
令和 2 年 9 月 16 日（令和 2 年 9 月 23 日） 

 
 

出石川堤防強化工事 

【工事設計書（公表資料）】 
 

豊岡河川国道事務所 

 

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

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 

ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、 

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。 

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



工事地名

３．予算科目

２．工事内容

工事名

4)  事業名：3)  目の細分：2)  目：1)  予算科目：

１．工事名

出石川堤防強化工事

鏡

(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(至)兵庫県豊岡市出石町馬場地先

　１）　発注年月　　　　　令和 2年 8月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　豊岡河川国道事務所　工務第一課          　　　　　

　３）　工事番号　　　　　5021010003　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　河川工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  163日間 　　　　自　　　令和 2年 9月17日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年 2月26日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　兵庫県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　豊岡市                                  　　　　　

１１）　河川・路線　　　　出石川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 2年 6月　　　　　　　　　　　　　　　

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

１４）　単価適用年月　　　　　　　2020年 8月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2020年 8月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　      2,527,200 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年 6月23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

出石川堤防強化工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

築堤･護岸

(2.4k～7.7k）

式         1        128,296,073

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

　河川土工

　

式         1          5,156,290

　　掘削工

　　

式         1            321,600

　　　掘削

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無

 障害無 10,000m3以上

50,000m3未満 m3     1,600              201           321,600

単-1号

　　法面整形工

　　

式         1          3,602,480

　　　法面整形(切土部)

　　　

現場制約無 ﾚｷ質土､砂

及び砂質土､粘性土

m2     4,900              735.2       3,602,480

単-2号

　　残土処理工

　　

式         1          1,232,210

　　　整地

　　　

残土受入れ地での処理

m3     1,100              103.6         113,960

単-3号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     1,050            1,065         1,118,250

単-4号

　法覆護岸工

　

式         1         84,085,561

　　作業土工

　　

式         1          2,282,681

　　　床掘り

　　　

土砂

m3     1,100              264.1         290,510

単-5号

              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

出石川堤防強化工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3       500            2,476         1,238,000

単-6号

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

　　　基面整正

　　　

m2     1,870              403.3         754,171

単-7号

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)

　　

式         1         80,574,480

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

　　　

18-8-40(高炉) 底幅38

cm 高さ50cm

m       708           12,670         8,970,360

単-8号

　　　平ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　

ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ t=12cm 

突起付

m2     5,493           12,840        70,530,120

単-9号

　　　斜め小口ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m3        24           44,750         1,074,000

単-10号

　　植生工

　　

式         1          1,228,400

　　　張芝

　　　

張芝工 500m2以上

m2       830            1,480         1,228,400

単-11号

　仮設工

　

式         1         39,054,222

　　工事用道路工

　　

式         1         37,921,902

　　　工事用道路盛土

　　　

4.0m以上

m3     4,700            1,563         7,346,100

単-12号

　　　工事用道路盛土撤去

　　　

m3     5,100            1,374         7,007,400

単-13号

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



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

出石川堤防強化工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　敷砂利

　　　

RC-40 敷厚 100ｍｍ

m2     4,650              266.4       1,238,760

単-14号

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

　　　土のう(大型土のう)

　　　

製作･設置 (採取土) H

=1.08m W=1.1m

袋     3,266            5,270        17,211,820

単-15号

　　　土のう(大型土のう)

　　　

撤去

袋     3,266            1,567         5,117,822

単-16号

　　交通管理工

　　

式         1          1,132,320

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        84           13,480         1,132,320

単-17号

直接工事費

式         1        128,296,073

共通仮設費

式         1         16,499,800

　共通仮設費

　

式         1          4,137,800

　　準備費

　　

式         1          2,932,800

　　　木根等処分費

　　　

表面はぎ土

m3     1,040            2,820         2,932,800

単-18号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1          1,205,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1         12,362,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



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

出石川堤防強化工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

純工事費

式         1        144,795,873

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

　現場管理費

　

式         1         38,298,000

工事原価

式         1        216,295,250

　一般管理費等

　

式         1         29,284,750

工事価格

式         1        245,580,000

消費税相当額

式         1         24,558,000

工事費計

式         1        270,138,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



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

単価

設計内訳書

出石川堤防強化工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

築堤･護岸

(0.3k～0.8k）

式         1         21,639,887

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

　河川土工

　

式         1            623,494

　　掘削工

　　

式         1             46,160

　　　掘削

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無

 障害無 5,000m3未満

m3       160              288.5          46,160

単-1号

　　法面整形工

　　

式         1            470,528

　　　法面整形(切土部)

　　　

現場制約無 ﾚｷ質土､砂

及び砂質土､粘性土

m2       640              735.2         470,528

単-2号

　　残土処理工

　　

式         1            106,806

　　　整地

　　　

残土受入れ地での処理

m3       140              103.6          14,504

単-3号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3       140              659.3          92,302

単-4号

　法覆護岸工

　

式         1         11,820,186

　　作業土工

　　

式         1            261,456

　　　床掘り

　　　

土砂

m3       170              264.1          44,897

単-5号

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



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

出石川堤防強化工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        50            2,476           123,800

単-6号

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

　　　基面整正

　　　

m2       230              403.3          92,759

単-7号

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)

　　

式         1         11,338,950

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

　　　

18-8-40(高炉) 底幅38

cm 高さ50cm

m       198           12,670         2,508,660

単-8号

　　　平ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　

ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ t=12cm 

突起付

m2       677           12,840         8,692,680

単-9号

　　　斜め小口ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m3         3           45,870           137,610

単-10号

　　植生工

　　

式         1            219,780

　　　張芝

　　　

張芝工 300m2未満

m2       110            1,998           219,780

単-11号

　仮設工

　

式         1          9,196,207

　　工事用道路工

　　

式         1          9,196,207

　　　工事用道路盛土

　　　

4.0m以上

m3     1,700            1,119         1,902,300

単-12号

　　　工事用道路盛土撤去

　　　

m3     1,800            1,041         1,873,800

単-13号

              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

出石川堤防強化工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　敷砂利

　　　

RC-40 敷厚 100ｍｍ

m2       890              272.3         242,347

単-14号

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

　　　土のう(大型土のう)

　　　

製作･設置 (採取土) H

=1.08m W=1.1m

袋       840            4,934         4,144,560

単-15号

　　　土のう(大型土のう)

　　　

撤去

袋       840            1,230         1,033,200

単-16号

直接工事費

式         1         21,639,887

共通仮設費

式         1          2,923,490

　共通仮設費

　

式         1            688,490

　　準備費

　　

式         1            399,490

　　　木根等処分費

　　　

表面はぎ土

m3       130            3,073           399,490

単-17号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            289,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          2,235,000

純工事費

式         1         24,563,377

　現場管理費

　

式         1          8,638,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



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

出石川堤防強化工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

工事原価

式         1         33,201,377

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



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＞
[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

              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＞
[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

              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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－2号

法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

m2

        1              735.2 

法面整形 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土          

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              735.2             735.2 

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－1号

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3

未満 m3

        1              201   

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満

 

 ｍ３         1              201               201   

               計

            201   

               単価

          201   円／m3

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            735.2 

               単価

          735.2 円／m2

              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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－4号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            1,065   

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 6.5km以下        

                                                 ｍ３         1            1,065             1,065   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－3号

整地 残土受入れ地での処理

m3

        1              103.6 

整地 残土受入れ地での処理 

 ｍ３         1              103.6             103.6 

               計

            103.6 

               単価

          103.6 円／m3

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          1,065   

               単価

        1,065   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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－6号

埋戻し 土砂

m3

        1            2,476   

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 

 ｍ３         1            2,476             2,476   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－5号

床掘り 土砂

m3

        1              264.1 

床掘り 土砂 標準 無し 無し                             

                                                

                                                 ｍ３         1              264.1             264.1 

               計

            264.1 

               単価

          264.1 円／m3

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          2,476   

               単価

        2,476   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－8号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 18-8-40(高炉) 底幅38cm 高さ50cm

m

       10           12,670   

現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 有り                              

一般養生･特殊養生(練炭)                         

                                                 ｍ３         1.836        68,970           126,628.92

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－7号

基面整正

m2

        1              403.3 

基面整正

 ｍ２         1              403.3             403.3 

               計

            403.3 

               単価

          403.3 円／m2

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

               計

        126,628.92

               単価

       12,670   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－10号

斜め小口ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m3

       24           44,750   

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        24           31,860           764,640   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－9号

平ﾌﾞﾛｯｸ張 ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ t=12cm 突起付

m2

        1           12,840   

平ブロック張 150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石               

RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要                 

有り 有り 5.0個以下                              ｍ２         1           12,840            12,840   

               計

         12,840   

               単価

       12,840   円／m2

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

吸出し防止材（全面）設置

 ｍ２       390              793           309,270   

               計

      1,073,910   

               単価

       44,750   円／m3

              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 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－11号

張芝 張芝工 500m2以上

m2

        1            1,480   

人力施工による植生工 張芝工 500m2以上(標準) 無                       

                                                

                                                 ｍ２         1            1,480             1,480   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          1,480   

               単価

        1,480   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－12号

工事用道路盛土 4.0m以上

m3

    4,700            1,563   

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

                                                

                                                 ｍ３     5,200              185.7         965,640   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

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 6.5km以下        

                                                 ｍ３     5,170            1,065         5,506,050   

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

                                                

                                                 ｍ３     4,700              185.5         871,850   

               計

      7,343,540   

               単価

        1,563   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－13号

工事用道路盛土撤去

m3

    5,100            1,374   

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し                         

10,000m3以上50,000m3未満                        

                                                 ｍ３     5,100              201         1,025,100   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

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 6.5km以下        

                                                 ｍ３     5,120            1,065         5,452,800   

整地 残土受入れ地での処理                            

                                                

                                                 ｍ３     5,100              103.6         528,360   

               計

      7,006,260   

               単価

        1,374   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－14号

敷砂利 RC-40 敷厚 100ｍｍ

m2

    4,650              266.4 

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)                                    

狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)                      

                                                 ｍ３       460              292.2         134,412   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３       460            2,400         1,104,000   

               計

      1,238,412   

               単価

          266.4 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－15号

土のう(大型土のう) 製作･設置 (採取土) H=1.08m W=1.1m

袋

    3,266            5,270   

大型土のう工 製作・設置 流用土 6m以下                        

                                                

                                                袋     3,266            4,229        13,811,914   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

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

                                                

                                                 ｍ３     2,700              185.7         501,390   

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 6.5km以下        

                                                 ｍ３     2,720            1,065         2,896,800   

               計

     17,210,104   

               単価

        5,270   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－16号

土のう(大型土のう) 撤去

袋

    3,266            1,567   

大型土のう工 撤去 6m以下                                     

                                                

                                                袋     3,266              593.6       1,938,697.6 

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

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 6.5km以下        

                                                 ｍ３     2,720            1,065         2,896,800   

整地 残土受入れ地での処理                            

                                                

                                                 ｍ３     2,700              103.6         279,720   

               計

      5,115,217.6 

               単価

        1,567   円／袋

              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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－18号

木根等処分費 表面はぎ土

m3

        1            2,820   

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              659.3             659.3 

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－17号

交通誘導警備員

人日

       84           13,480   

交通誘導警備員Ａ

人日        56           14,280           799,680   

交通誘導警備員Ｂ

人日        28           11,870           332,360   

               計

      1,132,040   

               単価

       13,480   円／人日

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

残土等処分

 ｍ３         1            2,160             2,160   

               計

          2,819.3 

               単価

        2,820   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

人力施工による植生工 張芝工 500m2以上(標準) 無                       

                                                

                                                

 ｍ２

        1            1,480   

法面工（張芝工） 野芝・高麗芝（全面張）

 ｍ２         1            1,480             1,480   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,480   

               単価

        1,480   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 製作・設置 流用土 6m以下                        

                                                

                                                

袋

       10            4,229   

土木一般世話役  

人         0.278        23,520             6,538   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         0.278        20,370             5,662   

普通作業員  

人         0.278        20,160             5,604   

大型土のう袋材 Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ

袋        10            1,100            11,000   

バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 6m以下 

日         0.278        45,960            12,776   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1                710   

               計

         42,290   

               単価

        4,229   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 撤去 6m以下                                     

                                                

                                                

袋

       10              593.6 

土木一般世話役  

人         0.069        23,520             1,622   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         0.069        20,370             1,405   

バックホウ運転（クレーン仕様） 撤去 6m以下 

日         0.069        42,170             2,909   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,936   

               単価

          593.6 円／袋

              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

参考資料（１）

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           11,870   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           11,865            11,865   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           14,280   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           14,280            14,280   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         14,280   

               単価

       14,280   円／人日

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         11,870   

               単価

       11,870   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 6m以下 

日

        1           45,960   

運転手（特殊）  

人         1           21,105            21,105   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        98               99             9,702   

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

日         1.39        10,900            15,151   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         45,960   

               単価

       45,960   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

バックホウ運転（クレーン仕様） 撤去 6m以下 

日

        1           42,170   

運転手（特殊）  

人         1           21,105            21,105   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        74               99             7,326   

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

日         1.26        10,900            13,734   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         42,170   

               単価

       42,170   円／日

              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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－2号

法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

m2

        1              735.2 

法面整形 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土          

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              735.2             735.2 

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－1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              288.5 

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 

 ｍ３         1              288.5             288.5 

               計

            288.5 

               単価

          288.5 円／m3

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            735.2 

               単価

          735.2 円／m2

              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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－4号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              659.3 

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              659.3             659.3 

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－3号

整地 残土受入れ地での処理

m3

        1              103.6 

整地 残土受入れ地での処理 

 ｍ３         1              103.6             103.6 

               計

            103.6 

               単価

          103.6 円／m3

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            659.3 

               単価

          659.3 円／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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－6号

埋戻し 土砂

m3

        1            2,476   

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 

 ｍ３         1            2,476             2,476   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－5号

床掘り 土砂

m3

        1              264.1 

床掘り 土砂 標準 無し 無し                             

                                                

                                                 ｍ３         1              264.1             264.1 

               計

            264.1 

               単価

          264.1 円／m3

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          2,476   

               単価

        2,476   円／m3

              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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－8号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 18-8-40(高炉) 底幅38cm 高さ50cm

m

       10           12,670   

現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 有り                              

一般養生･特殊養生(練炭)                         

                                                 ｍ３         1.836        68,970           126,628.92

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－7号

基面整正

m2

        1              403.3 

基面整正

 ｍ２         1              403.3             403.3 

               計

            403.3 

               単価

          403.3 円／m2

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

               計

        126,628.92

               単価

       12,670   円／m

              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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－10号

斜め小口ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m3

        3           45,870   

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         3           31,860            95,580   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－9号

平ﾌﾞﾛｯｸ張 ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ t=12cm 突起付

m2

        1           12,840   

平ブロック張 150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石               

RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要                 

有り 有り 5.0個以下                              ｍ２         1           12,840            12,840   

               計

         12,840   

               単価

       12,840   円／m2

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

吸出し防止材（全面）設置

 ｍ２        53              793            42,029   

               計

        137,609   

               単価

       45,870   円／m3

              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 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－11号

張芝 張芝工 300m2未満

m2

        1            1,998   

人力施工による植生工 張芝工 300m2未満 無                             

                                                

                                                 ｍ２         1            1,998             1,998   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          1,998   

               単価

        1,998   円／m2

              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 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－12号

工事用道路盛土 4.0m以上

m3

    1,700            1,119   

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

                                                

                                                 ｍ３     1,900              185.7         352,830   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

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     1,870              659.3       1,232,891   

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

                                                

                                                 ｍ３     1,700              185.5         315,350   

               計

      1,901,071   

               単価

        1,119   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－13号

工事用道路盛土撤去

m3

    1,800            1,041   

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し                         

5,000m3未満                                     

                                                 ｍ３     1,800              288.5         519,300   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

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     1,770              659.3       1,166,961   

整地 残土受入れ地での処理                            

                                                

                                                 ｍ３     1,800              103.6         186,480   

               計

      1,872,741   

               単価

        1,041   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－14号

敷砂利 RC-40 敷厚 100ｍｍ

m2

      890              272.3 

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)                                    

狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)                      

                                                 ｍ３        90              292.2          26,298   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３        90            2,400           216,000   

               計

        242,298   

               単価

          272.3 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－15号

土のう(大型土のう) 製作･設置 (採取土) H=1.08m W=1.1m

袋

      840            4,934   

大型土のう工 製作・設置 流用土 6m以下                        

                                                

                                                袋       840            4,229         3,552,360   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

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

                                                

                                                 ｍ３       700              185.7         129,990   

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       700              659.3         461,510   

               計

      4,143,860   

               単価

        4,934   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－16号

土のう(大型土のう) 撤去

袋

      840            1,230   

大型土のう工 撤去 6m以下                                     

                                                

                                                袋       840              593.6         498,624   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

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       700              659.3         461,510   

整地 残土受入れ地での処理                            

                                                

                                                 ｍ３       700              103.6          72,520   

               計

      1,032,654   

               単価

        1,230   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－17号

木根等処分費 表面はぎ土

m3

        1            3,073   

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 5.5km以下        

                                                 ｍ３         1              912.9             912.9 

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

残土等処分

 ｍ３         1            2,160             2,160   

               計

          3,072.9 

               単価

        3,073   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

人力施工による植生工 張芝工 300m2未満 無                             

                                                

                                                

 ｍ２

        1            1,998   

法面工（張芝工） 野芝・高麗芝（全面張）

 ｍ２         1            1,998             1,998   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,998   

               単価

        1,998   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

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 製作・設置 流用土 6m以下                        

                                                

                                                

袋

       10            4,229   

土木一般世話役  

人         0.278        23,520             6,538   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         0.278        20,370             5,662   

普通作業員  

人         0.278        20,160             5,604   

大型土のう袋材 Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ

袋        10            1,100            11,000   

バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 6m以下 

日         0.278        45,960            12,776   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1                710   

               計

         42,290   

               単価

        4,229   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 撤去 6m以下                                     

                                                

                                                

袋

       10              593.6 

土木一般世話役  

人         0.069        23,520             1,622   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         0.069        20,370             1,405   

バックホウ運転（クレーン仕様） 撤去 6m以下 

日         0.069        42,170             2,909   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,936   

               単価

          593.6 円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 6m以下 

日

        1           45,960   

運転手（特殊）  

人         1           21,105            21,105   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        98               99             9,702   

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

日         1.39        10,900            15,151   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         45,960   

               単価

       45,960   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

バックホウ運転（クレーン仕様） 撤去 6m以下 

日

        1           42,170   

運転手（特殊）  

人         1           21,105            21,105   

[(自)兵庫県豊岡市清冷地先　　　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        74               99             7,326   

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

日         1.26        10,900            13,734   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         42,170   

               単価

       42,170   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -


