
契約年月日：令和 3 年６月２１日（単価合意日：令和３年６月２４日） 

 
 

岡本地区他斜面対策工事 

【工事設計書（公表資料）】 
 

六甲砂防事務所 

 

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

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

岡本地区他斜面対策工事

鏡

自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　　　　　　　

至）兵庫県神戸市灘区篠原地先

　１）　発注年月　　　　　令和 3年 6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　六甲砂防事務所　工務課                  　　　　　

　３）　工事番号　　　　　5220010001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　砂防・地すべり等工事　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  270日間 　　　　自　　　令和 3年 6月22日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 4年 3月18日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　兵庫県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　表六甲地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 3年 4月　　　　　　　　　　　　　　　

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

１４）　単価適用年月　　　　　　　2021年 6月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2021年 6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 　　　　　　　        347,000 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年 4月16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

岡本地区他斜面対策工事 (当　初) 砂防･地すべり対策
斜面対策

斜面対策

(岡本地区)

式         1        137,216,248

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

　砂防土工

　

式         1            137,920

　　掘削工

　　

式         1             80,650

　　　掘削

　　　

土砂 現場制約あり

m3        10            8,065            80,650

単-1号

　　残土処理工

　　

式         1             57,270

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3        10            3,027            30,270

単-2号

　　　残土等処分

　　　

m3        10            2,700            27,000

単-3号

　法面工

　

式         1        124,825,900

　　法枠工

　　

式         1         47,326,300

　　　吹付枠

　　　

500×500 枠間隔2.5m

×2.5m 枠内植生基材

吹付 5cm m2     1,435           32,980        47,326,300

単-4号

　　抑止ｱﾝｶｰ工

　　

式         1         62,667,060

　　　ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

　　　

組       219           64,410        14,105,790

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

岡本地区他斜面対策工事 (当　初) 砂防･地すべり対策
斜面対策

　　　削孔(ｱﾝｶｰ)

　　　

二重管方式 削孔径90

㎜ ﾚｷ質土

m     1,153           10,740        12,383,220

単-6号

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

　　　削孔(ｱﾝｶｰ)

　　　

二重管方式 削孔径90

㎜ 軟岩

m     1,028           13,240        13,610,720

単-7号

　　　ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭

　　　部処理(ｱﾝｶｰ)　

簡易防食 PC鋼線より

線 設計荷重 400kN未

満 削孔長10m以内 本        20           21,420           428,400

単-8号

　　　ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭

　　　部処理(ｱﾝｶｰ)　

簡易防食 PC鋼線より

線 設計荷重 400kN未

満 削孔長10m超 本       199           22,550         4,487,450

単-9号

　　　ｸﾞﾗｳﾄ注入

　　　

m3        47           46,740         2,196,780

単-10号

　　　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設

　　　

回        10           52,670           526,700

単-11号

　　　足場(ｱﾝｶｰ)

　　　

空m3     3,200            4,665        14,928,000

単-12号

　　ﾜｲﾔｰ連結工

　　

式         1          3,217,860

　　　ﾜｲﾔｰ連結

　　　

亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ

m2       303           10,620         3,217,860

単-13号

　　ｱﾝｶｰ工

　　

式         1          9,616,200

　　　鉄筋挿入

　　　

SD345 D19 L=3.0m/本 

 削孔径φ90 削孔長L=2

.85m/本 本        94          102,300         9,616,200

単-14号

　　木柵工

　　

式         1          1,998,480

              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

岡本地区他斜面対策工事 (当　初) 砂防･地すべり対策
斜面対策

　　　木柵

　　　

H=0.5m 杭長1.5m

m        66           30,280         1,998,480

単-15号

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

　仮設工

　

式         1         12,252,428

　　作業ﾔｰﾄﾞ整備工

　　

式         1          1,508,000

　　　作業ヤード

　　　

単管足場

空m3       250            6,032         1,508,000

単-16号

　　防護施設工

　　

式         1            810,096

　　　仮囲い

　　　

設置･撤去 丸ﾊﾟｲﾌﾟ土

中形式 高さ 3ｍ

m        84            9,644           810,096

単-17号

　　ﾓﾉﾚｰﾙ運搬工

　　

式         1          9,463,212

　　　ﾓﾉﾚｰﾙ設置･撤去

　　　

2000kg積

m        92           27,970         2,573,240

単-18号

　　　ﾓﾉﾚｰﾙ賃料

　　　

2000kg積

m        92           60,730         5,587,160

単-19号

　　　ﾓﾉﾚｰﾙ運搬

　　　

2000kg積

t       156.4          8,330         1,302,812

単-20号

　　交通管理工

　　

式         1            471,120

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        39           12,080           471,120

単-21号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

岡本地区他斜面対策工事 (当　初) 砂防･地すべり対策
斜面対策

直接工事費

式         1        137,216,248

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

共通仮設費

式         1         11,805,350

　共通仮設費

　

式         1          1,502,350

　　準備費

　　

式         1            240,350

　　　木根等処分費

　　　

幹

式         1             34,450

内-1号

　　　木根等処分費

　　　

根

式         1            122,950

内-2号

　　　木根等処分費

　　　

枝葉

式         1             82,950

内-3号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1          1,262,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1         10,303,000

純工事費

式         1        149,021,598

　現場管理費

　

式         1         37,374,000

工事原価

式         1        278,916,806
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

岡本地区他斜面対策工事 (当　初) 砂防･地すべり対策
斜面対策

　一般管理費等

　

式         1         35,603,194

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

工事価格

式         1        314,520,000

消費税相当額

式         1         31,452,000

工事費計

式         1        345,972,000
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

岡本地区他斜面対策工事（大石地区） (当　初) 砂防･地すべり対策
斜面対策

斜面対策

(大石地区)

式         1         64,757,358

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

　砂防土工

　

式         1             94,850

　　法面整形工

　　

式         1             94,850

　　　法面整形(切土部)

　　　

現場制約有 ﾚｷ質土､砂

及び砂質土､粘性土

m2        70            1,355            94,850

単-1号

　法面工

　

式         1         42,990,460

　　植生工

　　

式         1            156,940

　　　植生ﾏｯﾄ

　　　

植生ﾏｯﾄ工 500m2未満

m2        70            2,242           156,940

単-2号

　　ﾜｲﾔｰ連結工

　　

式         1          9,409,320

　　　ﾜｲﾔｰ連結

　　　

亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ

m2       886           10,620         9,409,320

単-3号

　　ｱﾝｶｰ工

　　

式         1         33,424,200

　　　鉄筋挿入

　　　

SD345 D19 L=3.5m/本 

 削孔径φ90 削孔長L=3

.35m/本 本       279          119,800        33,424,200

単-4号

　山腹工

　

式         1          5,244,330
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

岡本地区他斜面対策工事（大石地区） (当　初) 砂防･地すべり対策
斜面対策

　　作業土工

　　

式         1          1,249,970

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

　　　床掘り

　　　

土砂 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ

m3        40           27,620         1,104,800

単-5号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        30            4,839           145,170

単-6号

　　かご枠工

　　

式         1          3,994,360

　　　1号かご枠

　　　

B1000×H500

m        24           26,120           626,880

単-7号

　　　2号かご枠

　　　

B1000×H500

m        32           27,040           865,280

単-8号

　　　3号かご枠

　　　

B1000×H500

m        15           26,950           404,250

単-9号

　　　4号かご枠

　　　

B1000×H500

m        29           25,990           753,710

単-10号

　　　5号かご枠

　　　

B1000×H500

m        15           26,950           404,250

単-11号

　　　6号かご枠

　　　

B1000×H500

m        25           24,740           618,500

単-12号

　　　7号かご枠

　　　

B1000×H500

m        13           24,730           321,490

単-13号

　仮設工

　

式         1         16,427,718
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

岡本地区他斜面対策工事（大石地区） (当　初) 砂防･地すべり対策
斜面対策

　　土留･仮締切工

　　

式         1            423,300

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

　　　土のう

　　　

大型土のう撤去

袋        30           14,110           423,300

単-14号

　　防護施設工

　　

式         1            155,008

　　　仮囲い

　　　

設置･撤去 丸ﾊﾟｲﾌﾟ土

中形式 高さ 3ｍ

m        16            9,688           155,008

単-15号

　　ﾓﾉﾚｰﾙ運搬工

　　

式         1         15,789,010

　　　ﾓﾉﾚｰﾙ設置･撤去

　　　

1000kg積

m       320           20,580         6,585,600

単-16号

　　　ﾓﾉﾚｰﾙ賃料

　　　

1000kg積

m       320           26,120         8,358,400

単-17号

　　　ﾓﾉﾚｰﾙ運搬

　　　

1000kg積

t        68.7         12,300           845,010

単-18号

　　交通管理工

　　

式         1             60,400

　　　交通誘導警備員

　　　

人日         5           12,080            60,400

単-19号

直接工事費

式         1         64,757,358

共通仮設費

式         1          6,759,850
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

岡本地区他斜面対策工事（大石地区） (当　初) 砂防･地すべり対策
斜面対策

　共通仮設費

　

式         1            943,850

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

　　準備費

　　

式         1            251,850

　　　木根等処分費

　　　

幹

式         1             34,450

内-1号

　　　木根等処分費

　　　

根

式         1            122,950

内-2号

　　　木根等処分費

　　　

枝葉

式         1             94,450

内-3号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            692,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          5,816,000

純工事費

式         1         71,517,208

　現場管理費

　

式         1         21,004,000

工事原価

式         1         92,521,208
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数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
木根等処分費 2021.06

第  1号内訳書 2021.06

1.000-00-00-2-0

準備費（運搬費用積上げ分

）

式         1             34,450   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

        合  計

         34,450   

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
木根等処分費 2021.06

第  2号内訳書 2021.06

1.000-00-00-2-0

準備費（運搬費用積上げ分

）

式         1             22,950   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

準備費（処分費用積上げ分 100千円                                         

）                                                 

                                                式         1            100,000   

        合  計

        122,950   

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
木根等処分費 2021.06

第  3号内訳書 2021.06

1.000-00-00-2-0

準備費（運搬費用積上げ分

）

式         1             22,950   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

準備費（処分費用積上げ分 60千円                                          

）                                                 

                                                式         1             60,000   

        合  計

         82,950   
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数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
木根等処分費 2021.06

第  1号内訳書 2021.06

1.000-00-00-2-0

準備費（運搬費用積上げ分

）

式         1             34,450   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

        合  計

         34,450   
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数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
木根等処分費 2021.06

第  2号内訳書 2021.06

1.000-00-00-2-0

準備費（運搬費用積上げ分

）

式         1             22,950   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

準備費（処分費用積上げ分 100千円                                         

）                                                 

                                                式         1            100,000   

        合  計

        122,950   

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
木根等処分費 2021.06

第  3号内訳書 2021.06

1.000-00-00-2-0

準備費（運搬費用積上げ分

）

式         1             34,450   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

準備費（処分費用積上げ分 60千円                                          

）                                                 

                                                式         1             60,000   

        合  計

         94,450   

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－2号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            3,027   

土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む)     

有り 4.5km以下                                  

                                                 ｍ３         1            3,027             3,027   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－1号

掘削 土砂 現場制約あり

m3

        1            8,065   

掘削 土砂 現場制約あり 

 ｍ３         1            5,242             5,242   

人力積込 土砂                                            

                                                

                                                 ｍ３         1            2,823             2,823   

               計

          8,065   

               単価

        8,065   円／m3

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

               計

          3,027   

               単価

        3,027   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－3号

残土等処分

m3

        1            2,700   

残土等処分

 ｍ３         1            2,700             2,700   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

               計

          2,700   

               単価

        2,700   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－4号

吹付枠 500×500 枠間隔2.5m×2.5m 枠内植生基材吹付 5cm

m2

    1,435           32,980   

ラス張工［市場単価］ 1000m2以上(標準) 無 無                          

                                                

                                                 ｍ２     1,435            1,690         2,425,150   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

吹付枠工［市場単価］ 梁断面 500×500 500m以上(標準) 無               

                                                

                                                ｍ     1,115           33,200        37,018,000   

水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］

 ｍ３       117           52,300         6,119,100   

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

                                                

                                                 ｍ２         8            3,089            24,712   

機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 5cm                              

250m2以上500m2未満 無 無 有                     

                                                 ｍ２       408            4,250         1,734,000   

               計

     47,320,962   

               単価

       32,980   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－5号

ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)

組

      219           64,410   

ｱﾝｶｰ材  φ15.2×2 LA=10.0m 余長1.2m(付属品含む)

組        20           63,600         1,272,000   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

ｱﾝｶｰ材  φ15.2×2 LA=10.5m 余長1.2m(付属品含む)

組       152           64,300         9,773,600   

ｱﾝｶｰ材  φ15.2×2 LA=11.0m 余長1.2m(付属品含む)

組        47           65,100         3,059,700   

               計

     14,105,300   

               単価

       64,410   円／組

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－7号

削孔(ｱﾝｶｰ) 二重管方式 削孔径90㎜ 軟岩

m

        1           13,240   

削孔（アンカー） 有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 90mm 軟岩              

                                                

                                                ｍ         1           13,240            13,240   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－6号

削孔(ｱﾝｶｰ) 二重管方式 削孔径90㎜ ﾚｷ質土

m

        1           10,740   

削孔（アンカー） 有り(ｽｷｯﾄﾞ型) 二重管方式 90mm                   

ﾚｷ質土                                          

                                                ｍ         1           10,740            10,740   

               計

         10,740   

               単価

       10,740   円／m

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

               計

         13,240   

               単価

       13,240   円／m

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－9号

ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭

部処理(ｱﾝｶｰ)　

簡易防食 PC鋼線より線 設計荷重 400kN未満 削孔長1

0m超 本

        1           22,550   

アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処 簡易防食 PC鋼線より線 10mを超える               

f＜400kN 有り                                   

                                                本         1           22,550            22,550   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－8号

ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭

部処理(ｱﾝｶｰ)　

簡易防食 PC鋼線より線 設計荷重 400kN未満 削孔長1

0m以内 本

        1           21,420   

アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処 簡易防食 PC鋼線より線 10m以内                   

f＜400kN 有り                                   

                                                本         1           21,420            21,420   

               計

         21,420   

               単価

       21,420   円／本

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

               計

         22,550   

               単価

       22,550   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－11号

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設

回

        1           52,670   

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(ｱﾝｶｰ) 上下移動

回         1           52,670            52,670   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－10号

ｸﾞﾗｳﾄ注入

m3

        1           46,740   

グラウト注入（アンカー）

 ｍ３         1           46,740            46,740   

               計

         46,740   

               単価

       46,740   円／m3

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

               計

         52,670   

               単価

       52,670   円／回

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－12号

足場(ｱﾝｶｰ)

空m3

        1            4,665   

足場工(ｱﾝｶｰ) 設置･撤去

空ｍ３         1            4,665             4,665   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

               計

          4,665   

               単価

        4,665   円／空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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－13号

ﾜｲﾔｰ連結 亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ

m2

      400           10,620   

ﾈｯﾄ敷設工

 ｍ２       400            4,158         1,663,200   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ  SWRH62A φ7.8 520×520 亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ

個       800            3,130         2,504,000   

外周鋼より線  SWRH62A φ7.8 亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ

ｍ        84              526            44,184   

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ  SWRH62A φ2.8×5×690 亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ

本         8            1,260            10,080   

結合ｺｲﾙ  SWRH62A φ2.6×570 亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ

個        80              318            25,440   

               計

      4,246,904   

               単価

       10,620   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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－14号

鉄筋挿入  SD345 D19 L=3.0m/本 削孔径φ90 削孔長L=2.85m/本

本

       10          102,300   

削孔工  2.85m/本 無足場工法 φ90 二重管 ﾚｷ質土 H＜40m

ｍ        28.5         22,980           654,930   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

鋼材挿入工 SD345 D19 2.0m超3.0m以下 無足場工法 二重管削孔

本        10            2,581            25,810   

注入打設工 無足場工法 二重管削孔

 ｍ３         0.18       285,000            51,300   

頭部締付工 無足場工法

本        10            3,164            31,640   

支圧板設置工 無足場工法

本        10            3,177            31,770   

ｸﾞﾗｳﾄ材(鉄筋挿入工用) 鉄筋挿入用(混和材含む)

 ｍ３         0.25        20,010             5,002.5 

ﾈｼﾞ節異形棒鋼 SD345 D19 L=3.0m 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)

本        10            2,550            25,500   

ｼｰｽ管 D19用

個        10              838             8,380   

ｽﾍﾟｰｻｰ D19用

個        20              450             9,000   

支圧板ｾｯﾄ  上部φ200(HDZ40)　下部φ300(HDZ55)  t=9

組        10           14,400           144,000   

ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟ･球面ﾅｯﾄ(HDZ35)･頭部防錆材含む

組        10            3,520            35,200   

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－14号

鉄筋挿入  SD345 D19 L=3.0m/本 削孔径φ90 削孔長L=2.85m/本

本

       10          102,300   

               計

      1,022,532.5 

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

               単価

      102,300   円／本

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－16号

作業ヤード 単管足場

空m3

        1            6,032   

足場工 設置・撤去

空ｍ３         1            6,032             6,032   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－15号

木柵 H=0.5m 杭長1.5m

m

        1           30,280   

木柵設置工 H=0.5m 杭長1.5m

ｍ         1           30,280            30,280   

               計

         30,280   

               単価

       30,280   円／m

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

               計

          6,032   

               単価

        6,032   円／空m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－18号

ﾓﾉﾚｰﾙ設置･撤去 2000kg積

m

        1           27,970   

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ架設 2000kg積 設置距離50m超100m以下

ｍ         1           20,410            20,410   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－17号

仮囲い 設置･撤去 丸ﾊﾟｲﾌﾟ土中形式 高さ 3ｍ

m

        1            9,644   

仮囲い設置・撤去 設置･撤去 200日                                 

                                                

                                                ｍ         1            9,644             9,644   

               計

          9,644   

               単価

        9,644   円／m

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ撤去 2000kg積 撤去距離50m超100m以下

ｍ         1            7,560             7,560   

               計

         27,970   

               単価

       27,970   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－19号

ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 2000kg積

m

       92           60,730   

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ資材賃料･整備費 2000kg積 210日(7ヶ月以内)

ｍ        92           26,290         2,418,680   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ動力車賃料･整備費 2000kg積 180日(6ヶ月以内)

台         1        2,024,000         2,024,000   

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ土木箱台車賃料･整備費 2000kg積 180日(6ヶ月以内)

台         1        1,144,000         1,144,000   

               計

      5,586,680   

               単価

       60,730   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－21号

交通誘導警備員

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           12,080            12,080   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－20号

ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 2000kg積

t

        1            8,330   

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 2000kg積 設置距離50m超100m以下

ｔ         1            8,330             8,330   

               計

          8,330   

               単価

        8,330   円／t

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              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）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

吹付枠工［市場単価］ 梁断面 500×500 500m以上(標準) 無               

                                                

                                                

ｍ

      100           33,200   

吹付枠工（モルタル・コンクリート） 梁断面　５００×５００

ｍ       100           33,200         3,320,000   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ラス張工［市場単価］ 1000m2以上(標準) 無 無                          

                                                

                                                

 ｍ２

      100            1,690   

現場吹付法枠工　ラス張工  

 ｍ２       100            1,690           169,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        169,000   

               単価

        1,690   円／ｍ２

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

      3,320,000   

               単価

       33,200   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 5cm                              

250m2以上500m2未満 無 無 有                     

                                                

 ｍ２

        1            4,250   

法面工（植生基材吹付） 厚５ｃｍ

 ｍ２         1            4,250.4           4,250   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

水切モルタル・コンクリート加算額

［市場単価］  ｍ３

      100           52,300   

現場吹付法枠工　加算額 水切モルタル・コンクリート

 ｍ３       100           52,300         5,230,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

      5,230,000   

               単価

       52,300   円／ｍ３

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,250   

               単価

        4,250   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(ｱﾝｶｰ) 上下移動

回

       10           52,670   

土木一般世話役  

人         4.8         23,625           113,400   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

特殊作業員  

人         4.8         20,475            98,280   

普通作業員  

人         9.6         20,160           193,536   

諸雑費（率＋まるめ）

       30%

式         1            121,484   

               計

        526,700   

               単価

       52,670   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

足場工(ｱﾝｶｰ) 設置･撤去

空ｍ３

      100            4,665   

土木一般世話役  

人         3           23,625            70,875   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

とび工  

人         9           24,885           223,965   

普通作業員  

人         4.5         20,160            90,720   

諸雑費（率＋まるめ）

       21%

式         1             80,940   

               計

        466,500   

               単価

        4,665   円／空ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ﾈｯﾄ敷設工

 ｍ２

      100            4,158   

土木一般世話役  

人         3.5         23,625            82,687   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

法面工  

人         7           24,885           174,195   

普通作業員  

人         3.5         20,160            70,560   

諸雑費（率＋まるめ）

       27%

式         1             88,358   

               計

        415,800   

               単価

        4,158   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

削孔工  2.85m/本 無足場工法 φ90 二重管 ﾚｷ質土 H＜40m

ｍ

      100           22,980   

土木一般世話役  

人         8.16        23,625           192,780   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

法面工  

人        16.32        24,885           406,123   

特殊作業員  

人         6.4         20,475           131,040   

普通作業員  

人         8.16        20,160           164,505   

諸雑費（率＋まるめ）

       157%

式         1          1,403,552   

               計

      2,298,000   

               単価

       22,980   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

鋼材挿入工 SD345 D19 2.0m超3.0m以下 無足場工法 二重管削孔

本

      100            2,581   

土木一般世話役  

人         2.5         23,625            59,062   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

法面工  

人         5           24,885           124,425   

特殊作業員  

人         2.5         20,475            51,187   

普通作業員  

人         0           20,160                 0   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1             23,426   

               計

        258,100   

               単価

        2,581   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

注入打設工 無足場工法 二重管削孔

 ｍ３

        1          285,000   

土木一般世話役  

人         2           23,625            47,250   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

法面工  

人         2           24,885            49,770   

特殊作業員  

人         4           20,475            81,900   

普通作業員  

人         2           20,160            40,320   

諸雑費（率＋まるめ）

       30%

式         1             65,760   

               計

        285,000   

               単価

      285,000   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

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

頭部締付工 無足場工法

本

      100            3,164   

土木一般世話役  

人         3.3         23,625            77,962   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

法面工  

人         6.6         24,885           164,241   

普通作業員  

人         3.3         20,160            66,528   

諸雑費（率＋まるめ）

       2.5%

式         1              7,669   

               計

        316,400   

               単価

        3,164   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

支圧板設置工 無足場工法

本

      100            3,177   

土木一般世話役  

人         3.33        23,625            78,671   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

法面工  

人         6.66        24,885           165,734   

普通作業員  

人         3.33        20,160            67,132   

諸雑費（率＋まるめ）

       2%

式         1              6,163   

               計

        317,700   

               単価

        3,177   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ｸﾞﾗｳﾄ材(鉄筋挿入工用) 鉄筋挿入用(混和材含む)

 ｍ３

        1           20,010   

セメント 普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入

ｔ         1.23        15,800            19,434   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

混和材

L         1.97           290               571   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         20,010   

               単価

       20,010   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

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ﾈｼﾞ節異形棒鋼 SD345 D19 L=3.0m 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)

本

        1            2,550   

異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D19 SD345(めっき付き)

ｍ         3              850             2,550   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          2,550   

               単価

        2,550   円／本

              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

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟ･球面ﾅｯﾄ(HDZ35)･頭部防錆材含む

組

        1            3,520   

ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟ･球面ﾅｯﾄ(HDZ35)

組         1            3,060             3,060   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

頭部防錆材

ｋｇ         0.48           960               460   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          3,520   

               単価

        3,520   円／組

              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

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

木柵設置工 H=0.5m 杭長1.5m

ｍ

       10           30,280   

普通作業員  

人         4.8         20,160            96,768   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ擬木(木柵) 止杭(L=1.5m)･擬板･つなぎ板･ﾎﾞﾙﾄ含む

ｍ        10           20,600           206,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 32   

               計

        302,800   

               単価

       30,280   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

足場工 設置・撤去

空ｍ３

      100            6,032   

土木一般世話役  

人         3           23,625            70,875   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

とび工  

人        12           24,885           298,620   

普通作業員  

人         6           20,160           120,960   

諸雑費（率＋まるめ）

       23%

式         1            112,745   

               計

        603,200   

               単価

        6,032   円／空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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

仮囲い設置・撤去 設置･撤去 200日                                 

                                                

                                                

ｍ

       10            9,644   

土木一般世話役  

人         0.49        23,625            11,576   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

普通作業員  

人         2.449        20,160            49,371   

仮囲い仮設材損料 単管土中打込式　Ｈ＝３．０ｍ

供用日       200              147            29,400   

諸雑費（率＋まるめ）

        10%

式         1              6,093   

               計

         96,440   

               単価

        9,644   円／ｍ

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ架設 2000kg積 設置距離50m超100m以下

ｍ

      100           20,410   

土木一般世話役  

人        20           23,625           472,500   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

特殊作業員  

人        60           20,475         1,228,500   

諸雑費（率＋まるめ）

       20%

式         1            340,000   

               計

      2,041,000   

               単価

       20,410   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ撤去 2000kg積 撤去距離50m超100m以下

ｍ

      100            7,560   

土木一般世話役  

人         5           23,625           118,125   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

特殊作業員  

人        25           20,475           511,875   

諸雑費（率＋まるめ）

       20%

式         1            126,000   

               計

        756,000   

               単価

        7,560   円／ｍ

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ資材賃料･整備費 2000kg積 210日(7ヶ月以内)

ｍ

        1           26,290   

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 2t積/45°210日(7ヶ月以内)

ｍ         1           23,900            23,900   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 返納整備費

ｍ         1            2,390             2,390   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         26,290   

               単価

       26,290   円／ｍ

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ動力車賃料･整備費 2000kg積 180日(6ヶ月以内)

台

        1        2,024,000   

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 2t積/45°180日(6ヶ月以内)

台         1        1,840,000         1,840,000   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 返納整備費

台         1          184,000           184,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

      2,024,000   

               単価

    2,024,000   円／台

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ土木箱台車賃料･整備費 2000kg積 180日(6ヶ月以内)

台

        1        1,144,000   

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木箱台車 2t積/45°180日(6ヶ月以内)

台         1        1,040,000         1,040,000   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木箱台車 返納整備費

台         1          104,000           104,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

      1,144,000   

               単価

    1,144,000   円／台

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 2000kg積 設置距離50m超100m以下

ｔ

       10            8,330   

普通作業員  

人         4           20,160            80,640   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

ガソリン レギュラー

Ｌ        20              133             2,660   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         83,300   

               単価

        8,330   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 37 -



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）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

準備費（運搬費用積上げ分）

式

        1           34,450   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                   ｍ３         2.78        12,390            34,444   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,075            12,075   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         34,450   

               単価

       34,450   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

準備費（処分費用積上げ分） 100千円                                         

                                                

                                                

式

        1          100,000   

処分費  

式         1            100,000   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

準備費（運搬費用積上げ分）

式

        1           22,950   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                   ｍ３         2.78         8,254            22,946   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         22,950   

               単価

       22,950   円／式

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

               計

        100,000   

               単価

      100,000   円／式

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

準備費（処分費用積上げ分） 60千円                                          

                                                

                                                

式

        1           60,000   

処分費  

式         1             60,000   

[自）兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先　　　　　　]

               計

         60,000   

               単価

       60,000   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－2号

植生ﾏｯﾄ 植生ﾏｯﾄ工 500m2未満

m2

        1            2,242   

人力施工による植生工 植生ﾏｯﾄ工 500m2未満 無                          

                                                

                                                 ｍ２         1            2,242             2,242   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－1号

法面整形(切土部) 現場制約有 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

m2

        1            1,355   

法面整形 切土部 有り ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 

 ｍ２         1            1,355             1,355   

               計

          1,355   

               単価

        1,355   円／m2

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

               計

          2,242   

               単価

        2,242   円／m2

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－3号

ﾜｲﾔｰ連結 亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ

m2

      400           10,620   

ﾈｯﾄ敷設工

 ｍ２       400            4,158         1,663,200   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ  SWRH62A φ7.8 520×520 亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ

個       800            3,130         2,504,000   

外周鋼より線  SWRH62A φ7.8 亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ

ｍ        84              526            44,184   

巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ  SWRH62A φ2.8×5×690 亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ

本         8            1,260            10,080   

結合ｺｲﾙ  SWRH62A φ2.6×570 亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ

個        80              318            25,440   

               計

      4,246,904   

               単価

       10,620   円／m2

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－4号

鉄筋挿入  SD345 D19 L=3.5m/本 削孔径φ90 削孔長L=3.35m/本

本

       10          119,800   

削孔工  1.25m/本 無足場工法 φ90 二重管 ﾚｷ質土 H＜40m

ｍ        12.5         23,640           295,500   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

削孔工  2.1m/本 無足場工法 φ90 二重管 軟岩 H＜40m

ｍ        21           24,770           520,170   

鋼材挿入工 SD345 D19 3.0m超4.0m以下 無足場工法 二重管削孔

本        10            2,581            25,810   

注入打設工 無足場工法 二重管削孔

 ｍ３         0.21       285,000            59,850   

頭部締付工 無足場工法

本        10            3,164            31,640   

支圧板設置工 無足場工法

本        10            3,177            31,770   

ｸﾞﾗｳﾄ材(鉄筋挿入工用) 鉄筋挿入用(混和材含む)

 ｍ３         0.3         20,010             6,003   

ﾈｼﾞ節異形棒鋼 SD345 D19 L=3.5m 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)

本        10            2,975            29,750   

ｼｰｽ管 D19用

個        10              838             8,380   

ｽﾍﾟｰｻｰ D19用

個        20              450             9,000   

支圧板ｾｯﾄ  上部φ200(HDZ40)　下部φ300(HDZ55)  t=9

組        10           14,400           144,000   

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－4号

鉄筋挿入  SD345 D19 L=3.5m/本 削孔径φ90 削孔長L=3.35m/本

本

       10          119,800   

ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟ･球面ﾅｯﾄ(HDZ35)･頭部防錆材含む

組        10            3,520            35,200   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

               計

      1,197,073   

               単価

      119,800   円／本

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－6号

埋戻し 土砂

m3

        1            4,839   

埋戻し 現場制約あり 土砂 無し                          

                                                

                                                 ｍ３         1            4,839             4,839   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－5号

床掘り 土砂 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ

m3

        1           27,620   

床掘り 土砂 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ

 ｍ３         1           27,620            27,620   

               計

         27,620   

               単価

       27,620   円／m3

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

               計

          4,839   

               単価

        4,839   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 45 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－7号

1号かご枠 B1000×H500

m

       24           26,120   

かご枠設置 階段式 B1000×H500

ｍ        24           16,010           384,240   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

かご枠 高さ50cm 幅100cm　長さ200cm 亜鉛ﾒｯｷ

ｍ        24            6,070           145,680   

端部材(かご枠) 高さ50cm 幅100cm 亜鉛ﾒｯｷ

枚         6            3,480            20,880   

割栗石 150-200mm

 ｍ３         4           10,100            40,400   

吸出し防止シート （イ）

 ｍ２        28              540            15,120   

法面工（植生シート） 肥料袋無（標準品）

 ｍ２        29              705            20,445   

               計

        626,765   

               単価

       26,120   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 46 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－8号

2号かご枠 B1000×H500

m

       32           27,040   

かご枠設置 階段式 B1000×H500

ｍ        32           16,010           512,320   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

かご枠 高さ50cm 幅100cm　長さ200cm 亜鉛ﾒｯｷ

ｍ        32            6,070           194,240   

端部材(かご枠) 高さ50cm 幅100cm 亜鉛ﾒｯｷ

枚         6            3,480            20,880   

割栗石 150-200mm

 ｍ３         9           10,100            90,900   

吸出し防止シート （イ）

 ｍ２        37              540            19,980   

法面工（植生シート） 肥料袋無（標準品）

 ｍ２        38              705            26,790   

               計

        865,110   

               単価

       27,040   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－9号

3号かご枠 B1000×H500

m

       15           26,950   

かご枠設置 階段式 B1000×H500

ｍ        15           16,010           240,150   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

かご枠 高さ50cm 幅100cm　長さ200cm 亜鉛ﾒｯｷ

ｍ        15            6,070            91,050   

端部材(かご枠) 高さ50cm 幅100cm 亜鉛ﾒｯｷ

枚         6            3,480            20,880   

割栗石 150-200mm

 ｍ３         3           10,100            30,300   

吸出し防止シート （イ）

 ｍ２        17              540             9,180   

法面工（植生シート） 肥料袋無（標準品）

 ｍ２        18              705            12,690   

               計

        404,250   

               単価

       26,950   円／m

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－10号

4号かご枠 B1000×H500

m

       29           25,990   

かご枠設置 階段式 B1000×H500

ｍ        29           16,010           464,290   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

かご枠 高さ50cm 幅100cm　長さ200cm 亜鉛ﾒｯｷ

ｍ        29            6,070           176,030   

端部材(かご枠) 高さ50cm 幅100cm 亜鉛ﾒｯｷ

枚         6            3,480            20,880   

割栗石 150-200mm

 ｍ３         5           10,100            50,500   

吸出し防止シート （イ）

 ｍ２        33              540            17,820   

法面工（植生シート） 肥料袋無（標準品）

 ｍ２        34              705            23,970   

               計

        753,490   

               単価

       25,990   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－11号

5号かご枠 B1000×H500

m

       15           26,950   

かご枠設置 階段式 B1000×H500

ｍ        15           16,010           240,150   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

かご枠 高さ50cm 幅100cm　長さ200cm 亜鉛ﾒｯｷ

ｍ        15            6,070            91,050   

端部材(かご枠) 高さ50cm 幅100cm 亜鉛ﾒｯｷ

枚         6            3,480            20,880   

割栗石 150-200mm

 ｍ３         3           10,100            30,300   

吸出し防止シート （イ）

 ｍ２        17              540             9,180   

法面工（植生シート） 肥料袋無（標準品）

 ｍ２        18              705            12,690   

               計

        404,250   

               単価

       26,950   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－12号

6号かご枠 B1000×H500

m

       25           24,740   

かご枠設置 階段式 B1000×H500

ｍ        25           16,010           400,250   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

かご枠 高さ50cm 幅100cm　長さ200cm 亜鉛ﾒｯｷ

ｍ        25            6,070           151,750   

端部材(かご枠) 高さ50cm 幅100cm 亜鉛ﾒｯｷ

枚         8            3,480            27,840   

吸出し防止シート （イ）

 ｍ２        32              540            17,280   

法面工（植生シート） 肥料袋無（標準品）

 ｍ２        30              705            21,150   

               計

        618,270   

               単価

       24,740   円／m

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－13号

7号かご枠 B1000×H500

m

       13           24,730   

かご枠設置 階段式 B1000×H500

ｍ        13           16,010           208,130   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

かご枠 高さ50cm 幅100cm　長さ200cm 亜鉛ﾒｯｷ

ｍ        13            6,070            78,910   

端部材(かご枠) 高さ50cm 幅100cm 亜鉛ﾒｯｷ

枚         4            3,480            13,920   

吸出し防止シート （イ）

 ｍ２        17              540             9,180   

法面工（植生シート） 肥料袋無（標準品）

 ｍ２        16              705            11,280   

               計

        321,420   

               単価

       24,730   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－15号

仮囲い 設置･撤去 丸ﾊﾟｲﾌﾟ土中形式 高さ 3ｍ

m

        1            9,688   

仮囲い設置・撤去 設置･撤去 203日                                 

                                                

                                                ｍ         1            9,688             9,688   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－14号

土のう 大型土のう撤去

袋

        1           14,110   

大型土のう撤去 存置物

袋         1           14,110            14,110   

               計

         14,110   

               単価

       14,110   円／袋

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

               計

          9,688   

               単価

        9,688   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－16号

ﾓﾉﾚｰﾙ設置･撤去 1000kg積

m

        1           20,580   

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ架設 1000kg積 設置距離100m超500m以下

ｍ         1           14,450            14,450   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ撤去 1000kg積 撤去距離100m超500m以下

ｍ         1            6,123             6,123   

               計

         20,573   

               単価

       20,580   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 54 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－17号

ﾓﾉﾚｰﾙ賃料 1000kg積

m

      320           26,120   

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ資材賃料･整備費 1000kg積 210日(7ヶ月以内)

ｍ       320           20,020         6,406,400   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ動力車賃料･整備費 1000kg積 150日(5ヶ月以内)

台         1        1,342,000         1,342,000   

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ土木箱台車賃料･整備費 1000kg積 150日(5ヶ月以内)

台         1          609,400           609,400   

               計

      8,357,800   

               単価

       26,120   円／m

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－19号

交通誘導警備員

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           12,080            12,080   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－18号

ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 1000kg積

t

        1           12,300   

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 1000kg積 設置距離100m超500m以下

ｔ         1           12,300            12,300   

               計

         12,300   

               単価

       12,300   円／t

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

人力施工による植生工 植生ﾏｯﾄ工 500m2未満 無                          

                                                

                                                

 ｍ２

        1            2,242   

法面工（植生マット） 肥料袋付

 ｍ２         1            2,242.5           2,242   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          2,242   

               単価

        2,242   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ﾈｯﾄ敷設工

 ｍ２

      100            4,158   

土木一般世話役  

人         3.5         23,625            82,687   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

法面工  

人         7           24,885           174,195   

普通作業員  

人         3.5         20,160            70,560   

諸雑費（率＋まるめ）

       27%

式         1             88,358   

               計

        415,800   

               単価

        4,158   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

削孔工  1.25m/本 無足場工法 φ90 二重管 ﾚｷ質土 H＜40m

ｍ

      100           23,640   

土木一般世話役  

人         7.89        23,625           186,401   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

法面工  

人        15.78        24,885           392,685   

特殊作業員  

人         6.4         20,475           131,040   

普通作業員  

人         7.89        20,160           159,062   

諸雑費（率＋まるめ）

       172%

式         1          1,494,812   

               計

      2,364,000   

               単価

       23,640   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 59 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

削孔工  2.1m/本 無足場工法 φ90 二重管 軟岩 H＜40m

ｍ

      100           24,770   

土木一般世話役  

人         7.89        23,625           186,401   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

法面工  

人        15.78        24,885           392,685   

特殊作業員  

人         6.4         20,475           131,040   

普通作業員  

人         7.89        20,160           159,062   

諸雑費（率＋まるめ）

       185%

式         1          1,607,812   

               計

      2,477,000   

               単価

       24,770   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 60 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

鋼材挿入工 SD345 D19 3.0m超4.0m以下 無足場工法 二重管削孔

本

      100            2,581   

土木一般世話役  

人         2.5         23,625            59,062   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

法面工  

人         5           24,885           124,425   

特殊作業員  

人         2.5         20,475            51,187   

普通作業員  

人         0           20,160                 0   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1             23,426   

               計

        258,100   

               単価

        2,581   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 61 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

注入打設工 無足場工法 二重管削孔

 ｍ３

        1          285,000   

土木一般世話役  

人         2           23,625            47,250   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

法面工  

人         2           24,885            49,770   

特殊作業員  

人         4           20,475            81,900   

普通作業員  

人         2           20,160            40,320   

諸雑費（率＋まるめ）

       30%

式         1             65,760   

               計

        285,000   

               単価

      285,000   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 62 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

頭部締付工 無足場工法

本

      100            3,164   

土木一般世話役  

人         3.3         23,625            77,962   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

法面工  

人         6.6         24,885           164,241   

普通作業員  

人         3.3         20,160            66,528   

諸雑費（率＋まるめ）

       2.5%

式         1              7,669   

               計

        316,400   

               単価

        3,164   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

支圧板設置工 無足場工法

本

      100            3,177   

土木一般世話役  

人         3.33        23,625            78,671   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

法面工  

人         6.66        24,885           165,734   

普通作業員  

人         3.33        20,160            67,132   

諸雑費（率＋まるめ）

       2%

式         1              6,163   

               計

        317,700   

               単価

        3,177   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 64 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ｸﾞﾗｳﾄ材(鉄筋挿入工用) 鉄筋挿入用(混和材含む)

 ｍ３

        1           20,010   

セメント 普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入

ｔ         1.23        15,800            19,434   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

混和材

L         1.97           290               571   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         20,010   

               単価

       20,010   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

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ﾈｼﾞ節異形棒鋼 SD345 D19 L=3.5m 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)

本

        1            2,975   

異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D19 SD345(めっき付き)

ｍ         3.5            850             2,975   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          2,975   

               単価

        2,975   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 66 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟ･球面ﾅｯﾄ(HDZ35)･頭部防錆材含む

組

        1            3,520   

ｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟ･球面ﾅｯﾄ(HDZ35)

組         1            3,060             3,060   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

頭部防錆材

ｋｇ         0.48           960               460   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          3,520   

               単価

        3,520   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

床掘り 土砂 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ

 ｍ３

       10           27,620   

普通作業員  

人         5           20,160           100,800   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 山積0.066m3

日         5           31,050           155,250   

諸雑費（率＋まるめ）

       20%

式         1             20,150   

               計

        276,200   

               単価

       27,620   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 68 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

かご枠設置 階段式 B1000×H500

ｍ

       10           16,010   

土木一般世話役  

人         0.8         23,625            18,900   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

特殊作業員  

人         0.8         20,475            16,380   

普通作業員  

人         2.4         20,160            48,384   

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 山積0.066m3

日         2           31,990            63,980   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1             12,456   

               計

        160,100   

               単価

       16,010   円／ｍ

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

かご枠設置 階段式 B1000×H500

ｍ

       10           16,010   

土木一般世話役  

人         0.8         23,625            18,900   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

特殊作業員  

人         0.8         20,475            16,380   

普通作業員  

人         2.4         20,160            48,384   

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 山積0.066m3

日         2           31,990            63,980   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1             12,456   

               計

        160,100   

               単価

       16,010   円／ｍ

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

かご枠設置 階段式 B1000×H500

ｍ

       10           16,010   

土木一般世話役  

人         0.8         23,625            18,900   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

特殊作業員  

人         0.8         20,475            16,380   

普通作業員  

人         2.4         20,160            48,384   

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 山積0.066m3

日         2           31,990            63,980   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1             12,456   

               計

        160,100   

               単価

       16,010   円／ｍ

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

かご枠設置 階段式 B1000×H500

ｍ

       10           16,010   

土木一般世話役  

人         0.8         23,625            18,900   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

特殊作業員  

人         0.8         20,475            16,380   

普通作業員  

人         2.4         20,160            48,384   

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 山積0.066m3

日         2           31,990            63,980   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1             12,456   

               計

        160,100   

               単価

       16,010   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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

かご枠設置 階段式 B1000×H500

ｍ

       10           16,010   

土木一般世話役  

人         0.8         23,625            18,900   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

特殊作業員  

人         0.8         20,475            16,380   

普通作業員  

人         2.4         20,160            48,384   

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 山積0.066m3

日         2           31,990            63,980   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1             12,456   

               計

        160,100   

               単価

       16,010   円／ｍ

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

かご枠設置 階段式 B1000×H500

ｍ

       10           16,010   

土木一般世話役  

人         0.8         23,625            18,900   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

特殊作業員  

人         0.8         20,475            16,380   

普通作業員  

人         2.4         20,160            48,384   

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 山積0.066m3

日         2           31,990            63,980   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1             12,456   

               計

        160,100   

               単価

       16,010   円／ｍ

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

大型土のう撤去 存置物

袋

       10           14,110   

土木一般世話役  

人         1.5         23,625            35,437   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

特殊作業員  

人         3           20,475            61,425   

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 山積0.066m3

日         1.5         29,460            44,190   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 48   

               計

        141,100   

               単価

       14,110   円／袋

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

仮囲い設置・撤去 設置･撤去 203日                                 

                                                

                                                

ｍ

       10            9,688   

土木一般世話役  

人         0.49        23,625            11,576   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

普通作業員  

人         2.449        20,160            49,371   

仮囲い仮設材損料 単管土中打込式　Ｈ＝３．０ｍ

供用日       203              147            29,841   

諸雑費（率＋まるめ）

        10%

式         1              6,092   

               計

         96,880   

               単価

        9,688   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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ架設 1000kg積 設置距離100m超500m以下

ｍ

      100           14,450   

土木一般世話役  

人        12           23,625           283,500   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

特殊作業員  

人        45           20,475           921,375   

諸雑費（率＋まるめ）

       20%

式         1            240,125   

               計

      1,445,000   

               単価

       14,450   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 77 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ撤去 1000kg積 撤去距離100m超500m以下

ｍ

      100            6,123   

土木一般世話役  

人         6           23,625           141,750   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

特殊作業員  

人        18           20,475           368,550   

諸雑費（率＋まるめ）

       20%

式         1            102,000   

               計

        612,300   

               単価

        6,123   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 78 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ資材賃料･整備費 1000kg積 210日(7ヶ月以内)

ｍ

        1           20,020   

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 1t積/45°210日(7ヶ月以内)

ｍ         1           18,200            18,200   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 ﾚｰﾙ資材 返納整備費

ｍ         1            1,820             1,820   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         20,020   

               単価

       20,020   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 79 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ動力車賃料･整備費 1000kg積 150日(5ヶ月以内)

台

        1        1,342,000   

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 1t積/45°150日(5ヶ月以内)

台         1        1,220,000         1,220,000   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 動力車 返納整備費

台         1          122,000           122,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

      1,342,000   

               単価

    1,342,000   円／台

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ土木箱台車賃料･整備費 1000kg積 150日(5ヶ月以内)

台

        1          609,400   

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木箱台車 1t積/45°150日(5ヶ月以内)

台         1          554,000           554,000   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ賃貸料金 土木箱台車 返納整備費

台         1           55,400            55,400   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        609,400   

               単価

      609,400   円／台

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

工事用ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 1000kg積 設置距離100m超500m以下

ｔ

       10           12,300   

普通作業員  

人         6           20,160           120,960   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

ガソリン レギュラー

Ｌ        15              133             1,995   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 45   

               計

        123,000   

               単価

       12,300   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 82 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

準備費（運搬費用積上げ分）

式

        1           34,450   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                   ｍ３         2.78        12,390            34,444   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,075            12,075   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         34,450   

               単価

       34,450   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 83 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

準備費（処分費用積上げ分） 100千円                                         

                                                

                                                

式

        1          100,000   

処分費  

式         1            100,000   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

準備費（運搬費用積上げ分）

式

        1           22,950   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                   ｍ３         2.78         8,254            22,946   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         22,950   

               単価

       22,950   円／式

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

               計

        100,000   

               単価

      100,000   円／式

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

準備費（処分費用積上げ分） 60千円                                          

                                                

                                                

式

        1           60,000   

処分費  

式         1             60,000   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

               計

         60,000   

               単価

       60,000   円／式

              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（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 山積0.066m3

日

        1           31,050   

運転手（特殊）  

人         1           21,525            21,525   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 山積0.066m3

供用日         1.8          4,510             8,118   

軽油  １．２号

Ｌ        12              117             1,404   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         31,050   

               単価

       31,050   円／日

              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（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 山積0.066m3

日

        1           31,990   

運転手（特殊）  

人         1           21,525            21,525   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 山積0.066m3

供用日         1.8          4,510             8,118   

軽油  １．２号

Ｌ        20              117             2,340   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         31,990   

               単価

       31,990   円／日

              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（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 山積0.066m3

日

        1           29,460   

運転手（特殊）  

人         1           21,525            21,525   

[兵庫県神戸市灘区篠原地先                        ]

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料 排出ｶﾞｽ対策型(2次) 山積0.066m3

供用日         1.5          4,510             6,765   

軽油  １．２号

Ｌ        10              117             1,170   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         29,460   

               単価

       29,460   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 88 -


