谷橋橋台その他工事 (当　初) 道路新設･改築
橋梁下部

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

24-12-25(20)(高炉) 

一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間

割増無 m3       181           20,650         3,737,650

単-27号

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

24-12-40(高炉) 一般

養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増

無 m3       296           20,650         6,112,400

単-28号

　　　鉄筋

　　　

SR235 φ9

t         0.02       179,500             3,590

単-29号

　　　鉄筋

　　　

SD345 D13

t         2.06       130,100           268,006

単-30号

　　　鉄筋

　　　

SD345 D16～25

t        14.98       128,000         1,917,440

単-31号

　　　鉄筋

　　　

SD345 D35

t         4.37       131,100           572,907

単-32号

　　　型枠

　　　

一般型枠

m2       440            7,665         3,372,600

単-33号

　　　支保

　　　

f≦40kN/m2[t≦120cm]

空m3        10            4,011            40,110

単-34号

　　　支保

　　　

f≦40kN/m2[t≦120cm]

空m3        30            2,942            88,260

単-35号

　　　支保

　　　

40kN/m2<f≦80kN/m2[1

20<t≦250cm]

空m3        10            4,915            49,150

単-36号

　　　足場

　　　

安全ネット必要

掛m2       430            3,829         1,646,470

単-37号

　　　水抜ﾊﾟｲﾌﾟ

　　　

VP-75 ﾌｨﾙﾀｰ無

m         9              612             5,508

単-38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

大野油坂道路新小子馬巣谷橋橋台その他工事 (当　初) 道路新設･改築
橋梁下部

　RC橋脚工

　

式         1         64,426,895

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

　　作業土工

　　

式         1          1,758,734

　　　床掘り

　　　

土砂 障害無し

m3     1,000              270.7         270,700

単-39号

　　　床掘り

　　　

土砂 障害有り

m3       810              330.8         267,948

単-40号

　　　埋戻し

　　　

最大埋戻幅4m以上

m3     1,400              845.8       1,184,120

単-41号

　　　基面整正

　　　

m2        99              363.3          35,966

単-42号

　　場所打杭工

　　

式         1         22,621,550

　　　場所打杭

　　　

杭径 1500ｍｍ 杭長(

設計長) 14.5ｍ

本         9        2,499,000        22,491,000

単-43号

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構

造物とりこわし

m3        14            4,390            61,460

単-44号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        14            4,935            69,090

単-45号

　　橋脚躯体工(構造物単位)

　　

式         1         40,046,611

　　　T型橋脚

　　　

15m以上25m未満 290m3

以上910m3未満 24-12-

25(20)(高炉) m3       340           32,810        11,155,400

単-46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

大野油坂道路新小子馬巣谷橋橋台その他工事 (当　初) 道路新設･改築
橋梁下部

　　　T型橋脚

　　　

15m以上25m未満 290m3

以上910m3未満 24-12-

40(高炉) m3       274           32,810         8,989,940

単-47号

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

　　　鉄筋

　　　

SD345 D16～25

t        47.88       110,000         5,266,800

単-48号

　　　鉄筋

　　　

SD345 D29～32

t        10.43       117,800         1,228,654

単-49号

　　　鉄筋

　　　

SD345 D38

t        23.45       120,100         2,816,345

単-50号

　　　鉄筋

　　　

SD345 D51

t        59.76       177,200        10,589,472

単-51号

道路改良

(下半原地区)

式         1          3,845,610

　道路土工

　

式         1            419,726

　　路体盛土工

　　

式         1            390,886

　　　路体(築堤)盛土

　　　

4.0m以上

m3       340              184.4          62,696

単-52号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3       370              696.8         257,816

単-53号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3       370              190.2          70,374

単-54号

　　法面整形工

　　

式         1             28,840

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



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

大野油坂道路新小子馬巣谷橋橋台その他工事 (当　初) 道路新設･改築
橋梁下部

　　　法面整形(盛土部)

　　　

法面締固め無 現場制

約無

m2        80              360.5          28,840

単-55号

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

　擁壁工

　

式         1          3,425,884

　　帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工

　　(2号)

式         1          3,425,884

　　　補強土壁基礎

　　　

18-8-40(高炉) 底幅40

cm 高さ20cm

m         4            6,351            25,404

単-56号

　　　調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

24-12-25(高炉)

m3         2           99,820           199,640

単-57号

　　　補強土壁壁面材組立・設置

　　　

帯鋼補強土壁

m2        44           30,090         1,323,960

単-58号

　　　補強材取付

　　　

帯鋼補強土壁

m       588            1,610           946,680

単-59号

　　　背面ﾌｨﾙﾀｰ

　　　

RC-40

m3        22            6,288           138,336

単-60号

　　　排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

　　　

RC-40

m3        10            6,288            62,880

単-61号

　　　吸出し防止材

　　　

長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布 

t=2mm

m2        20              478.2           9,564

単-62号

　　　まき出し･敷均し、締固め

　　　

帯鋼補強土壁

m3       300              647.3         194,190

単-63号

　　　採取土盛土材

　　　

m3       340              887           301,580

単-64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

大野油坂道路新小子馬巣谷橋橋台その他工事 (当　初) 道路新設･改築
橋梁下部

　　　壁面上端処理

　　　

24-12-25(高炉)

m         9           24,850           223,650

単-65号

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

道路改良

(林谷地区)

式         1          1,362,060

　道路土工

　

式         1          1,362,060

　　掘削工

　　

式         1          1,362,060

　　　掘削

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無

 障害無 5,000m3未満

m3     4,600              296.1       1,362,060

単-66号

直接工事費

式         1        126,559,489

共通仮設費

式         1         16,415,770

　共通仮設費

　

式         1          4,101,770

　　運搬費

　　

式         1          2,846,000

　　　重建設機械分解組立輸送費

　　　

回         2        1,423,000         2,846,000

単-67号

　　技術管理費

　　

式         1             67,770

　　　平板載荷試験費

　　　

箇所         1           16,500            16,500

単-68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

大野油坂道路新小子馬巣谷橋橋台その他工事 (当　初) 道路新設･改築
橋梁下部

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

式         1             51,270

内-1号

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1          1,188,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1         12,314,000

純工事費

式         1        142,975,259

　現場管理費

　

式         1         40,905,000

工事原価

式         1        238,091,193

　一般管理費等

　

式         1         31,428,807

工事価格

式         1        269,520,000

消費税相当額

式         1         26,952,000

工事費計

式         1        296,472,000
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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

大野油坂道路新小子馬巣谷橋橋台その他工事 (当　初) 道路新設･改築
橋梁下部

橋梁下部

(南深瀬橋)

式         1         35,067,934

[福井県大野市上半原地先                          ]

　橋台工

　

式         1         35,067,934

　　作業土工

　　

式         1            631,132

　　　埋戻し

　　　

最大埋戻幅1m以上4m未

満

m3       290            1,582           458,780

単-1号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3       320              190.2          60,864

単-2号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3       320              348.4         111,488

単-3号

　　橋台躯体工

　　

式         1         34,436,802

　　　基礎材

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.

5cmを超え20.0cm以下

m2       130            1,985           258,050

単-4号

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉) 敷厚 1

0ｃｍ

m2       130            2,519           327,470

単-5号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

24-12-25(20)(高炉) 

一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間

割増無 m3       480           20,650         9,912,000

単-6号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

24-12-40(高炉) 一般

養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増

無 m3       421           20,650         8,693,650

単-7号

　　　鉄筋

　　　

SR235 φ9

t         0.002       179,500               359

単-8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

大野油坂道路新小子馬巣谷橋橋台その他工事 (当　初) 道路新設･改築
橋梁下部

　　　鉄筋

　　　

SD345 D13

t         1.3        132,600           172,380

単-9号

[福井県大野市上半原地先                          ]

　　　鉄筋

　　　

SD345 D16～25

t        17.83       138,100         2,462,323

単-10号

　　　鉄筋

　　　

SD345 D29～32

t        18.89       130,600         2,467,034

単-11号

　　　鉄筋

　　　

SD345 D35

t         3.25       143,600           466,700

単-12号

　　　鉄筋

　　　

SD345 D38

t         3.81       132,100           503,301

単-13号

　　　型枠

　　　

一般型枠

m2       690            7,665         5,288,850

単-14号

　　　支保

　　　

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 f≦40

kN/m2[t≦120cm]

空m3         3            4,011            12,033

単-15号

　　　支保

　　　

くさび結合支保 f≦40

kN/m2[t≦120cm]

空m3         3            2,942             8,826

単-16号

　　　支保

　　　

くさび結合支保 40kN/

m2<f≦80kN/m2[120<t

≦250cm] 空m3        60            4,915           294,900

単-17号

　　　足場

　　　

安全ネット必要

掛m2       930            3,829         3,560,970

単-18号

　　　水抜ﾊﾟｲﾌﾟ

　　　

VP-75 ﾌｨﾙﾀｰ無

m        13              612             7,956

単-19号

直接工事費

式         1         35,067,934

              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

大野油坂道路新小子馬巣谷橋橋台その他工事 (当　初) 道路新設･改築
橋梁下部

共通仮設費

式         1          5,196,000

[福井県大野市上半原地先                          ]

　共通仮設費

　

式         1            424,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            424,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          4,772,000

純工事費

式         1         40,263,934

　現場管理費

　

式         1         13,947,000

工事原価

式         1         54,210,934

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



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
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 2020.04

第  1号内訳書 2020.04

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

式         1             51,270   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

        合  計

         51,270   

              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＞
[福井県大野市上半原地先                          ]

              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

2020.04

2020.04

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              804   

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 4.0km以下        

                                                 ｍ３         1              804               804   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－1号

整地 残土受入れ地での処理

m3

        1              107   

整地 残土受入れ地での処理 

 ｍ３         1              107               107   

               計

            107   

               単価

          107   円／m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

            804   

               単価

          804   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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－4号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満

m3

        1              190.2 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              190.2             190.2 

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－3号

土砂等運搬 軟岩

m3

        1              980.9 

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

軟岩 無し 4.0km以下                             

                                                 ｍ３         1              980.9             980.9 

               計

            980.9 

               単価

          980.9 円／m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

            190.2 

               単価

          190.2 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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－6号

埋戻し 最大埋戻幅4m以上

m3

        1              845.8 

埋戻し 最大埋戻幅4m以上 

 ｍ３         1              845.8             845.8 

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－5号

床掘り 土砂 障害有り

m3

        1              330.8 

床掘り 土砂 標準 無し 有り                             

                                                

                                                 ｍ３         1              330.8             330.8 

               計

            330.8 

               単価

          330.8 円／m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

            845.8 

               単価

          845.8 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



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 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－7号

基面整正

m2

        1              363.3 

基面整正

 ｍ２         1              363.3             363.3 

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

            363.3 

               単価

          363.3 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



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 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－8号

場所打杭 杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 25ｍ

本

        1        3,114,000   

全回転式オールケーシング工 1,500mm 14.1m 11.7m 0m 0m                       

25m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種                                

                                                本         1        2,421,000         2,421,000   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 場所打杭用かご筋                      

10t以上(標準) 無 無                             

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     ｔ         0.011       116,600             1,282.6 

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 場所打杭用かご筋                  

10t以上(標準) 無 無                             

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     ｔ         1.99       114,500           227,855   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D29～32 場所打杭用かご筋                  

10t以上(標準) 無 無                             

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     ｔ         2.168       115,600           250,620.8 

杭頭処理 1,500mm                                         

                                                

                                                本         1           27,620            27,620   

積込（コンクリート殻） 全ての費用                                      

                                                

                                                 ｍ３         1.59           944.3           1,501.43

等辺山形鋼 中形　ＳＳ４００　８×６５×６５

ｔ         0.247        80,000            19,760   

曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満

本         9            7,200            64,800   

穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所

箇所       312              100            31,200   

Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋D25用(ﾅｯﾄ2個含む)

個        48              240            11,520   

Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋D32用(ﾅｯﾄ2個含む)

個       108              250            27,000   

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



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 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－8号

場所打杭 杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 25ｍ

本

        1        3,114,000   

Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋D25用(ﾅｯﾄ2個、穴あけ加工、裏材含む)

個        32              400            12,800   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋D32用(ﾅｯﾄ2個、穴あけ加工、裏材含む)

個        40              410            16,400   

               計

      3,113,359.83

               単価

    3,114,000   円／本

              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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－10号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            4,935   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            4,935             4,935   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－9号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし

m3

        1            4,390   

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 無し 49.5km以下 全ての費用             

                                                 ｍ３         1            4,390             4,390   

               計

          4,390   

               単価

        4,390   円／m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

          4,935   

               単価

        4,935   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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－12号

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ

m2

       82            2,501   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設               

18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満                 

一般養生 延長無し 全ての費用                     ｍ３         8           23,680           189,440   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－11号

基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下

m2

        1            1,985   

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下                          

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

                                                 ｍ２         1            1,985             1,985   

               計

          1,985   

               単価

        1,985   円／m2

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         4            3,902            15,608   

               計

        205,048   

               単価

        2,501   円／m2

              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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－14号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無

m3

        1           20,650   

橋台・橋脚コンクリート打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無 無                   

                                                

                                                 ｍ３         1           20,650            20,650   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－13号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無

m3

        1           20,650   

橋台・橋脚コンクリート打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無               

                                                

                                                 ｍ３         1           20,650            20,650   

               計

         20,650   

               単価

       20,650   円／m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

         20,650   

               単価

       20,650   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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－16号

鉄筋 SD345 D13

t

        1          130,100   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)              

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          130,100           130,100   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－15号

鉄筋 SR235 φ9

t

        1          179,500   

鉄筋工［市場単価］  SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準)              

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          179,500           179,500   

               計

        179,500   

               単価

      179,500   円／t

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

        130,100   

               単価

      130,100   円／t

              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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－18号

型枠 一般型枠

m2

        1            7,665   

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２         1            7,665             7,665   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－17号

鉄筋 SD345 D16～25

t

        1          128,000   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物                        

10t以上(標準) 無 無 無 無                       

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     ｔ         1          128,000           128,000   

               計

        128,000   

               単価

      128,000   円／t

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

          7,665   

               単価

        7,665   円／m2

              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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－20号

支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]

空m3

        1            2,942   

パイプサポート支保・くさび結合支保 くさび結合支保                                  

f≦40kN/m2[t≦120cm]                            

標準(1.0)                                       空ｍ３         1            2,942             2,942   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－19号

支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]

空m3

        1            4,011   

パイプサポート支保・くさび結合支保 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm] 

空ｍ３         1            4,011             4,011   

               計

          4,011   

               単価

        4,011   円／空m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

          2,942   

               単価

        2,942   円／空m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－22号

足場 安全ネット必要

掛m2

        1            3,829   

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

                                                

                                                掛ｍ２         1            3,829             3,829   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－21号

支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]

空m3

        1            4,915   

パイプサポート支保・くさび結合支保 くさび結合支保                                  

40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]                

標準(1.0)                                       空ｍ３         1            4,915             4,915   

               計

          4,915   

               単価

        4,915   円／空m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

          3,829   

               単価

        3,829   円／掛m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－24号

床掘り(掘削) 軟岩 障害無し

m3

        1            1,133   

掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し                              

1,000m3以上5,000m3未満                          

有り(50,000m3未満) 無し                          ｍ３         1            1,133             1,133   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－23号

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ VP-75 ﾌｨﾙﾀｰ無

m

        1              612   

硬質塩化ビニル管 一般管　ＶＰ－７５

ｍ         1              612               612   

               計

            612   

               単価

          612   円／m

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

          1,133   

               単価

        1,133   円／m3

              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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－26号

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m2

       75            2,526   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設               

18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満                 

一般養生 延長無し 全ての費用                     ｍ３         8           23,680           189,440   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－25号

埋戻し 最大埋戻幅4m以上

m3

        1              845.8 

埋戻し 最大埋戻幅4m以上 

 ｍ３         1              845.8             845.8 

               計

            845.8 

               単価

          845.8 円／m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

        189,440   

               単価

        2,526   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－28号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無

m3

        1           20,650   

橋台・橋脚コンクリート打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無 無                   

                                                

                                                 ｍ３         1           20,650            20,650   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－27号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無

m3

        1           20,650   

橋台・橋脚コンクリート打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無               

                                                

                                                 ｍ３         1           20,650            20,650   

               計

         20,650   

               単価

       20,650   円／m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

         20,650   

               単価

       20,650   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－30号

鉄筋 SD345 D13

t

        1          130,100   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)              

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          130,100           130,100   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－29号

鉄筋 SR235 φ9

t

        1          179,500   

鉄筋工［市場単価］  SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準)              

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          179,500           179,500   

               計

        179,500   

               単価

      179,500   円／t

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

        130,100   

               単価

      130,100   円／t

              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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－32号

鉄筋 SD345 D35

t

        1          131,100   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)              

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          131,100           131,100   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－31号

鉄筋 SD345 D16～25

t

        1          128,000   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物                        

10t以上(標準) 無 無 無 無                       

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     ｔ         1          128,000           128,000   

               計

        128,000   

               単価

      128,000   円／t

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

        131,100   

               単価

      131,100   円／t

              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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－34号

支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]

空m3

        1            4,011   

パイプサポート支保・くさび結合支保 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm] 

空ｍ３         1            4,011             4,011   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－33号

型枠 一般型枠

m2

        1            7,665   

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２         1            7,665             7,665   

               計

          7,665   

               単価

        7,665   円／m2

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

          4,011   

               単価

        4,011   円／空m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－36号

支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]

空m3

        1            4,915   

パイプサポート支保・くさび結合支保 くさび結合支保                                  

40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]                

標準(1.0)                                       空ｍ３         1            4,915             4,915   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－35号

支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]

空m3

        1            2,942   

パイプサポート支保・くさび結合支保 くさび結合支保                                  

f≦40kN/m2[t≦120cm]                            

標準(1.0)                                       空ｍ３         1            2,942             2,942   

               計

          2,942   

               単価

        2,942   円／空m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

          4,915   

               単価

        4,915   円／空m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－38号

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ VP-75 ﾌｨﾙﾀｰ無

m

        1              612   

硬質塩化ビニル管 一般管　ＶＰ－７５

ｍ         1              612               612   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－37号

足場 安全ネット必要

掛m2

        1            3,829   

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

                                                

                                                掛ｍ２         1            3,829             3,829   

               計

          3,829   

               単価

        3,829   円／掛m2

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

            612   

               単価

          612   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－40号

床掘り 土砂 障害有り

m3

        1              330.8 

床掘り 土砂 標準 無し 有り                             

                                                

                                                 ｍ３         1              330.8             330.8 

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－39号

床掘り 土砂 障害無し

m3

        1              270.7 

床掘り 土砂 標準 無し 無し                             

                                                

                                                 ｍ３         1              270.7             270.7 

               計

            270.7 

               単価

          270.7 円／m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

            330.8 

               単価

          330.8 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－42号

基面整正

m2

        1              363.3 

基面整正

 ｍ２         1              363.3             363.3 

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－41号

埋戻し 最大埋戻幅4m以上

m3

        1              845.8 

埋戻し 最大埋戻幅4m以上 

 ｍ３         1              845.8             845.8 

               計

            845.8 

               単価

          845.8 円／m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

            363.3 

               単価

          363.3 円／m2

              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 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－43号

場所打杭 杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 14.5ｍ

本

        1        2,499,000   

全回転式オールケーシング工 1,500mm 17.4m 2.7m 0m 0m                        

14.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種                              

                                                本         1        1,753,000         1,753,000   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 場所打杭用かご筋                      

10t以上(標準) 無 無                             

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     ｔ         0.007       116,600               816.2 

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 場所打杭用かご筋                  

10t以上(標準) 無 無                             

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     ｔ         1.074       114,500           122,973   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D29～32 場所打杭用かご筋                  

10t以上(標準) 無 無                             

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     ｔ         0.408       115,600            47,164.8 

鉄筋工［市場単価］ SD345 D35 場所打杭用かご筋                      

10t以上(標準) 無 無                             

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     ｔ         3.38       117,600           397,488   

杭頭処理 1,500mm                                         

                                                

                                                本         1           27,620            27,620   

積込（コンクリート殻） 全ての費用                                      

                                                

                                                 ｍ３         1.59           944.3           1,501.43

等辺山形鋼 中形　ＳＳ４００　８×６５×６５

ｔ         0.127        80,000            10,160   

曲げ加工 等辺山形鋼 30kg未満

本         6            7,200            43,200   

穴あけ加工 等辺山形鋼 穴1箇所

箇所       324              100            32,400   

Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋D29用(ﾅｯﾄ2個含む)

個        36              250             9,000   

              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 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－43号

場所打杭 杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 14.5ｍ

本

        1        2,499,000   

Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋D35用(ﾅｯﾄ2個含む)

個       126              260            32,760   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋D29用(ﾅｯﾄ2個、穴あけ加工、裏材含む)

個        16              410             6,560   

Uﾎﾞﾙﾄ 鉄筋D35用(ﾅｯﾄ2個、穴あけ加工、裏材含む)

個        32              420            13,440   

               計

      2,498,083.43

               単価

    2,499,000   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－45号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            4,935   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            4,935             4,935   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－44号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし

m3

        1            4,390   

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 無し 49.5km以下 全ての費用             

                                                 ｍ３         1            4,390             4,390   

               計

          4,390   

               単価

        4,390   円／m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

          4,935   

               単価

        4,935   円／m3

              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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－47号

T型橋脚 15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-40(高炉)

m3

        1           32,810   

Ｔ形橋脚 15m以上25m未満 290m3以上910m3未満               

24-12-40(高炉) 一般養生                         

基礎材+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無 無                          ｍ３         1           32,810            32,810   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－46号

T型橋脚 15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25(20)(

高炉) m3

        1           32,810   

Ｔ形橋脚 15m以上25m未満 290m3以上910m3未満               

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

基礎材+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無 無                          ｍ３         1           32,810            32,810   

               計

         32,810   

               単価

       32,810   円／m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

         32,810   

               単価

       32,810   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－49号

鉄筋 SD345 D29～32

t

       10.43       117,800   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D29～32 一般構造物                        

10t以上(標準) 無 無 無 無                       

太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)        ｔ        10.43       111,100         1,158,773   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－48号

鉄筋 SD345 D16～25

t

        1          110,000   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物                        

10t以上(標準) 無 無 無 無                       

太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)        ｔ         1          110,000           110,000   

               計

        110,000   

               単価

      110,000   円／t

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］ D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無                 

                                                

                                                箇所        75              930            69,750   

               計

      1,228,523   

               単価

      117,800   円／t

              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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－51号

鉄筋 SD345 D51

t

       59.76       177,200   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準)              

無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上               

補正無(一般構造物)                              ｔ        59.76       143,000         8,545,680   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－50号

鉄筋 SD345 D38

t

       23.45       120,100   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)              

無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上               

補正無(一般構造物)                              ｔ        23.45       114,100         2,675,645   

ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］ D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無                 

                                                

                                                箇所        69            2,020           139,380   

               計

      2,815,025   

               単価

      120,100   円／t

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

機械式継手工 摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51             

                                                

                                                箇所       232            8,787         2,038,584   

               計

     10,584,264   

               単価

      177,200   円／t

              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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－53号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              696.8 

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 3.0km以下        

                                                 ｍ３         1              696.8             696.8 

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－52号

路体(築堤)盛土 4.0m以上

m3

        1              184.4 

路体（築堤）盛土 4.0m以上 10,000m3未満 無し                      

                                                

                                                 ｍ３         1              184.4             184.4 

               計

            184.4 

               単価

          184.4 円／m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

            696.8 

               単価

          696.8 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－55号

法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無

m2

        1              360.5 

法面整形 盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土     

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              360.5             360.5 

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－54号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満

m3

        1              190.2 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              190.2             190.2 

               計

            190.2 

               単価

          190.2 円／m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

            360.5 

               単価

          360.5 円／m2

              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 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－56号

補強土壁基礎 18-8-40(高炉) 底幅40cm 高さ20cm

m

       10            6,351   

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下                          

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

                                                 ｍ２         6            1,985            11,910   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.8         29,920            23,936   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         4            6,914            27,656   

               計

         63,502   

               単価

        6,351   円／m

              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 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－57号

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(高炉)

m3

        2           99,820   

コンクリート 小型構造物 人力打設                             

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

全ての費用                                       ｍ３         2           30,450            60,900   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        13            6,914            89,882   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)              

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       130,100            18,214   

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

                                                

                                                掛ｍ２         8            3,829            30,632   

               計

        199,628   

               単価

       99,820   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－59号

補強材取付 帯鋼補強土壁

m

        1            1,610   

補強材取付 帯鋼補強土壁 

ｍ         1               89.75              89.75

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－58号

補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁

m2

        1           30,090   

補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁 標準                               

                                                

                                                 ｍ２         1            1,990             1,990   

補強土壁壁面材（材料費）

 ｍ２         1           28,100            28,100   

               計

         30,090   

               単価

       30,090   円／m2

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

補強材（材料費）

ｍ         1            1,520             1,520   

               計

          1,609.75

               単価

        1,610   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－61号

排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ RC-40

m3

        1            6,288   

まき出し・敷均し，締固め 帯鋼補強土壁                                    

                                                

                                                 ｍ３         1              647.3             647.3 

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－60号

背面ﾌｨﾙﾀｰ RC-40

m3

        1            6,288   

まき出し・敷均し，締固め 帯鋼補強土壁                                    

                                                

                                                 ｍ３         1              647.3             647.3 

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         1.2          4,700             5,640   

               計

          6,287.3 

               単価

        6,288   円／m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         1.2          4,700             5,640   

               計

          6,287.3 

               単価

        6,288   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－63号

まき出し･敷均し、締固め 帯鋼補強土壁

m3

        1              647.3 

まき出し・敷均し，締固め 帯鋼補強土壁 

 ｍ３         1              647.3             647.3 

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－62号

吸出し防止材 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ不織布 t=2mm

m2

        1              478.2 

吸出し防止材設置 全面                                            

                                                

                                                 ｍ２         1              478.2             478.2 

               計

            478.2 

               単価

          478.2 円／m2

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

            647.3 

               単価

          647.3 円／m3

              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 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－64号

採取土盛土材

m3

      340              887   

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満                           

                                                

                                                 ｍ３       340              190.2          64,668   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

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 3.0km以下        

                                                 ｍ３       340              696.8         236,912   

               計

        301,580   

               単価

          887   円／m3

              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 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－65号

壁面上端処理 24-12-25(高炉)

m

        9           24,850   

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         2           26,120            52,240   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２        13            7,665            99,645   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)              

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         0.12       130,100            15,612   

足場設置・撤去［砂防］

ｍ         9            2,162            19,458   

目地板 瀝青繊維質目地板t=20                            

                                                

                                                 ｍ２         0.8          3,032             2,425.6 

補強材取付金具設置 6.0×60×428

個         8            4,273            34,184   

               計

        223,564.6 

               単価

       24,850   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－67号

重建設機械分解組立輸送費

回

        2        1,423,000   

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系                  

35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下)           

標準(1.0)                                       回         1          853,200           853,200   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－66号

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満

m3

        1              296.1 

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 

 ｍ３         1              296.1             296.1 

               計

            296.1 

               単価

          296.1 円／m3

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機             

ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)                    

                                                回         1        1,992,000         1,992,000   

               計

      2,845,200   

               単価

    1,423,000   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



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 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－68号

平板載荷試験費

箇所

        1           16,500   

平板載荷試験 50kN以内

箇所         1           16,500            16,500   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

         16,500   

               単価

       16,500   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

全回転式オールケーシング工 1,500mm 14.1m 11.7m 0m 0m                       

25m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種                                

                                                

本

        1        2,421,000   

土木一般世話役  

人         1.86        23,835            44,333   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

とび工  

人         1.86        23,310            43,356   

特殊作業員  

人         1.86        21,420            39,841   

普通作業員  

人         1.86        18,165            33,786   

全回転型オールケーシング掘削機運転 1,500mm 14.1m 11.7m   

日         1.86       255,200           474,672   

クローラクレーン運転 1,500mm 14.1m 11.7m   

日         1.86       147,500           274,350   

バックホウ運転

日         1.86        30,070            55,930   

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 30-18-25(20)

 ｍ３        48.155        24,400         1,174,982   

諸雑費（率＋まるめ）

        29%

式         1            279,750   

               計

      2,421,000   

               単価

    2,421,000   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 場所打杭用かご筋                      

10t以上(標準) 無 無                             

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     

ｔ

        1          116,600   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03        68,000            70,040   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

鉄筋工 加工・組立共　場所打杭用かご筋

ｔ         1           46,500            46,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 60   

               計

        116,600   

               単価

      116,600   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 42 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 場所打杭用かご筋                  

10t以上(標準) 無 無                             

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     

ｔ

        1          114,500   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５

ｔ         1.03        66,000            67,980   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

鉄筋工 加工・組立共　場所打杭用かご筋

ｔ         1           46,500            46,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 20   

               計

        114,500   

               単価

      114,500   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 43 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D29～32 場所打杭用かご筋                  

10t以上(標準) 無 無                             

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     

ｔ

        1          115,600   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２

ｔ         1.03        67,000            69,010   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

鉄筋工 加工・組立共　場所打杭用かご筋

ｔ         1           46,500            46,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 90   

               計

        115,600   

               単価

      115,600   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

杭頭処理 1,500mm                                         

                                                

                                                

本

        1           27,620   

土木一般世話役  

人         0.14        23,835             3,336   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

特殊作業員  

人         0.46        21,420             9,853   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５０ｔ吊

日         0.14        71,600            10,024   

諸雑費（率＋まるめ）

        19%

式         1              4,407   

               計

         27,620   

               単価

       27,620   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 45 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            4,935   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

 ｍ３       100            4,935           493,500   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

               計

        493,500   

               単価

        4,935   円／ｍ３

              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

参考資料（１） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

橋台・橋脚コンクリート打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無               

                                                

                                                

 ｍ３

       10           20,650   

土木一般世話役  

人         0.06        23,835             1,430   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

特殊作業員  

人         0.18        21,420             3,855   

普通作業員  

人         0.24        18,165             4,359   

生コンクリート　高炉 ２４－１２－２５（２０）

 ｍ３        10.2         18,400           187,680   

コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３ 無 

日         0.06        83,720             5,023   

養生工 鉄筋構造物 一般養生 

 ｍ３        10              363.2           3,632   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1                521   

               計

        206,500   

               単価

       20,650   円／ｍ３

              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

参考資料（１） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

橋台・橋脚コンクリート打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無 無                   

                                                

                                                

 ｍ３

       10           20,650   

土木一般世話役  

人         0.06        23,835             1,430   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

特殊作業員  

人         0.18        21,420             3,855   

普通作業員  

人         0.24        18,165             4,359   

生コンクリート　高炉 ２４－１２－４０

 ｍ３        10.2         18,400           187,680   

コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３ 無 

日         0.06        83,720             5,023   

養生工 鉄筋構造物 一般養生 

 ｍ３        10              363.2           3,632   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1                521   

               計

        206,500   

               単価

       20,650   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］  SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準)              

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          179,500   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　径９

ｔ         1.03       116,000           119,480   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           60,000            60,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 20   

               計

        179,500   

               単価

      179,500   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)              

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          130,100   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03        68,000            70,040   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           60,000            60,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 60   

               計

        130,100   

               単価

      130,100   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物                        

10t以上(標準) 無 無 無 無                       

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     

ｔ

        1          128,000   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５

ｔ         1.03        66,000            67,980   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           60,000            60,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 20   

               計

        128,000   

               単価

      128,000   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

パイプサポート支保・くさび結合支

保

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm] 

空ｍ３

      100            4,011   

土木一般世話役  

人         2.9         23,835            69,121   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

型わく工  

人         5.3         23,415           124,099   

とび工  

人         2.5         23,310            58,275   

普通作業員  

人         5.7         18,165           103,540   

諸雑費（率＋まるめ）

        13%

式         1             46,065   

               計

        401,100   

               単価

        4,011   円／空ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

パイプサポート支保・くさび結合支

保

くさび結合支保                                  

f≦40kN/m2[t≦120cm]                            

標準(1.0)                                       

空ｍ３

      100            2,942   

土木一般世話役  

人         1.4         23,835            33,369   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

型わく工  

人         1.3         23,415            30,439   

とび工  

人         3.3         23,310            76,923   

普通作業員  

人         3.3         18,165            59,944   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.5         41,200            20,600   

諸雑費（率＋まるめ）

        33%

式         1             72,925   

               計

        294,200   

               単価

        2,942   円／空ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

パイプサポート支保・くさび結合支

保

くさび結合支保                                  

40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]                

標準(1.0)                                       

空ｍ３

      100            4,915   

土木一般世話役  

人         2.1         23,835            50,053   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

型わく工  

人         2.7         23,415            63,220   

とび工  

人         4.2         23,310            97,902   

普通作業員  

人         6           18,165           108,990   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         1.2         41,200            49,440   

諸雑費（率＋まるめ）

        33%

式         1            121,895   

               計

        491,500   

               単価

        4,915   円／空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

参考資料（１） 2020.04

2020.04

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            3,829   

土木一般世話役  

人         1.4         23,835            33,369   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

とび工  

人         7.7         23,310           179,487   

普通作業員  

人         1.2         18,165            21,798   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         1.4         41,200            57,680   

諸雑費（率＋まるめ）

        31%

式         1             90,566   

               計

        382,900   

               単価

        3,829   円／掛ｍ２

              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

参考資料（１） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)              

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          131,100   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３５

ｔ         1.03        69,000            71,070   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           60,000            60,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 30   

               計

        131,100   

               単価

      131,100   円／ｔ

              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

参考資料（１） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

全回転式オールケーシング工 1,500mm 17.4m 2.7m 0m 0m                        

14.5m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種                              

                                                

本

        1        1,753,000   

土木一般世話役  

人         1.6         23,835            38,136   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

とび工  

人         1.6         23,310            37,296   

特殊作業員  

人         1.6         21,420            34,272   

普通作業員  

人         1.6         18,165            29,064   

全回転型オールケーシング掘削機運転 1,500mm 17.4m 2.7m   

日         1.6        255,200           408,320   

クローラクレーン運転 1,500mm 17.4m 2.7m   

日         1.6        147,500           236,000   

バックホウ運転

日         1.6         30,070            48,112   

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 30-18-25(20)

 ｍ３        27.93        24,400           681,492   

諸雑費（率＋まるめ）

        29%

式         1            240,308   

               計

      1,753,000   

               単価

    1,753,000   円／本

              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

参考資料（１） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D35 場所打杭用かご筋                      

10t以上(標準) 無 無                             

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     

ｔ

        1          117,600   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３５

ｔ         1.03        69,000            71,070   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

鉄筋工 加工・組立共　場所打杭用かご筋

ｔ         1           46,500            46,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 30   

               計

        117,600   

               単価

      117,600   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

Ｔ形橋脚 15m以上25m未満 290m3以上910m3未満               

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

基礎材+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無 無                         

 ｍ３

       10           32,810   

土木一般世話役  

人         0.6         23,835            14,301   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

特殊作業員  

人         0.2         21,420             4,284   

型わく工  

人         1.5         23,415            35,122   

とび工  

人         0.8         23,310            18,648   

普通作業員  

人         1.6         18,165            29,064   

生コンクリート　高炉 ２４－１２－２５（２０）

 ｍ３        10.2         18,400           187,680   

コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３ 無 

日         0.06        83,720             5,023   

雑工種

         3%

式         1              3,193   

諸雑費（率＋まるめ）

        29%

式         1             30,785   

               計

        328,100   

               単価

       32,810   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 59 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

Ｔ形橋脚 15m以上25m未満 290m3以上910m3未満               

24-12-40(高炉) 一般養生                         

基礎材+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無 無                         

 ｍ３

       10           32,810   

土木一般世話役  

人         0.6         23,835            14,301   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

特殊作業員  

人         0.2         21,420             4,284   

型わく工  

人         1.5         23,415            35,122   

とび工  

人         0.8         23,310            18,648   

普通作業員  

人         1.6         18,165            29,064   

生コンクリート　高炉 ２４－１２－４０

 ｍ３        10.2         18,400           187,680   

コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３ 無 

日         0.06        83,720             5,023   

雑工種

         3%

式         1              3,193   

諸雑費（率＋まるめ）

        29%

式         1             30,785   

               計

        328,100   

               単価

       32,810   円／ｍ３

              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

参考資料（１） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物                        

10t以上(標準) 無 無 無 無                       

太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)        

ｔ

        1          110,000   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５

ｔ         1.03        66,000            67,980   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           42,000            42,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 20   

               計

        110,000   

               単価

      110,000   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 61 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D29～32 一般構造物                        

10t以上(標準) 無 無 無 無                       

太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)        

ｔ

        1          111,100   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２

ｔ         1.03        67,000            69,010   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           42,000            42,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 90   

               計

        111,100   

               単価

      111,100   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 62 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

ガス圧接工（手動・自動）［市場単

 価］

D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無                 

                                                

                                                

箇所

        1              930   

ガス圧接工 手動（半自動）・自動　Ｄ３２＋Ｄ３２

箇所         1              930               930   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            930   

               単価

          930   円／箇所

              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

参考資料（１） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)              

無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上               

補正無(一般構造物)                              

ｔ

        1          114,100   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３８

ｔ         1.03        70,000            72,100   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           42,000            42,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        114,100   

               単価

      114,100   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 64 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

ガス圧接工（手動・自動）［市場単

 価］

D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無                 

                                                

                                                

箇所

        1            2,020   

ガス圧接工 手動（半自動）・自動　Ｄ３８＋Ｄ３８

箇所         1            2,020             2,020   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          2,020   

               単価

        2,020   円／箇所

              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

参考資料（１） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D51 一般構造物 10t以上(標準)              

無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上               

補正無(一般構造物)                              

ｔ

        1          143,000   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ５１

ｔ         1.03        98,000           100,940   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           42,000            42,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 60   

               計

        143,000   

               単価

      143,000   円／ｔ

              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

参考資料（１） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

機械式継手工 摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51             

                                                

                                                

箇所

        1            8,787   

スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間 時間制約無 D51×D51

箇所         1              897               897   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１　継手一般用

組         1            7,890             7,890   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,787   

               単価

        8,787   円／箇所

              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

参考資料（１） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

足場設置・撤去［砂防］

ｍ

       10            2,162   

土木一般世話役  

人         0.1         23,835             2,383   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

とび工  

人         0.4         23,310             9,324   

普通作業員  

人         0.4         18,165             7,266   

諸雑費（率＋まるめ）

        14%

式         1              2,647   

               計

         21,620   

               単価

        2,162   円／ｍ

              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

参考資料（１） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

補強材取付金具設置 6.0×60×428

個

       10            4,273   

土木一般世話役  

人         0.63        23,835            15,016   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

普通作業員  

人         1.25        18,165            22,706   

補強材取付金具 6.0×60×428

個        10              500             5,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         42,730   

               単価

        4,273   円／個

              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

参考資料（１） 2020.04

2020.04

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) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系                  

35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下)           

標準(1.0)                                       

回

        1          853,200   

特殊作業員  

人         5.5         21,420           117,810   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         1.5         41,200            61,800   

運搬費等率

       375%

式         1            673,537   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 53   

               計

        853,200   

               単価

      853,200   円／回

              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） 2020.04

2020.04

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) ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機             

ｽｷｯﾄﾞ式(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ排ｶﾞｽ3次70t)                    

                                                

回

        1        1,992,000   

特殊作業員  

人         4.9         21,420           104,958   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊

時間        11.9         23,110           275,009   

運搬費等率

       424%

式         1          1,611,060   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                973   

               計

      1,992,000   

               単価

    1,992,000   円／回

              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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

式

        1           51,270   

技術員  

人         1.75        29,295            51,266   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         51,270   

               単価

       51,270   円／式

              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（２） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

全回転型オールケーシング掘削機運

転

1,500mm 14.1m 11.7m   

日

        1          255,200   

運転手（特殊）  

人         1           20,685            20,685   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

軽油  １．２号

Ｌ        82              118             9,676   

全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］  スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ

供用日         1.45       155,000           224,750   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 89   

               計

        255,200   

               単価

      255,200   円／日

              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（２） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

クローラクレーン運転 1,500mm 14.1m 11.7m   

日

        1          147,500   

運転手（特殊）  

人         1           20,685            20,685   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

軽油  １．２号

Ｌ       106              118            12,508   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊

供用日         1.38        82,800           114,264   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 43   

               計

        147,500   

               単価

      147,500   円／日

              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（２） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

バックホウ運転

日

        1           30,070   

運転手（特殊）  

人         0.8         20,685            16,548   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

軽油  １．２号

Ｌ        29              118             3,422   

バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

日         1.6          6,310            10,096   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         30,070   

               単価

       30,070   円／日

              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（２） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

コンクリートポンプ車運転ブーム式

９０～１１０ｍ３

無 

日

        1           83,720   

運転手（特殊）  

人         1           20,685            20,685   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

軽油  １．２号

Ｌ        82              118             9,676   

コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ

供用日         1.03        51,800            53,354   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         83,720   

               単価

       83,720   円／日

              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（２） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

養生工 鉄筋構造物 一般養生 

 ｍ３

       10              363.2 

普通作業員  

人         0.16        18,165             2,906   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

諸雑費（率＋まるめ）

        25%

式         1                726   

               計

          3,632   

               単価

          363.2 円／ｍ３

              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（２） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

全回転型オールケーシング掘削機運

転

1,500mm 17.4m 2.7m   

日

        1          255,200   

運転手（特殊）  

人         1           20,685            20,685   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

軽油  １．２号

Ｌ        82              118             9,676   

全回転型オールケーシング掘削機［ケーシングＤ］  スキッド式・ディーゼル油圧駆動　径φ１５００ｍｍ

供用日         1.45       155,000           224,750   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 89   

               計

        255,200   

               単価

      255,200   円／日

              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（２） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

クローラクレーン運転 1,500mm 17.4m 2.7m   

日

        1          147,500   

運転手（特殊）  

人         1           20,685            20,685   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

軽油  １．２号

Ｌ       106              118            12,508   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊

供用日         1.38        82,800           114,264   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 43   

               計

        147,500   

               単価

      147,500   円／日

              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（２） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

クローラクレーン［油圧駆動ウイン

チ・ラチスジブ］

排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊

時間

        1           23,110   

運転手（特殊）  

人         0.17        20,685             3,516   

[自)福井県大野市下半原地先　至)福井県大野市上半原]

軽油  １．２号

Ｌ        16              118             1,888   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 排出ガス対策型（第３次基準値）７０ｔ吊

時間         1           17,700            17,700   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         23,110   

               単価

       23,110   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 80 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－2号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満

m3

        1              190.2 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              190.2             190.2 

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－1号

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

m3

        1            1,582   

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 

 ｍ３         1            1,582             1,582   

               計

          1,582   

               単価

        1,582   円／m3

[福井県大野市上半原地先                          ]

               計

            190.2 

               単価

          190.2 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 81 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－4号

基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下

m2

        1            1,985   

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下                          

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

                                                 ｍ２         1            1,985             1,985   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－3号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              348.4 

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              348.4             348.4 

               計

            348.4 

               単価

          348.4 円／m3

[福井県大野市上半原地先                          ]

               計

          1,985   

               単価

        1,985   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 82 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－6号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無

m3

        1           20,650   

橋台・橋脚コンクリート打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無               

                                                

                                                 ｍ３         1           20,650            20,650   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－5号

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ

m2

      130            2,519   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設               

18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満                 

一般養生 延長無し 全ての費用                     ｍ３        13           23,680           307,840   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         5            3,902            19,510   

               計

        327,350   

               単価

        2,519   円／m2

[福井県大野市上半原地先                          ]

               計

         20,650   

               単価

       20,650   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 83 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－8号

鉄筋 SR235 φ9

t

        1          179,500   

鉄筋工［市場単価］  SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準)              

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          179,500           179,500   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－7号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無

m3

        1           20,650   

橋台・橋脚コンクリート打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無 無                   

                                                

                                                 ｍ３         1           20,650            20,650   

               計

         20,650   

               単価

       20,650   円／m3

[福井県大野市上半原地先                          ]

               計

        179,500   

               単価

      179,500   円／t

              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

１次単価表 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－9号

鉄筋 SD345 D13

t

        1.3        132,600   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)              

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         1.3        130,100           169,130   

[福井県大野市上半原地先                          ]

機械式鉄筋定着加工費 D13 1m以下

箇所        12              270             3,240   

               計

        172,370   

               単価

      132,600   円／t

              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

１次単価表 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－10号

鉄筋 SD345 D16～25

t

       17.83       138,100   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 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        17.83       128,000         2,282,240   

[福井県大野市上半原地先                          ]

機械式鉄筋定着加工費 D16 2m超3m以下

箇所       143              360            51,480   

機械式鉄筋定着加工費 D16 3m超4m以下

箇所        55              400            22,000   

機械式鉄筋定着加工費 D19 3m超4m以下

箇所       219              480           105,120   

               計

      2,460,840   

               単価

      138,100   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 86 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－12号

鉄筋 SD345 D35

t

        3.25       143,600   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)              

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         3.25       131,100           426,075   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－11号

鉄筋 SD345 D29～32

t

       18.89       130,600   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D29～32 一般構造物                        

10t以上(標準) 無 無 無 無                       

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     ｔ        18.89       129,100         2,438,699   

ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］ D32+D32 100箇所未満 無                          

                                                

                                                箇所        26            1,069            27,794   

               計

      2,466,493   

               単価

      130,600   円／t

[福井県大野市上半原地先                          ]

ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］ D35+D35 100箇所未満 無                          

                                                

                                                箇所        26            1,552            40,352   

               計

        466,427   

               単価

      143,600   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 87 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－14号

型枠 一般型枠

m2

        1            7,665   

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２         1            7,665             7,665   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－13号

鉄筋 SD345 D38

t

        1          132,100   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)              

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          132,100           132,100   

               計

        132,100   

               単価

      132,100   円／t

[福井県大野市上半原地先                          ]

               計

          7,665   

               単価

        7,665   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 88 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－16号

支保 くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]

空m3

        1            2,942   

パイプサポート支保・くさび結合支保 くさび結合支保                                  

f≦40kN/m2[t≦120cm]                            

標準(1.0)                                       空ｍ３         1            2,942             2,942   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－15号

支保 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]

空m3

        1            4,011   

パイプサポート支保・くさび結合支保 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm] 

空ｍ３         1            4,011             4,011   

               計

          4,011   

               単価

        4,011   円／空m3

[福井県大野市上半原地先                          ]

               計

          2,942   

               単価

        2,942   円／空m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 89 -



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

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－18号

足場 安全ネット必要

掛m2

        1            3,829   

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

                                                

                                                掛ｍ２         1            3,829             3,829   

2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－17号

支保 くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]

空m3

        1            4,915   

パイプサポート支保・くさび結合支保 くさび結合支保                                  

40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]                

標準(1.0)                                       空ｍ３         1            4,915             4,915   

               計

          4,915   

               単価

        4,915   円／空m3

[福井県大野市上半原地先                          ]

               計

          3,829   

               単価

        3,829   円／掛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

１次単価表 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

単－19号

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ VP-75 ﾌｨﾙﾀｰ無

m

        1              612   

硬質塩化ビニル管 一般管　ＶＰ－７５

ｍ         1              612               612   

[福井県大野市上半原地先                          ]

               計

            612   

               単価

          612   円／m

              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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

橋台・橋脚コンクリート打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無               

                                                

                                                

 ｍ３

       10           20,650   

土木一般世話役  

人         0.06        23,835             1,430   

[福井県大野市上半原地先                          ]

特殊作業員  

人         0.18        21,420             3,855   

普通作業員  

人         0.24        18,165             4,359   

生コンクリート　高炉 ２４－１２－２５（２０）

 ｍ３        10.2         18,400           187,680   

コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３ 無 

日         0.06        83,720             5,023   

養生工 鉄筋構造物 一般養生 

 ｍ３        10              363.2           3,632   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1                521   

               計

        206,500   

               単価

       20,650   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 92 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

橋台・橋脚コンクリート打設 24-12-40(高炉) 一般養生 無 無                   

                                                

                                                

 ｍ３

       10           20,650   

土木一般世話役  

人         0.06        23,835             1,430   

[福井県大野市上半原地先                          ]

特殊作業員  

人         0.18        21,420             3,855   

普通作業員  

人         0.24        18,165             4,359   

生コンクリート　高炉 ２４－１２－４０

 ｍ３        10.2         18,400           187,680   

コンクリートポンプ車運転ブーム式９０～１１０ｍ３ 無 

日         0.06        83,720             5,023   

養生工 鉄筋構造物 一般養生 

 ｍ３        10              363.2           3,632   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1                521   

               計

        206,500   

               単価

       20,650   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 93 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］  SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準)              

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          179,500   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　径９

ｔ         1.03       116,000           119,480   

[福井県大野市上半原地先                          ]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           60,000            60,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 20   

               計

        179,500   

               単価

      179,500   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 94 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)              

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          130,100   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03        68,000            70,040   

[福井県大野市上半原地先                          ]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           60,000            60,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 60   

               計

        130,100   

               単価

      130,100   円／ｔ

              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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 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          128,000   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５

ｔ         1.03        66,000            67,980   

[福井県大野市上半原地先                          ]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           60,000            60,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 20   

               計

        128,000   

               単価

      128,000   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 96 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D29～32 一般構造物                        

10t以上(標準) 無 無 無 無                       

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     

ｔ

        1          129,100   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２

ｔ         1.03        67,000            69,010   

[福井県大野市上半原地先                          ]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           60,000            60,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 90   

               計

        129,100   

               単価

      129,100   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 97 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

ガス圧接工（手動・自動）［市場単

 価］

D32+D32 100箇所未満 無                          

                                                

                                                

箇所

        1            1,069   

ガス圧接工 手動（半自動）・自動　Ｄ３２＋Ｄ３２

箇所         1            1,069.5           1,069   

[福井県大野市上半原地先                          ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,069   

               単価

        1,069   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 98 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)              

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          131,100   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３５

ｔ         1.03        69,000            71,070   

[福井県大野市上半原地先                          ]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           60,000            60,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 30   

               計

        131,100   

               単価

      131,100   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 99 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

ガス圧接工（手動・自動）［市場単

 価］

D35+D35 100箇所未満 無                          

                                                

                                                

箇所

        1            1,552   

ガス圧接工 手動（半自動）・自動　Ｄ３５＋Ｄ３５

箇所         1            1,552.5           1,552   

[福井県大野市上半原地先                          ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,552   

               単価

        1,552   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 100 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D38 一般構造物 10t以上(標準)              

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          132,100   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３８

ｔ         1.03        70,000            72,100   

[福井県大野市上半原地先                          ]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           60,000            60,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        132,100   

               単価

      132,100   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 101 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

パイプサポート支保・くさび結合支

保

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm] 

空ｍ３

      100            4,011   

土木一般世話役  

人         2.9         23,835            69,121   

[福井県大野市上半原地先                          ]

型わく工  

人         5.3         23,415           124,099   

とび工  

人         2.5         23,310            58,275   

普通作業員  

人         5.7         18,165           103,540   

諸雑費（率＋まるめ）

        13%

式         1             46,065   

               計

        401,100   

               単価

        4,011   円／空ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 102 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

パイプサポート支保・くさび結合支

保

くさび結合支保                                  

f≦40kN/m2[t≦120cm]                            

標準(1.0)                                       

空ｍ３

      100            2,942   

土木一般世話役  

人         1.4         23,835            33,369   

[福井県大野市上半原地先                          ]

型わく工  

人         1.3         23,415            30,439   

とび工  

人         3.3         23,310            76,923   

普通作業員  

人         3.3         18,165            59,944   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.5         41,200            20,600   

諸雑費（率＋まるめ）

        33%

式         1             72,925   

               計

        294,200   

               単価

        2,942   円／空ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 103 -



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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

パイプサポート支保・くさび結合支

保

くさび結合支保                                  

40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]                

標準(1.0)                                       

空ｍ３

      100            4,915   

土木一般世話役  

人         2.1         23,835            50,053   

[福井県大野市上半原地先                          ]

型わく工  

人         2.7         23,415            63,220   

とび工  

人         4.2         23,310            97,902   

普通作業員  

人         6           18,165           108,990   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         1.2         41,200            49,440   

諸雑費（率＋まるめ）

        33%

式         1            121,895   

               計

        491,500   

               単価

        4,915   円／空ｍ３

              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（１） 2020.04

2020.04

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            3,829   

土木一般世話役  

人         1.4         23,835            33,369   

[福井県大野市上半原地先                          ]

とび工  

人         7.7         23,310           179,487   

普通作業員  

人         1.2         18,165            21,798   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         1.4         41,200            57,680   

諸雑費（率＋まるめ）

        31%

式         1             90,566   

               計

        382,900   

               単価

        3,829   円／掛ｍ２

              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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

コンクリートポンプ車運転ブーム式

９０～１１０ｍ３

無 

日

        1           83,720   

運転手（特殊）  

人         1           20,685            20,685   

[福井県大野市上半原地先                          ]

軽油  １．２号

Ｌ        82              118             9,676   

コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ 圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ

供用日         1.03        51,800            53,354   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         83,720   

               単価

       83,720   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） 2020.04

2020.04

1.000-00-00-2-0

養生工 鉄筋構造物 一般養生 

 ｍ３

       10              363.2 

普通作業員  

人         0.16        18,165             2,906   

[福井県大野市上半原地先                          ]

諸雑費（率＋まるめ）

        25%

式         1                726   

               計

          3,632   

               単価

          363.2 円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 107 -


