
 
 

令和 2 年 11 月 30 日（令和 2 年 12 月 17 日） 

 
 

円山川水系水文観測所維持補修他工事 

【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

円山川水系水文観測所維持補修他工事

鏡

自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　　　　　　　

至)兵庫県豊岡市日高町浅倉地先

　１）　発注年月　　　　　令和 2年11月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　豊岡河川国道事務所　河川管理課          　　　　　

　３）　工事番号　　　　　5052010005　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　  121日間 　　　　自　　　令和 2年12月 1日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年 3月31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　　　　円山川本川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 2年 9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11月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2020年11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 　　　　　　　      1,188,375 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年 9月25日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　令和 2年11月 6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

円山川水系水文観測所維持補修他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

築堤･護岸

(出石町長砂地区)

式         1         10,137,521

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

　法覆護岸工

　

式         1          2,564,991

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)

　　

式         1          2,564,991

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

　　　

18-8-40(高炉) 底幅 3

5ｃｍ 高さ 50ｃｍ

m        33           11,870           391,710

単-1号

　　　平ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　

控120mm

m2       239            7,293         1,743,027

単-2号

　　　目地板

　　　

瀝青繊維質目地板t=10

mm

m2         0.6          1,890             1,134

単-3号

　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8ｰ40(高炉)

m3         2           54,060           108,120

単-4号

　　　小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

箇所         2          160,500           321,000

単-5号

　根固め工

　

式         1          1,634,000

　　根固めﾌﾞﾛｯｸ工

　　

式         1          1,634,000

　　　袋詰玉石

　　　

2t用(長期性能型) 購

入材(割栗石50－150mm

) 袋       100           16,340         1,634,000

単-6号

　構造物撤去工

　

式         1          5,724,870

              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

円山川水系水文観測所維持補修他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　作業土工

　　

式         1          1,847,930

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

　　　床掘り(掘削)

　　　

土砂

m3     1,000              290           290,000

単-7号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     1,030              331           340,930

単-8号

　　　整地

　　　

残土受入れ地での処理

m3     1,000              104.3         104,300

単-9号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3     1,200              186.2         223,440

単-10号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3     1,300              186.6         242,580

単-11号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     1,030              331           340,930

単-12号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3       250            1,223           305,750

単-13号

　　構造物取壊し工

　　

式         1          2,425,158

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

鉄筋構造物 機械施工

m3        93           14,280         1,328,040

単-14号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物 機械施工

m3        81            7,086           573,966

単-15号

　　　鋼矢板引抜き

　　　

II型 引抜長 1.5ｍ

枚        22            3,426            75,372

単-16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

円山川水系水文観測所維持補修他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　基礎杭撤去

　　　

 木杭φ150　L=4.5m

本        34           13,170           447,780

単-17号

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

　　運搬処理工

　　

式         1          1,451,782

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘ-ﾄ殻(鉄筋)

m3        93            1,391           129,363

単-18号

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘ-ﾄ殻(無筋)

m3        81            1,391           112,671

単-19号

　　　木杭運搬

　　　

木杭

m3         3            3,671            11,013

単-20号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3        93            7,500           697,500

単-21号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        81            5,875           475,875

単-22号

　　　木杭処分

　　　

木杭

m3         3            5,000            15,000

単-23号

　　　現場発生品運搬

　　　

遮水鋼矢板

回         1           10,360            10,360

単-24号

　仮設工

　

式         1            213,660

　　交通管理工

　　

式         1            213,660

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        18           11,870           213,660

単-25号

              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

円山川水系水文観測所維持補修他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

直接工事費

式         1         10,137,521

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

共通仮設費

式         1          1,254,000

　共通仮設費

　

式         1            143,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            143,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          1,111,000

純工事費

式         1         11,391,521

　現場管理費

　

式         1          4,434,000

工事原価

式         1         33,081,581

　一般管理費等

　

式         1          5,278,419

工事価格

式         1         38,360,000

消費税相当額

式         1          3,836,000

工事費計

式         1         42,196,000

              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

円山川水系水文観測所維持補修他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

築堤･護岸

(日高町浅倉地区)

式         1          5,316,248

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

　水文観測所補修工

　(赤崎水位観測所)

式         1          2,457,770

　　量水標設置工

　　(第1柱)

式         1            366,770

　　　第１柱(H鋼杭)

　　　

H形鋼　250×250 H鋼

長さ(杭長)7m H鋼平均

打込長さ5.1m 基         1           88,770            88,770

単-1号

　　　第1柱（補強材）

　　　

H形鋼　150×150　L=1

.482m

箇所         2           47,840            95,680

単-2号

　　　量水板

　　　

ABS樹脂 一般型 I型 1

20×1000×2mm

m         3.2         11,400            36,480

単-3号

　　　足場

　　　

手摺先行型枠組足場

掛m2        40            3,646           145,840

単-4号

　　水位計設置工

　　

式         1          2,091,000

　　　水晶式水位計

　　　（材料費）

水晶式ｾﾝｻｰ0～20m計 

精度±0.05%F.S ｹｰﾌﾞﾙ

長60m 基         1        2,091,000         2,091,000

単-5号

　仮設工

　

式         1          2,858,478

　　工事用道路工

　　

式         1          1,132,318

　　　工事用道路盛土

　　　

2.5m以上4.0m未満

m3       270            2,409           650,430

単-6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

円山川水系水文観測所維持補修他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　敷砂利

　　　

RC-40 敷厚 100ｍｍ

m2       390              276.2         107,718

単-7号

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

　　　工事用道路撤去

　　　

m3       310            1,207           374,170

単-8号

　　土留･仮締切工

　　

式         1          1,666,810

　　　土のう

　　　(大型土のう)

製作・設置

袋       230            5,528         1,271,440

単-9号

　　　土のう

　　　(大型土のう)

撤去（流用）

袋       230            1,719           395,370

単-10号

　　交通管理工

　　

式         1             59,350

　　　交通誘導警備員

　　　

人日         5           11,870            59,350

単-11号

直接工事費

式         1          5,316,248

共通仮設費

式         1          1,311,600

　共通仮設費

　

式         1            891,600

　　運搬費

　　

式         1            828,600

　　　重建設機械分解組立輸送費

　　　

ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ系35t吊超80t

吊以下(往復)

回         1          828,600           828,600

単-12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

円山川水系水文観測所維持補修他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1             63,000

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

　共通仮設費（率計上）

　

式         1            420,000

純工事費

式         1          6,627,848

　現場管理費

　

式         1          2,088,000

工事原価

式         1          8,715,848

              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

円山川水系水文観測所維持補修他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

築堤･護岸

(日高町府市場地区)

式         1          4,800,308

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

　水文観測所補修工

　(府市場水位観測所)

式         1          1,638,111

　　作業土工

　　

式         1             66,310

　　　床掘り(掘削)

　　　

土砂

m3         8              290             2,320

単-1号

　　　床掘り

　　　

土砂

m3        30              265.5           7,965

単-2号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        20            1,641            32,820

単-3号

　　　基面整正

　　　

m2        20              403.3           8,066

単-4号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3        10              186.6           1,866

単-5号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3        10            1,223            12,230

単-6号

　　　整地

　　　

残土受入れ地での処理

m3        10              104.3           1,043

単-7号

　　量水標設置工

　　(第1柱)

式         1            426,288

　　　第1柱

　　　

H形鋼　250×250　L=0

.5m

基         1           82,030            82,030

単-8号

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



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

円山川水系水文観測所維持補修他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　量水板

　　　

ABS樹脂 一般型 I型 1

20×1000×2mm

m         1.7         10,900            18,530

単-9号

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

　　　足場

　　　

手摺先行型枠組足場

掛m2        50            3,646           182,300

単-10号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m3         2           32,630            65,260

単-11号

　　　型枠

　　　

小型構造物

m2         8            7,319            58,552

単-12号

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m2         4            4,904            19,616

単-13号

　　量水標設置工

　　(第2柱)

式         1            454,887

　　　第2柱

　　　

H形鋼　300×300　L=1

.0m

基         1          102,500           102,500

単-14号

　　　量水板

　　　

ABS樹脂 一般型 I型 1

20×1000×2mm

m         0.99         9,780             9,682

単-15号

　　　足場

　　　

手摺先行型枠組足場

掛m2        50            3,646           182,300

単-16号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m3         2           32,630            65,260

単-17号

　　　型枠

　　　

小型構造物

m2         9            7,319            65,871

単-18号

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m2         6            4,879            29,274

単-19号

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



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

単価

設計内訳書

円山川水系水文観測所維持補修他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　量水標設置工

　　(第3柱)

式         1            530,846

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

　　　第3柱

　　　

H形鋼　250×250　L=1

.5m

基         1           93,280            93,280

単-20号

　　　第3柱（補強材）

　　　

H形鋼　150×150　L=1

.482m

箇所         1           47,840            47,840

単-21号

　　　量水板

　　　

ABS樹脂 一般型 I型 1

20×1000×2mm

m         1.5         11,670            17,505

単-22号

　　　足場

　　　

手摺先行型枠組足場

掛m2        60            3,646           218,760

単-23号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m3         2           32,630            65,260

単-24号

　　　型枠

　　　

小型構造物

m2         9            7,319            65,871

単-25号

　　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m2         5            4,466            22,330

単-26号

　　量水標設置工

　　(第4柱)

式         1            159,780

　　　第4柱

　　　

H形鋼　150×75　L=0.

5m

基         1           63,750            63,750

単-27号

　　　量水板

　　　

ABS樹脂 一般型 I型 1

20×1000×2mm

m         0.5         15,000             7,500

単-28号

　　　足場

　　　

単管傾斜足場

掛m2        30            2,951            88,530

単-29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

円山川水系水文観測所維持補修他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　仮設工

　

式         1          3,162,197

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

　　工事用道路工

　　

式         1          1,309,915

　　　工事用道路盛土

　　　

2.5m以上4.0m未満

m3       390            1,036           404,040

単-30号

　　　敷砂利

　　　

RC-40 敷厚 100ｍｍ

m2       630              256.5         161,595

単-31号

　　　工事用道路撤去

　　　

m3       460            1,618           744,280

単-32号

　　土留･仮締切工

　　

式         1          1,757,322

　　　土のう

　　　(大型土のう)

設置（流用品）

袋       230            1,264           290,720

単-33号

　　　土のう

　　　(大型土のう)

製作・設置

袋       143            5,420           775,060

単-34号

　　　土のう

　　　(大型土のう)

撤去

袋       373            1,854           691,542

単-35号

　　交通管理工

　　

式         1             94,960

　　　交通誘導警備員

　　　

人日         8           11,870            94,960

単-36号

直接工事費

式         1          4,800,308

              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

円山川水系水文観測所維持補修他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

共通仮設費

式         1            711,000

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

　共通仮設費

　

式         1             86,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1             86,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1            625,000

純工事費

式         1          5,511,308

　現場管理費

　

式         1          2,537,000

工事原価

式         1          8,048,308

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



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

単価

設計内訳書

円山川水系水文観測所維持補修他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

築堤･護岸

(宮井地区)

式         1            290,904

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

　水文観測所補修工

　(宮井水位観測所)

式         1            290,904

　　量水標設置工

　　(第3柱)

式         1            290,904

　　　第3柱

　　　

H形鋼　200×200　L=1

.0m

基         1           84,280            84,280

単-1号

　　　第3柱（補強材）

　　　

H形鋼　150×150　L=2

.2m

箇所         1           49,340            49,340

単-2号

　　　量水板

　　　

ABS樹脂 一般型 I型 1

20×1000×2mm

m         1            9,734             9,734

単-3号

　　　足場

　　　

単管傾斜足場

掛m2        50            2,951           147,550

単-4号

直接工事費

式         1            290,904

共通仮設費

式         1             46,000

　共通仮設費

　

式         1              9,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1              9,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1             37,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



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

単価

設計内訳書

円山川水系水文観測所維持補修他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

純工事費

式         1            336,904

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

　現場管理費

　

式         1            155,000

工事原価

式         1            491,904

              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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－2号

平ﾌﾞﾛｯｸ張 控120mm

m2

        1            7,293   

平ブロック張 150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ控120mm                     

再生砕石 RC-40                                  

1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し              ｍ２         1            7,293             7,293   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－1号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 18-8-40(高炉) 底幅 35ｃｍ 高さ 50ｃｍ

m

       10           11,870   

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         1.72        69,000           118,680   

               計

        118,680   

               単価

       11,870   円／m

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          7,293   

               単価

        7,293   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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－4号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8ｰ40(高炉)

m3

        1           54,060   

天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生                          

                                                

                                                 ｍ３         1           54,060            54,060   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－3号

目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm

m2

        1            1,890   

目地板 瀝青繊維質目地板t=10 

 ｍ２         1            1,890             1,890   

               計

          1,890   

               単価

        1,890   円／m2

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         54,060   

               単価

       54,060   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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－6号

袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材(割栗石50－150mm)

袋

        1           16,340   

袋詰玉石 2t用(長期性能型)                                

据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材         

全ての費用                                      袋         1           16,340            16,340   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－5号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

箇所

        1          160,500   

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

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用               

                                                 ｍ３         2           32,630            65,260   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        13            7,319            95,147   

               計

        160,407   

               単価

      160,500   円／箇所

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         16,340   

               単価

       16,340   円／袋

              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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－8号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              331   

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              331               331   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－7号

床掘り(掘削) 土砂

m3

        1              290   

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し                         

5,000m3未満                                     

                                                 ｍ３         1              290               290   

               計

            290   

               単価

          290   円／m3

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

            331   

               単価

          331   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－10号

埋戻し 土砂

m3

        1              186.2 

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

                                                

                                                 ｍ３         1              186.2             186.2 

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－9号

整地 残土受入れ地での処理

m3

        1              104.3 

整地 残土受入れ地での処理 

 ｍ３         1              104.3             104.3 

               計

            104.3 

               単価

          104.3 円／m3

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

            186.2 

               単価

          186.2 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－12号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              331   

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              331               331   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－11号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満

m3

        1              186.6 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              186.6             186.6 

               計

            186.6 

               単価

          186.6 円／m3

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

            331   

               単価

          331   円／m3

              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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－14号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工

m3

        1           14,280   

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

                                                

                                                 ｍ３         1           14,280            14,280   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－13号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            1,223   

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 7.5km以下        

                                                 ｍ３         1            1,223             1,223   

               計

          1,223   

               単価

        1,223   円／m3

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         14,280   

               単価

       14,280   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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－16号

鋼矢板引抜き II型 引抜長 1.5ｍ

枚

        1            3,426   

バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き 陸上 油圧式235kW 2m以下                         

                                                

                                                枚         1            3,426             3,426   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－15号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工

m3

        1            7,086   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            7,086             7,086   

               計

          7,086   

               単価

        7,086   円／m3

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          3,426   

               単価

        3,426   円／枚

              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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－18号

殻運搬 ｺﾝｸﾘ-ﾄ殻(鉄筋)

m3

        1            1,391   

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 6.5km以下 全ての費用              

                                                 ｍ３         1            1,391             1,391   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－17号

基礎杭撤去  木杭φ150　L=4.5m

本

       34           13,170   

木杭撤去  φ150　L=4.5m

本        34           12,470           423,980   

埋戻し工 埋戻し用砂

m3         3            7,913            23,739   

               計

        447,719   

               単価

       13,170   円／本

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          1,391   

               単価

        1,391   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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－20号

木杭運搬 木杭

m3

        1            3,671   

堆積塵芥収集（機械処理） 収集･集積･積込み･運搬                           

木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し       

13.5km以下 持込 全ての費用                       ｍ３         1            3,671             3,671   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－19号

殻運搬 ｺﾝｸﾘ-ﾄ殻(無筋)

m3

        1            1,391   

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 6.5km以下 全ての費用              

                                                 ｍ３         1            1,391             1,391   

               計

          1,391   

               単価

        1,391   円／m3

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          3,671   

               単価

        3,671   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－22号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            5,875   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            5,875             5,875   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－21号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3

        1            7,500   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            7,500             7,500   

               計

          7,500   

               単価

        7,500   円／m3

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          5,875   

               単価

        5,875   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－24号

現場発生品運搬 遮水鋼矢板

回

        1           10,360   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m

 9.0km以下 2.0t超2.6t以下 

回         1           10,360            10,360   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－23号

木杭処分 木杭

m3

        1            5,000   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            5,000             5,000   

               計

          5,000   

               単価

        5,000   円／m3

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         10,360   

               単価

       10,360   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－25号

交通誘導警備員

人日

        1           11,870   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           11,870            11,870   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         11,870   

               単価

       11,870   円／人日

              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

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                

 ｍ３

        1            7,086   

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

 ｍ３         1            7,086             7,086   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                

 ｍ３

        1           14,280   

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無

 ｍ３         1           14,275            14,275   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         14,280   

               単価

       14,280   円／ｍ３

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,086   

               単価

        7,086   円／ｍ３

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

バイブロハンマ施工による鋼矢板引

 抜き

陸上 油圧式235kW 2m以下                         

                                                

                                                

枚

       10            3,426   

土木一般世話役  

人         0.11        23,520             2,587   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

とび工  

人         0.22        24,885             5,474   

普通作業員  

人         0.11        20,160             2,217   

バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工） 引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第2次)235kW 

日         0.11       217,400            23,914   

諸雑費（率＋まるめ）

        0.2%

式         1                 68   

               計

         34,260   

               単価

        3,426   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

木杭撤去  φ150　L=4.5m

本

        1           12,470   

土木一般世話役  

人         0.05        23,520             1,176   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

とび工  

人         0.1         24,885             2,488   

普通作業員  

人         0.05        20,160             1,008   

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

日         0.05        61,960             3,098   

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)損料 油圧ｼｮﾍﾞﾙ装着式･可変超高周波型　ﾋﾟｽﾄﾝ式98.1kN

日         0.05        46,000             2,300   

松杭ﾁｬｯｸ損料

日         0.05         6,500               325   

諸雑費（率＋まるめ）

       20%

式         1              2,075   

               計

         12,470   

               単価

       12,470   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

埋戻し工 埋戻し用砂

m3

       10            7,913   

土木一般世話役  

人         0.25        23,520             5,880   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         0.38        20,370             7,740   

普通作業員  

人         0.38        20,160             7,660   

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

日         0.06        61,960             3,717   

砂 洗い　荒目

 ｍ３        12.6          3,900            49,140   

諸雑費（率＋まるめ）

       20%

式         1              4,993   

               計

         79,130   

               単価

        7,913   円／m3

              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

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            5,875   

処分費　豊友工業 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）

 ｍ３       100            5,875           587,500   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            7,500   

処分費　豊友工業 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）

 ｍ３       100            7,500           750,000   

               計

        750,000   

               単価

        7,500   円／ｍ３

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

        587,500   

               単価

        5,875   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.11

2020.11

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   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            5,000   

処分費　(株)但馬環境 木杭

 ｍ３       100            5,000           500,000   

               計

        500,000   

               単価

        5,000   円／ｍ３

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

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- 19 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

バイブロハンマ杭打機運転（陸上施

 工）

引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第2次)235kW 

日

        1          217,400   

運転手（特殊）  

人         1           21,105            21,105   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ       570              102            58,140   

バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］ 排ガス型（第２次）　振り子式　４７３ｋＮ

供用日         1.2         86,100           103,320   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊

供用日         1.2         29,000            34,800   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 35   

               計

        217,400   

               単価

      217,400   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

日

        1           61,960   

運転手（特殊）  

人         1           21,105            21,105   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ       101              102            10,302   

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

供用日         1.66        18,400            30,544   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         61,960   

               単価

       61,960   円／日

              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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－2号

第1柱（補強材） H形鋼　150×150　L=1.482m

箇所

        1           47,840   

H形鋼 150×150　長さｴｷｽﾄﾗ含む

t         0.05        75,000             3,750   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－1号

第１柱(H鋼杭) H形鋼　250×250 H鋼長さ(杭長)7m H鋼平均打込長さ5

.1m 基

        1           88,770   

バイブロハンマ施工によるＨ形鋼打込み 陸上 電動式 60kW 無し H250 6m以下               

                                                

                                                本         2            7,011            14,022   

鋼矢板・Ｈ形鋼（埋設） Ｈ形鋼 新品                                     

                                                

                                                ｔ         1.01        74,000            74,740   

               計

         88,762   

               単価

       88,770   円／基

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

H鋼設置 H形鋼　150×150　L=1.482m　接合施工費含む

箇所         1           44,090            44,090   

               計

         47,840   

               単価

       47,840   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－3号

量水板 ABS樹脂 一般型 I型 120×1000×2mm

m

        3.2         11,400   

量水板設置 120×1000×2mm

m         3.2          3,274            10,476.8 

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

量水板台木 檜製　120×50×3200

本         1            4,940             4,940   

量水板 ABS樹脂 一般型 I型 120×1000×2mm

枚         4            5,260            21,040   

               計

         36,456.8 

               単価

       11,400   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－4号

足場 手摺先行型枠組足場

掛m2

        1            3,646   

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

                                                

                                                掛ｍ２         1            3,646             3,646   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          3,646   

               単価

        3,646   円／掛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 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－5号

水晶式水位計

（材料費）

水晶式ｾﾝｻｰ0～20m計 精度±0.05%F.S ｹｰﾌﾞﾙ長60m

基

        1        2,091,000   

水晶式ｾﾝｻｰ 0～20m計　精度±0.05%FSｹｰﾌﾞﾙ長60m

台         1          809,000           809,000   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

中継ﾕﾆｯﾄ板 既設ﾎﾞｯｸｽ内に据付用

式         1            108,000   

中継ﾎﾞｯｸｽ 屋内用ﾕﾆｯﾄ型

台         1          164,000           164,000   

水位計ｺｰﾀﾞｰ SDｶｰﾄﾞ記録　GPS付き　BCD出力あり

式         1          1,010,000   

               計

      2,091,000   

               単価

    2,091,000   円／基

              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 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－6号

工事用道路盛土 2.5m以上4.0m未満

m3

      270            2,409   

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

                                                

                                                 ｍ３       300              186.6          55,980   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

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 9.5km以下        

                                                 ｍ３       300            1,375           412,500   

路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満 

 ｍ３       270              673.8         181,926   

               計

        650,406   

               単価

        2,409   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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－8号

工事用道路撤去

m3

      310            1,207   

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し                         

5,000m3未満                                     

                                                 ｍ３       310              290            89,900   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－7号

敷砂利 RC-40 敷厚 100ｍｍ

m2

      390              276.2 

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)                                    

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

                                                 ｍ３        40              292.7          11,708   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３        40            2,400            96,000   

               計

        107,708   

               単価

          276.2 円／m2

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

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 5.5km以下        

                                                 ｍ３       310              916.6         284,146   

               計

        374,046   

               単価

        1,207   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－9号

土のう

(大型土のう)

製作・設置

袋

      230            5,528   

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

                                                

                                                 ｍ３       190              186.6          35,454   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

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 9.5km以下        

                                                 ｍ３       190            1,375           261,250   

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

                                                

                                                袋       230            4,237           974,510   

               計

      1,271,214   

               単価

        5,528   円／袋

              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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－11号

交通誘導警備員

人日

        1           11,870   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           11,870            11,870   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－10号

土のう

(大型土のう)

撤去（流用）

袋

      230            1,719   

大型土のう積込み (流用)

袋       230              762.5         175,375   

大型土のう運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t　運搬距離L=5.5km以下

袋       230              956.1         219,903   

               計

        395,278   

               単価

        1,719   円／袋

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         11,870   

               単価

       11,870   円／人日

              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 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－12号

重建設機械分解組立輸送費 ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ系35t吊超80t吊以下(往復)

回

        1          828,600   

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          828,600           828,600   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

        828,600   

               単価

      828,600   円／回

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

バイブロハンマ施工によるＨ形鋼打

 込み

陸上 電動式 60kW 無し H250 6m以下               

                                                

                                                

本

       10            7,011   

土木一般世話役  

人         0.263        23,520             6,185   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

とび工  

人         0.526        24,885            13,089   

普通作業員  

人         0.263        20,160             5,302   

バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工） 打込み 電動式60kW H250 

日         0.263       130,600            34,347   

諸雑費（率＋まるめ）

        19%

式         1             11,187   

               計

         70,110   

               単価

        7,011   円／本

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

鋼矢板・Ｈ形鋼（埋設） Ｈ形鋼 新品                                     

                                                

                                                

ｔ

        1           74,000   

Ｈ形鋼　市中価格 広幅　SS400　250×250

ｔ         1           74,000            74,000   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         74,000   

               単価

       74,000   円／ｔ

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

H形鋼 150×150　長さｴｷｽﾄﾗ含む

t

        1           75,000   

Ｈ形鋼 広幅　ＳＳ４００　１５０×１５０

ｔ         1           74,000            74,000   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

H形鋼 長さｴｷｽﾄﾗ

ｔ         1            1,000             1,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         75,000   

               単価

       75,000   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

H鋼設置 H形鋼　150×150　L=1.482m　接合施工費含む

箇所

        1           44,090   

特殊作業員  

人         0.2         20,370             4,074   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

普通作業員  

人         0.2         20,160             4,032   

土木一般世話役  

人         0.2         23,520             4,704   

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         0.2         30,400             6,080   

接合施工費 H150×150

箇所         2           12,600            25,200   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         44,090   

               単価

       44,090   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

量水板設置 120×1000×2mm

m

        1            3,274   

普通作業員  

人         0.09        20,160             1,814   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

土木一般世話役  

人         0.03        23,520               705   

諸雑費（率＋まるめ）

       30%

式         1                755   

               計

          3,274   

               単価

        3,274   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                

掛ｍ２

      100            3,646   

土木一般世話役  

人         1.4         23,520            32,928   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

とび工  

人         6.3         24,885           156,775   

普通作業員  

人         1.2         20,160            24,192   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         1.4         41,600            58,240   

諸雑費（率＋まるめ）

        34%

式         1             92,465   

               計

        364,600   

               単価

        3,646   円／掛ｍ２

              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

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                

袋

       10            4,237   

土木一般世話役  

人         0.278        23,520             6,538   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

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        46,260            12,860   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1                706   

               計

         42,370   

               単価

        4,237   円／袋

              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

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

大型土のう積込み (流用)

袋

       10              762.5 

土木一般世話役  

人         0.07        23,520             1,646   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         0.07        20,370             1,425   

普通作業員  

人         0.07        20,160             1,411   

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾚｰﾝ仕様) 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日         0.07        44,910             3,143   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,625   

               単価

          762.5 円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

大型土のう運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t　運搬距離L=5.5km以下

袋

       10              956.1 

運転手（一般）  

人         0.18        18,585             3,345   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ        14              102             1,428   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級

供用日         0.23        19,700             4,531   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ(供用日当り)

供用日         0.23         1,120               257   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,561   

               単価

          956.1 円／袋

              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

参考資料（１） 2020.11

2020.11

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   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

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- 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） 2020.11

2020.11

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          828,600   

特殊作業員  

人         5.5         20,370           112,035   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         1.5         41,600            62,400   

運搬費等率

       375%

式         1            654,131   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 34   

               計

        828,600   

               単価

      828,600   円／回

              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（２） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

バイブロハンマ杭打機運転（陸上施

 工）

打込み 電動式60kW H250 

日

        1          130,600   

運転手（特殊）  

人         1           21,105            21,105   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ        69              102             7,038   

バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］ ４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ

供用日         1.3         21,400            27,820   

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１次基準値）５０～５５ｔ吊

供用日         1.3         57,400            74,620   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 17   

               計

        130,600   

               単価

      130,600   円／日

              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（２） 2020.11

2020.11

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           46,260   

運転手（特殊）  

人         1           21,105            21,105   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ        98              102             9,996   

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                  8   

               計

         46,260   

               単価

       46,260   円／日

              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（２） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾚｰﾝ仕様) 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

日

        1           44,910   

運転手（特殊）  

人         1           21,105            21,105   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ        88              102             8,976   

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         1.36        10,900            14,824   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         44,910   

               単価

       44,910   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－2号

床掘り 土砂

m3

        1              265.5 

床掘り 土砂 標準 無し 無し                             

                                                

                                                 ｍ３         1              265.5             265.5 

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－1号

床掘り(掘削) 土砂

m3

        1              290   

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し                         

5,000m3未満                                     

                                                 ｍ３         1              290               290   

               計

            290   

               単価

          290   円／m3

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

            265.5 

               単価

          265.5 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 45 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－4号

基面整正

m2

        1              403.3 

基面整正

 ｍ２         1              403.3             403.3 

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－3号

埋戻し 土砂

m3

        1            1,641   

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 

 ｍ３         1            1,641             1,641   

               計

          1,641   

               単価

        1,641   円／m3

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

            403.3 

               単価

          403.3 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 46 -



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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－6号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            1,223   

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 7.5km以下        

                                                 ｍ３         1            1,223             1,223   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－5号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満

m3

        1              186.6 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              186.6             186.6 

               計

            186.6 

               単価

          186.6 円／m3

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          1,223   

               単価

        1,223   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－8号

第1柱 H形鋼　250×250　L=0.5m

基

        1           82,030   

H形鋼 250×250　長さｴｷｽﾄﾗ含む　

t         0.07        75,000             5,250   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－7号

整地 残土受入れ地での処理

m3

        1              104.3 

整地 残土受入れ地での処理 

 ｍ３         1              104.3             104.3 

               計

            104.3 

               単価

          104.3 円／m3

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

H鋼設置 H形鋼　250×250　L=0.5m　継施工費含む

箇所         2           38,390            76,780   

               計

         82,030   

               単価

       82,030   円／基

              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

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－9号

量水板 ABS樹脂 一般型 I型 120×1000×2mm

m

        1.7         10,900   

量水板設置 120×1000×2mm

m         1.7          3,274             5,565.8 

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

量水板台木 檜製　120×50×1700

本         1            2,430             2,430   

量水板 ABS樹脂 一般型 I型 120×1000×2mm

枚         2            5,260            10,520   

               計

         18,515.8 

               単価

       10,900   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－11号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m3

        1           32,630   

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

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用               

                                                 ｍ３         1           32,630            32,630   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－10号

足場 手摺先行型枠組足場

掛m2

        1            3,646   

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

                                                

                                                掛ｍ２         1            3,646             3,646   

               計

          3,646   

               単価

        3,646   円／掛m2

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         32,630   

               単価

       32,630   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－13号

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m2

        4.1          4,904   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物                                 

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                          

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用                ｍ３         0.4         32,030            12,812   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－12号

型枠 小型構造物

m2

        1            7,319   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1            7,319             7,319   

               計

          7,319   

               単価

        7,319   円／m2

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２         0.9          8,101             7,290.9 

               計

         20,102.9 

               単価

        4,904   円／m2

              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

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－14号

第2柱 H形鋼　300×300　L=1.0m

基

        1          102,500   

H形鋼 300×300　長さｴｷｽﾄﾗ含む

t         0.19        75,000            14,250   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

H鋼設置 H形鋼　300×300　L=1.0m　継施工費含む

箇所         2           44,090            88,180   

               計

        102,430   

               単価

      102,500   円／基

              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

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－15号

量水板 ABS樹脂 一般型 I型 120×1000×2mm

m

        0.99         9,780   

量水板設置 120×1000×2mm

m         0.99         3,274             3,241.26

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

量水板台木 檜製　120×50×990

本         1            1,180             1,180   

量水板 ABS樹脂 一般型 I型 120×1000×2mm

枚         1            5,260             5,260   

               計

          9,681.26

               単価

        9,780   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－17号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m3

        1           32,630   

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

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用               

                                                 ｍ３         1           32,630            32,630   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－16号

足場 手摺先行型枠組足場

掛m2

        1            3,646   

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

                                                

                                                掛ｍ２         1            3,646             3,646   

               計

          3,646   

               単価

        3,646   円／掛m2

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         32,630   

               単価

       32,630   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 54 -



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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－19号

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m2

        5.6          4,879   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物                                 

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                          

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用                ｍ３         0.6         32,030            19,218   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－18号

型枠 小型構造物

m2

        1            7,319   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1            7,319             7,319   

               計

          7,319   

               単価

        7,319   円／m2

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２         1            8,101             8,101   

               計

         27,319   

               単価

        4,879   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－21号

第3柱（補強材） H形鋼　150×150　L=1.482m

箇所

        1           47,840   

H形鋼 150×150　長さｴｷｽﾄﾗ含む

t         0.05        75,000             3,750   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－20号

第3柱 H形鋼　250×250　L=1.5m

基

        1           93,280   

H形鋼 250×250　長さｴｷｽﾄﾗ含む

t         0.22        75,000            16,500   

H鋼設置 H形鋼　250×250　L=1.5m　継施工費含む

箇所         2           38,390            76,780   

               計

         93,280   

               単価

       93,280   円／基

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

H鋼設置 H形鋼　150×150　L=1.482m　接合施工費含む

箇所         1           44,090            44,090   

               計

         47,840   

               単価

       47,840   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－22号

量水板 ABS樹脂 一般型 I型 120×1000×2mm

m

        1.5         11,670   

量水板設置 120×1000×2mm

m         1.5          3,274             4,911   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

量水板台木 檜製　120×50×1500

本         1            2,070             2,070   

量水板 ABS樹脂 一般型 I型 120×1000×2mm

枚         2            5,260            10,520   

               計

         17,501   

               単価

       11,670   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－24号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m3

        1           32,630   

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

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用               

                                                 ｍ３         1           32,630            32,630   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－23号

足場 手摺先行型枠組足場

掛m2

        1            3,646   

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

                                                

                                                掛ｍ２         1            3,646             3,646   

               計

          3,646   

               単価

        3,646   円／掛m2

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         32,630   

               単価

       32,630   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－26号

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m2

        5.4          4,466   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物                                 

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                          

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用                ｍ３         0.5         32,030            16,015   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－25号

型枠 小型構造物

m2

        1            7,319   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1            7,319             7,319   

               計

          7,319   

               単価

        7,319   円／m2

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２         1            8,101             8,101   

               計

         24,116   

               単価

        4,466   円／m2

              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

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－27号

第4柱 H形鋼　150×75　L=0.5m

基

        1           63,750   

H形鋼 150×75　長さｴｷｽﾄﾗ含む

t         0.01        77,000               770   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

H鋼設置 H形鋼　150×75　L=0.5m　継施工費含む

箇所         2           31,490            62,980   

               計

         63,750   

               単価

       63,750   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 60 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－28号

量水板 ABS樹脂 一般型 I型 120×1000×2mm

m

        0.5         15,000   

量水板設置 120×1000×2mm

m         0.5          3,274             1,637   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

量水板台木 檜製　120×50×500

本         1              600               600   

量水板 ABS樹脂 一般型 I型 120×1000×2mm

枚         1            5,260             5,260   

               計

          7,497   

               単価

       15,000   円／m

              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

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－29号

足場 単管傾斜足場

掛m2

        1            2,951   

足場工 単管傾斜足場 不要 標準                          

                                                

                                                掛ｍ２         1            2,951             2,951   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          2,951   

               単価

        2,951   円／掛m2

              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

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－30号

工事用道路盛土 2.5m以上4.0m未満

m3

      390            1,036   

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

                                                

                                                 ｍ３       100              186.6          18,660   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

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 7.5km以下        

                                                 ｍ３       100            1,223           122,300   

路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満 

 ｍ３       390              673.8         262,782   

               計

        403,742   

               単価

        1,036   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－31号

敷砂利 RC-40 敷厚 100ｍｍ

m2

      630              256.5 

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)                                    

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

                                                 ｍ３        60              292.7          17,562   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３        60            2,400           144,000   

               計

        161,562   

               単価

          256.5 円／m2

              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

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－32号

工事用道路撤去

m3

      460            1,618   

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し                         

5,000m3未満                                     

                                                 ｍ３       460              290           133,400   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

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 7.5km以下        

                                                 ｍ３       460            1,223           562,580   

整地 残土受入れ地での処理                            

                                                

                                                 ｍ３       460              104.3          47,978   

               計

        743,958   

               単価

        1,618   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 65 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－33号

土のう

(大型土のう)

設置（流用品）

袋

      230            1,264   

大型土のう工 設置 6m以下                                     

                                                

                                                袋       230            1,264           290,720   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

        290,720   

               単価

        1,264   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 66 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－34号

土のう

(大型土のう)

製作・設置

袋

      143            5,420   

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

                                                

                                                 ｍ３       120              186.6          22,392   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

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 7.5km以下        

                                                 ｍ３       120            1,223           146,760   

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

                                                

                                                袋       143            4,237           605,891   

               計

        775,043   

               単価

        5,420   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－35号

土のう

(大型土のう)

撤去

袋

      373            1,854   

大型土のう工 撤去 6m以下                                     

                                                

                                                袋       373              595.1         221,972.3 

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

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

                                                

                                                 ｍ３       310              186.6          57,846   

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 7.5km以下        

                                                 ｍ３       310            1,223           379,130   

整地 残土受入れ地での処理                            

                                                

                                                 ｍ３       310              104.3          32,333   

               計

        691,281.3 

               単価

        1,854   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 68 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－36号

交通誘導警備員

人日

        1           11,870   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           11,870            11,870   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         11,870   

               単価

       11,870   円／人日

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

H形鋼 250×250　長さｴｷｽﾄﾗ含む　

t

        1           75,000   

Ｈ形鋼 広幅　ＳＳ４００　２５０×２５０

ｔ         1           74,000            74,000   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

H形鋼 長さｴｷｽﾄﾗ

ｔ         1            1,000             1,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         75,000   

               単価

       75,000   円／t

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

H鋼設置 H形鋼　250×250　L=0.5m　継施工費含む

箇所

        1           38,390   

特殊作業員  

人         0.2         20,370             4,074   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

普通作業員  

人         0.2         20,160             4,032   

土木一般世話役  

人         0.2         23,520             4,704   

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         0.2         30,400             6,080   

継施工費 H250×250

箇所         1           19,500            19,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         38,390   

               単価

       38,390   円／箇所

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

量水板設置 120×1000×2mm

m

        1            3,274   

普通作業員  

人         0.09        20,160             1,814   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

土木一般世話役  

人         0.03        23,520               705   

諸雑費（率＋まるめ）

       30%

式         1                755   

               計

          3,274   

               単価

        3,274   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 72 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                

掛ｍ２

      100            3,646   

土木一般世話役  

人         1.4         23,520            32,928   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

とび工  

人         6.3         24,885           156,775   

普通作業員  

人         1.2         20,160            24,192   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         1.4         41,600            58,240   

諸雑費（率＋まるめ）

        34%

式         1             92,465   

               計

        364,600   

               単価

        3,646   円／掛ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 73 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

H形鋼 300×300　長さｴｷｽﾄﾗ含む

t

        1           75,000   

Ｈ形鋼 広幅　ＳＳ４００　３００×３００

ｔ         1           74,000            74,000   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

H形鋼 長さｴｷｽﾄﾗ

ｔ         1            1,000             1,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         75,000   

               単価

       75,000   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 74 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

H鋼設置 H形鋼　300×300　L=1.0m　継施工費含む

箇所

        1           44,090   

特殊作業員  

人         0.2         20,370             4,074   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

普通作業員  

人         0.2         20,160             4,032   

土木一般世話役  

人         0.2         23,520             4,704   

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         0.2         30,400             6,080   

継施工費 H300×300

箇所         1           25,200            25,200   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         44,090   

               単価

       44,090   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 75 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

量水板設置 120×1000×2mm

m

        1            3,274   

普通作業員  

人         0.09        20,160             1,814   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

土木一般世話役  

人         0.03        23,520               705   

諸雑費（率＋まるめ）

       30%

式         1                755   

               計

          3,274   

               単価

        3,274   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 76 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

H形鋼 250×250　長さｴｷｽﾄﾗ含む

t

        1           75,000   

Ｈ形鋼 広幅　ＳＳ４００　２５０×２５０

ｔ         1           74,000            74,000   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

H形鋼 長さｴｷｽﾄﾗ

ｔ         1            1,000             1,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         75,000   

               単価

       75,000   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 77 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

H鋼設置 H形鋼　250×250　L=1.5m　継施工費含む

箇所

        1           38,390   

特殊作業員  

人         0.2         20,370             4,074   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

普通作業員  

人         0.2         20,160             4,032   

土木一般世話役  

人         0.2         23,520             4,704   

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         0.2         30,400             6,080   

継施工費 H250×250

箇所         1           19,500            19,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         38,390   

               単価

       38,390   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 78 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

H形鋼 150×150　長さｴｷｽﾄﾗ含む

t

        1           75,000   

Ｈ形鋼 広幅　ＳＳ４００　１５０×１５０

ｔ         1           74,000            74,000   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

H形鋼 長さｴｷｽﾄﾗ

ｔ         1            1,000             1,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         75,000   

               単価

       75,000   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 79 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

H鋼設置 H形鋼　150×150　L=1.482m　接合施工費含む

箇所

        1           44,090   

特殊作業員  

人         0.2         20,370             4,074   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

普通作業員  

人         0.2         20,160             4,032   

土木一般世話役  

人         0.2         23,520             4,704   

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         0.2         30,400             6,080   

接合施工費 H150×150

箇所         2           12,600            25,200   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         44,090   

               単価

       44,090   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 80 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

量水板設置 120×1000×2mm

m

        1            3,274   

普通作業員  

人         0.09        20,160             1,814   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

土木一般世話役  

人         0.03        23,520               705   

諸雑費（率＋まるめ）

       30%

式         1                755   

               計

          3,274   

               単価

        3,274   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 81 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

H形鋼 150×75　長さｴｷｽﾄﾗ含む

t

        1           77,000   

Ｈ形鋼 細幅　ＳＳ４００　１５０×７５

ｔ         1           76,000            76,000   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

H形鋼 長さｴｷｽﾄﾗ

ｔ         1            1,000             1,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         77,000   

               単価

       77,000   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 82 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

H鋼設置 H形鋼　150×75　L=0.5m　継施工費含む

箇所

        1           31,490   

特殊作業員  

人         0.2         20,370             4,074   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

普通作業員  

人         0.2         20,160             4,032   

土木一般世話役  

人         0.2         23,520             4,704   

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         0.2         30,400             6,080   

継施工費 H150×75

箇所         1           12,600            12,600   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         31,490   

               単価

       31,490   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 83 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

量水板設置 120×1000×2mm

m

        1            3,274   

普通作業員  

人         0.09        20,160             1,814   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

土木一般世話役  

人         0.03        23,520               705   

諸雑費（率＋まるめ）

       30%

式         1                755   

               計

          3,274   

               単価

        3,274   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 84 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

足場工 単管傾斜足場 不要 標準                          

                                                

                                                

掛ｍ２

      100            2,951   

土木一般世話役  

人         1.4         23,520            32,928   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

とび工  

人         4.1         24,885           102,028   

普通作業員  

人         2.5         20,160            50,400   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.8         41,600            33,280   

諸雑費（率＋まるめ）

        35%

式         1             76,464   

               計

        295,100   

               単価

        2,951   円／掛ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 85 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 設置 6m以下                                     

                                                

                                                

袋

       10            1,264   

土木一般世話役  

人         0.116        23,520             2,728   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         0.116        20,370             2,362   

普通作業員  

人         0.116        20,160             2,338   

バックホウ運転（クレーン仕様） 設置 6m以下 

日         0.116        44,910             5,209   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         12,640   

               単価

        1,264   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 86 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                

袋

       10            4,237   

土木一般世話役  

人         0.278        23,520             6,538   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

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        46,260            12,860   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1                706   

               計

         42,370   

               単価

        4,237   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 87 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 撤去 6m以下                                     

                                                

                                                

袋

       10              595.1 

土木一般世話役  

人         0.069        23,520             1,622   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

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        42,390             2,924   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,951   

               単価

          595.1 円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 88 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

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   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

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- 89 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

バックホウ運転（クレーン仕様） 設置 6m以下 

日

        1           44,910   

運転手（特殊）  

人         1           21,105            21,105   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ        88              102             8,976   

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         1.36        10,900            14,824   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         44,910   

               単価

       44,910   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 90 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.11

2020.11

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           46,260   

運転手（特殊）  

人         1           21,105            21,105   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ        98              102             9,996   

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                  8   

               計

         46,260   

               単価

       46,260   円／日

              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（２） 2020.11

2020.11

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           42,390   

運転手（特殊）  

人         1           21,105            21,105   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ        74              102             7,548   

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                  3   

               計

         42,390   

               単価

       42,390   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 92 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－2号

第3柱（補強材） H形鋼　150×150　L=2.2m

箇所

        1           49,340   

H形鋼 150×150　長さｴｷｽﾄﾗ含む

t         0.07        75,000             5,250   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－1号

第3柱 H形鋼　200×200　L=1.0m

基

        1           84,280   

H形鋼 200×200　長さｴｷｽﾄﾗ含む

t         0.1         75,000             7,500   

H鋼設置 H形鋼　200×200　L=1.0m　継施工費含む

箇所         2           38,390            76,780   

               計

         84,280   

               単価

       84,280   円／基

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

H鋼設置 H形鋼　150×150　L=2.2m　接合施工費含む

箇所         1           44,090            44,090   

               計

         49,340   

               単価

       49,340   円／箇所

              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

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－3号

量水板 ABS樹脂 一般型 I型 120×1000×2mm

m

        1            9,734   

量水板設置 120×1000×2mm

m         1            3,274             3,274   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

量水板台木 檜製　120×50×1000

本         1            1,200             1,200   

量水板 ABS樹脂 一般型 I型 120×1000×2mm

枚         1            5,260             5,260   

               計

          9,734   

               単価

        9,734   円／m

              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

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－4号

足場 単管傾斜足場

掛m2

        1            2,951   

足場工 単管傾斜足場 不要 標準                          

                                                

                                                掛ｍ２         1            2,951             2,951   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          2,951   

               単価

        2,951   円／掛m2

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

H形鋼 200×200　長さｴｷｽﾄﾗ含む

t

        1           75,000   

Ｈ形鋼 広幅　ＳＳ４００　２００×２００

ｔ         1           74,000            74,000   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

H形鋼 長さｴｷｽﾄﾗ

ｔ         1            1,000             1,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         75,000   

               単価

       75,000   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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

H鋼設置 H形鋼　200×200　L=1.0m　継施工費含む

箇所

        1           38,390   

特殊作業員  

人         0.2         20,370             4,074   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

普通作業員  

人         0.2         20,160             4,032   

土木一般世話役  

人         0.2         23,520             4,704   

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         0.2         30,400             6,080   

継施工費 H200×200

箇所         1           19,500            19,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         38,390   

               単価

       38,390   円／箇所

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

H形鋼 150×150　長さｴｷｽﾄﾗ含む

t

        1           75,000   

Ｈ形鋼 広幅　ＳＳ４００　１５０×１５０

ｔ         1           74,000            74,000   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

H形鋼 長さｴｷｽﾄﾗ

ｔ         1            1,000             1,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         75,000   

               単価

       75,000   円／t

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

H鋼設置 H形鋼　150×150　L=2.2m　接合施工費含む

箇所

        1           44,090   

特殊作業員  

人         0.2         20,370             4,074   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

普通作業員  

人         0.2         20,160             4,032   

土木一般世話役  

人         0.2         23,520             4,704   

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         0.2         30,400             6,080   

接合施工費 H150×150

箇所         2           12,600            25,200   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         44,090   

               単価

       44,090   円／箇所

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

量水板設置 120×1000×2mm

m

        1            3,274   

普通作業員  

人         0.09        20,160             1,814   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

土木一般世話役  

人         0.03        23,520               705   

諸雑費（率＋まるめ）

       30%

式         1                755   

               計

          3,274   

               単価

        3,274   円／m

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

足場工 単管傾斜足場 不要 標準                          

                                                

                                                

掛ｍ２

      100            2,951   

土木一般世話役  

人         1.4         23,520            32,928   

[自)兵庫県豊岡市宮井地先　　　　　　　　　　　　 ]

とび工  

人         4.1         24,885           102,028   

普通作業員  

人         2.5         20,160            50,400   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.8         41,600            33,280   

諸雑費（率＋まるめ）

        35%

式         1             76,464   

               計

        295,100   

               単価

        2,951   円／掛ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 101 -


