
令和３年９月６日契約日（令和３年９月２１日単価合意日） 

 
 

国営飛鳥歴史公園案内サイン改修他工事 

【工事設計書（公表資料）】 
 

国営飛鳥歴史公園事務所 

 

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



工事地名

３．予算科目

２．工事内容

工事名

4)  事業名：3)  目の細分：2)  目：1)  予算科目：

１．工事名

国営飛鳥歴史公園案内サイン改修他工事

鏡

奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴史公園事務所

管内)

　１）　発注年月　　　　　令和 3年 8月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　３）　工事番号　　　　　8921010002　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　公園工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　一式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  175日間 　　　　自　　　令和 3年 9月 7日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 4年 2月28日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　奈良県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　生駒市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 3年 6月　　　　　　　　　　　　　　　

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

１４）　単価適用年月　　　　　　　2021年 8月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2021年 8月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　         61,100 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年 6月11日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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

単価

設計内訳書

国営飛鳥歴史公園案内サイン改修他工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
基盤整備

基盤整備

式         1             28,758

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

　敷地造成工

　

式         1             28,758

　　残土処理工

　　

式         1             28,758

　　　整地

　　　

狭小幅員(幅2.5m以上4

.0m未満)

m3        20              304.9           6,098

単-1号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂 小規模 積込BH0.

28m3 平均片道運搬距

離1.9km(DID無) m3        20            1,133            22,660

単-2号

施設整備

式         1         11,540,856

　園路広場整備工

　

式         1             85,614

　　土系舗装工

　　

式         1             83,370

　　　土舗装

　　　

真砂土舗装(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲ

ﾌﾟ) t=100

m2         3           27,790            83,370

単-3号

　　石材系舗装工

　　

式         1              2,244

　　　砕石舗装

　　　

砕石敷き t=40～190

m3         0.4          5,611             2,244

単-4号

　ｻｰﾋﾞｽ施設整備工

　

式         1         10,931,024
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国営飛鳥歴史公園案内サイン改修他工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
基盤整備

　　作業土工

　　

式         1            117,024

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

　　　床掘り

　　　

土砂 小規模

m3        20            1,895            37,900

単-5号

　　　床掘り

　　　

土砂 人力

m3         1            8,424             8,424

単-6号

　　　埋戻し

　　　

土砂 小規模

m3        20            3,320            66,400

単-7号

　　　埋戻し

　　　

土砂 人力

m3         0.7          6,143             4,300

単-8号

　　ｻｲﾝ施設工

　　

式         1         10,814,000

　　　ｻｲﾝ

　　　

広域ｻｲﾝJ H=2400 W=13

50

基         1        1,464,000         1,464,000

単-9号

　　　ｻｲﾝ

　　　

誘導ｻｲﾝMP H=1600 W=5

20

基         9          550,600         4,955,400

単-10号

　　　ｻｲﾝ

　　　

誘導ｻｲﾝMal-c H=1600 

W=520

基         1          552,400           552,400

単-11号

　　　ｻｲﾝ

　　　

誘導ｻｲﾝMm-c H=1600 W

=520

基         1          550,600           550,600

単-12号

　　　ｻｲﾝ

　　　

誘導ｻｲﾝMp-p H=1600 W

=520 人力施工

基         1          550,600           550,600

単-13号

　　　ｻｲﾝ

　　　

誘導ｻｲﾝMw H=1600 W=5

20

基         4          548,200         2,192,800

単-14号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国営飛鳥歴史公園案内サイン改修他工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
基盤整備

　　　ｻｲﾝ

　　　

誘導ｻｲﾝMw-p H=1600 W

=520 人力施工

基         1          548,200           548,200

単-15号

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

　構造物撤去工

　

式         1            161,396

　　構造物取壊し工

　　

式         1              8,268

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m         6              548.7           3,292

単-16号

　　　舗装版破砕

　　　

自然色ｱｽﾌｧﾙﾄ-1撤去

m2         2            2,488             4,976

単-17号

　　運搬処理工

　　

式         1            153,128

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 平均

片道運搬距離8.2km(DI

D有) m3        13            6,585            85,605

単-18号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        13            4,700            61,100

単-19号

　　　現場発生品運搬

　　　

鋼材等 片道平均運搬

距離2.0km

回         3            2,141             6,423

単-20号

　公園施設等撤去･移設工

　

式         1            362,822

　　作業土工

　　

式         1            212,958

　　　床掘り

　　　

土砂 小規模

m3        40            1,895            75,800

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

国営飛鳥歴史公園案内サイン改修他工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
基盤整備

　　　床掘り

　　　

土砂 人力

m3         3            8,424            25,272

単-22号

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

　　　埋戻し

　　　

土砂 小規模

m3        30            3,320            99,600

単-23号

　　　埋戻し

　　　

土砂 人力

m3         2            6,143            12,286

単-24号

　　公園施設撤去工

　　

式         1            149,864

　　　公園施設撤去

　　　

地区ｻｲﾝ撤去 H=1700 W

=1166

箇所        12            6,503            78,036

単-25号

　　　公園施設撤去

　　　

案内ｻｲﾝM撤去 H=1700 

W=766

箇所         4            5,394            21,576

単-26号

　　　公園施設撤去

　　　

案内ｻｲﾝM-p撤去 H=170

0 W=766 人力施工

箇所         2           10,690            21,380

単-27号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS1撤去 H=1500

 盤面枚数1枚

箇所         3            2,258             6,774

単-28号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS2撤去 H=1500

 盤面枚数2枚

箇所         5            2,258            11,290

単-29号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS2(-1)撤去 H=

1500 盤面枚数2枚の内

1枚 箇所         2              419.6             839

単-30号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS3撤去 H=1500

 盤面枚数3枚

箇所         1            2,258             2,258

単-31号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS3(-1)撤去 H=

1500 盤面枚数3枚の内

1枚 箇所         1              419.6             419

単-32号

              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

国営飛鳥歴史公園案内サイン改修他工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
基盤整備

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS3(-2)撤去 H=

1500 盤面枚数3枚の内

2枚 箇所         1              839.1             839

単-33号

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS4(-1)撤去 H=

1500 盤面枚数4枚の内

1枚 箇所         1              419.6             419

単-34号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS4(-2)撤去 H=

1500 盤面枚数4枚の内

2枚 箇所         3              839.1           2,517

単-35号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS4(-3)撤去 H=

1500 盤面枚数4枚の内

3枚 箇所         1            1,259             1,259

単-36号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS6撤去 H=1500

 盤面枚数6枚

箇所         1            2,258             2,258

単-37号

直接工事費

式         1         11,569,614

共通仮設費

式         1          1,394,000

　共通仮設費

　

式         1            174,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            174,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          1,220,000

純工事費

式         1         12,963,614

　現場管理費

　

式         1          5,374,000
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国営飛鳥歴史公園案内サイン改修他工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
基盤整備

工事原価

式         1         20,947,848

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

　一般管理費等

　

式         1          3,992,152

工事価格

式         1         24,940,000

消費税相当額

式         1          2,494,000

工事費計

式         1         27,434,000
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国営飛鳥歴史公園案内サイン改修他工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
施設整備

施設整備

式         1            945,531

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

　ｻｰﾋﾞｽ施設整備工

　

式         1            639,570

　　作業土工

　　

式         1             17,540

　　　床掘り

　　　

土砂 小規模

m3         4            1,895             7,580

単-1号

　　　埋戻し

　　　

土砂 小規模

m3         3            3,320             9,960

単-2号

　　ｻｲﾝ施設工

　　

式         1            622,030

　　　ｻｲﾝ

　　　

地区ｻｲﾝP H=2000 W=10

20 (支給品)

基         1           71,130            71,130

単-3号

　　　ｻｲﾝ

　　　

誘導ｻｲﾝMP H=1600 W=5

20

基         1          550,900           550,900

単-4号

　公園施設等撤去･移設工

　

式         1            305,961

　　作業土工

　　

式         1            160,808

　　　床掘り

　　　

土砂 小規模

m3        30            1,895            56,850

単-5号

　　　床掘り

　　　

土砂 人力

m3         3            8,424            25,272

単-6号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国営飛鳥歴史公園案内サイン改修他工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
施設整備

　　　埋戻し

　　　

土砂 小規模

m3        20            3,320            66,400

単-7号

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

　　　埋戻し

　　　

土砂 人力

m3         2            6,143            12,286

単-8号

　　公園施設撤去工

　　

式         1            145,153

　　　公園施設撤去

　　　

地区ｻｲﾝ撤去 H=1700 W

=1166

箇所         4            6,503            26,012

単-9号

　　　公園施設撤去

　　　

地区ｻｲﾝ-p撤去 H=1700

 W=1166 人力施工

箇所         5           11,790            58,950

単-10号

　　　公園施設撤去

　　　

案内ｻｲﾝM撤去 H=1700 

W=766

箇所         3            5,376            16,128

単-11号

　　　公園施設撤去

　　　

案内ｻｲﾝM-p撤去 H=170

0 W=766 人力施工

箇所         2           10,690            21,380

単-12号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS0-p撤去 H=15

00 盤面枚数0枚 人力

施工 箇所         1            3,152             3,152

単-13号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS1-p撤去 H=15

00 盤面枚数1枚 人力

施工 箇所         1            3,152             3,152

単-14号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS2撤去 H=1500

 盤面枚数2枚

箇所         2            2,258             4,516

単-15号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS2(-1)撤去 H=

1500 盤面枚数2枚の内

1枚 箇所         2              419.6             839

単-16号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS3(-2)撤去 H=

1500 盤面枚数3枚の内

2枚 箇所         3              839.1           2,517

単-17号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国営飛鳥歴史公園案内サイン改修他工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
施設整備

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS4撤去 H=1500

 盤面枚数4枚

箇所         1            2,258             2,258

単-18号

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS4-p撤去 H=15

00 盤面枚数4枚 人力

施工 箇所         1            3,152             3,152

単-19号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS4(-2)撤去 H=

1500 盤面枚数4枚の内

2枚 箇所         1              839.1             839

単-20号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS5撤去 H=1500

 盤面枚数5枚

箇所         1            2,258             2,258

単-21号

直接工事費

式         1            945,531

共通仮設費

式         1            271,000

　共通仮設費

　

式         1             43,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1             43,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1            228,000

純工事費

式         1          1,216,531

　現場管理費

　

式         1          1,042,000

工事原価

式         1          2,258,531
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国営飛鳥歴史公園案内サイン改修他工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
施設整備

施設整備

式         1            212,703

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

　園路広場整備工

　

式         1              3,056

　　石材系舗装工

　　

式         1              3,056

　　　割板石張舗装

　　　

乱形石石張舗装-1 丹

波石(乱形石)  撤去材

再利用 m2         0.2         15,280             3,056

単-1号

　構造物撤去工

　

式         1              2,698

　　構造物取壊し工

　　

式         1              2,698

　　　舗装版撤去

　　　

乱形石張舗装-1撤去

m2         0.2         13,490             2,698

単-2号

　公園施設等撤去･移設工

　

式         1            206,949

　　作業土工

　　

式         1            104,300

　　　床掘り

　　　

土砂 小規模

m3        20            1,895            37,900

単-3号

　　　埋戻し

　　　

土砂 小規模

m3        20            3,320            66,400

単-4号

　　公園施設撤去工

　　

式         1            102,649

              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

国営飛鳥歴史公園案内サイン改修他工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
施設整備

　　　公園施設撤去

　　　

地区ｻｲﾝ撤去 H=1700 W

=1166

箇所         4            6,503            26,012

単-5号

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

　　　公園施設撤去

　　　

案内ｻｲﾝM撤去 H=1700 

W=766

箇所         7            5,376            37,632

単-6号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS1撤去 H=1500

 盤面枚数1枚

箇所         2            2,258             4,516

単-7号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS2撤去 H=1500

 盤面枚数2枚

箇所         6            2,258            13,548

単-8号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS2(-1)撤去 H=

1500 盤面枚数2枚の内

1枚 箇所         2              419.6             839

単-9号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS3撤去 H=1500

 盤面枚数3枚

箇所         5            2,258            11,290

単-10号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS3(-2)撤去 H=

1500 盤面枚数3枚の内

2枚 箇所         5              839.1           4,195

単-11号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS4(-3)撤去 H=

1500 盤面枚数4枚の内

3枚 箇所         1            1,259             1,259

単-12号

　　　公園施設撤去

　　　

誘導ｻｲﾝS6(-4)撤去 H=

1500 盤面枚数6枚の内

4枚 箇所         2            1,679             3,358

単-13号

直接工事費

式         1            212,703

共通仮設費

式         1             30,000

　共通仮設費

　

式         1              7,000

              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

国営飛鳥歴史公園案内サイン改修他工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
施設整備

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1              7,000

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

　共通仮設費（率計上）

　

式         1             23,000

純工事費

式         1            242,703

　現場管理費

　

式         1            109,000

工事原価

式         1            351,703

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

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

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

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

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

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

              国土交通省　近畿地方整備局- 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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－2号

土砂等運搬 土砂 小規模 積込BH0.28m3 平均片道運搬距離1.9km(D

ID無) m3

       20            1,133   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.5km以下         ｍ３        20            1,133            22,660   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－1号

整地 狭小幅員(幅2.5m以上4.0m未満)

m3

       20              304.9 

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)                                    

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

                                                 ｍ３        20              304.9           6,098   

               計

          6,098   

               単価

          304.9 円／m3

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

         22,660   

               単価

        1,133   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－4号

砕石舗装 砕石敷き t=40～190

m3

        1            5,611   

フィルター材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用                    

                                                

                                                 ｍ３         1            5,611             5,611   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－3号

土舗装 真砂土舗装(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ) t=100

m2

        1           27,790   

下層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30                      

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              902.6             902.6 

真砂土舗装(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ) t=100

m2         1           26,880            26,880   

               計

         27,782.6 

               単価

       27,790   円／m2

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

          5,611   

               単価

        5,611   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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－6号

床掘り 土砂 人力

m3

        1            8,424   

床掘り 土砂 現場制約あり                               

                                                

                                                 ｍ３         1            8,424             8,424   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－5号

床掘り 土砂 小規模

m3

       20            1,895   

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

                                                

                                                 ｍ３        20            1,895            37,900   

               計

         37,900   

               単価

        1,895   円／m3

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

          8,424   

               単価

        8,424   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－8号

埋戻し 土砂 人力

m3

        0.7          6,143   

埋戻し 現場制約あり 土砂 有り                          

                                                

                                                 ｍ３         0.7          6,143             4,300.1 

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－7号

埋戻し 土砂 小規模

m3

       20            3,320   

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

                                                

                                                 ｍ３        20            3,320            66,400   

               計

         66,400   

               単価

        3,320   円／m3

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

          4,300.1 

               単価

        6,143   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－9号

ｻｲﾝ 広域ｻｲﾝJ H=2400 W=1350

基

       10        1,464,000   

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下                          

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

                                                 ｍ２        22            1,218            26,796   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２        21.6          8,595           185,652   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設                        

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

全ての費用                                       ｍ３         6.48        28,680           185,846.4 

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.446       153,100            68,282.6 

ｻｲﾝ設置 広域ｻｲﾝ(ｱﾙﾐ製 W=1350 H=2400以下)

基        10           37,160           371,600   

広域ｻｲﾝ ｱﾙﾐ製 W=1350 H=2400 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む

基        10        1,380,000        13,800,000   

               計

     14,638,177   

               単価

    1,464,000   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－10号

ｻｲﾝ 誘導ｻｲﾝMP H=1600 W=520

基

       10          550,600   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         4.675         1,119             5,231.32

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         9.6          7,728            74,188.8 

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.35        32,870            44,374.5 

ｻｲﾝ設置 誘導ｻｲﾝM(ｱﾙﾐ製 W=520 H=1600以下)

基        10           37,160           371,600   

誘導ｻｲﾝM ｱﾙﾐ製 W=520 H=1600

基        10          501,000         5,010,000   

               計

      5,505,394.62

               単価

      550,600   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－11号

ｻｲﾝ 誘導ｻｲﾝMal-c H=1600 W=520

基

       10          552,400   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         4.675         1,119             5,231.32

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        11.04         7,728            85,317.12

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.553        32,870            51,047.11

ｻｲﾝ設置 誘導ｻｲﾝM(ｱﾙﾐ製 W=520 H=1600以下)

基        10           37,160           371,600   

誘導ｻｲﾝM ｱﾙﾐ製 W=520 H=1600

基        10          501,000         5,010,000   

               計

      5,523,195.55

               単価

      552,400   円／基

              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 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－12号

ｻｲﾝ 誘導ｻｲﾝMm-c H=1600 W=520

基

       10          550,600   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         4.675         1,119             5,231.32

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         9.6          7,728            74,188.8 

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.35        32,870            44,374.5 

ｻｲﾝ設置 誘導ｻｲﾝM(ｱﾙﾐ製 W=520 H=1600以下)

基        10           37,160           371,600   

誘導ｻｲﾝM ｱﾙﾐ製 W=520 H=1600

基        10          501,000         5,010,000   

               計

      5,505,394.62

               単価

      550,600   円／基

              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 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－13号

ｻｲﾝ 誘導ｻｲﾝMp-p H=1600 W=520 人力施工

基

       10          550,600   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         4.675         1,119             5,231.32

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         9.6          7,728            74,188.8 

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.35        32,870            44,374.5 

ｻｲﾝ設置 誘導ｻｲﾝM(ｱﾙﾐ製 W=520 H=1600以下)

基        10           37,160           371,600   

誘導ｻｲﾝM ｱﾙﾐ製 W=520 H=1600

基        10          501,000         5,010,000   

               計

      5,505,394.62

               単価

      550,600   円／基

              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 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－14号

ｻｲﾝ 誘導ｻｲﾝMw H=1600 W=520

基

       10          548,200   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         4.25         1,119             4,755.75

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         6.6          7,728            51,004.8 

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.35        32,870            44,374.5 

ｻｲﾝ設置 誘導ｻｲﾝM(ｱﾙﾐ製 W=520 H=1600以下)

基        10           37,160           371,600   

誘導ｻｲﾝM ｱﾙﾐ製 W=520 H=1600

基        10          501,000         5,010,000   

               計

      5,481,735.05

               単価

      548,200   円／基

              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 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－15号

ｻｲﾝ 誘導ｻｲﾝMw-p H=1600 W=520 人力施工

基

       10          548,200   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         4.25         1,119             4,755.75

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         6.6          7,728            51,004.8 

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.35        32,870            44,374.5 

ｻｲﾝ設置 誘導ｻｲﾝM(ｱﾙﾐ製 W=520 H=1600以下)

基        10           37,160           371,600   

誘導ｻｲﾝM ｱﾙﾐ製 W=520 H=1600

基        10          501,000         5,010,000   

               計

      5,481,735.05

               単価

      548,200   円／基

              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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－17号

舗装版破砕 自然色ｱｽﾌｧﾙﾄ-1撤去

m2

        1            2,488   

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り                  

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1            2,488             2,488   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－16号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              548.7 

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用                

                                                

                                                ｍ         1              548.7             548.7 

               計

            548.7 

               単価

          548.7 円／m

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

          2,488   

               単価

        2,488   円／m2

              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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－19号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            4,700   

処分費（ｍ３）

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

 ｍ３         1            4,700             4,700   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－18号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 平均片道運搬距離8.2km(DID有)

m3

        1            6,585   

殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り            

11.0km以下 全ての費用                           

                                                 ｍ３         1            6,585             6,585   

               計

          6,585   

               単価

        6,585   円／m3

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

          4,700   

               単価

        4,700   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－21号

床掘り 土砂 小規模

m3

       40            1,895   

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

                                                

                                                 ｍ３        40            1,895            75,800   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－20号

現場発生品運搬 鋼材等 片道平均運搬距離2.0km

回

        3            2,141   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2

.0km以下 0.5t超0.8t以下 

回         3            2,141             6,423   

               計

          6,423   

               単価

        2,141   円／回

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

         75,800   

               単価

        1,895   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－23号

埋戻し 土砂 小規模

m3

       30            3,320   

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

                                                

                                                 ｍ３        30            3,320            99,600   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－22号

床掘り 土砂 人力

m3

        3            8,424   

床掘り 土砂 現場制約あり                               

                                                

                                                 ｍ３         3            8,424            25,272   

               計

         25,272   

               単価

        8,424   円／m3

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

         99,600   

               単価

        3,320   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－25号

公園施設撤去 地区ｻｲﾝ撤去 H=1700 W=1166

箇所

       10            6,503   

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

                                                

                                                 ｍ３         2.66         9,495            25,256.7 

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－24号

埋戻し 土砂 人力

m3

        2            6,143   

埋戻し 現場制約あり 土砂 有り                          

                                                

                                                 ｍ３         2            6,143            12,286   

               計

         12,286   

               単価

        6,143   円／m3

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2以上 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         8.799         4,520            39,771.48

               計

         65,028.18

               単価

        6,503   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－27号

公園施設撤去 案内ｻｲﾝM-p撤去 H=1700 W=766 人力施工

箇所

       10           10,690   

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                 ｍ３         2.66        29,370            78,124.2 

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－26号

公園施設撤去 案内ｻｲﾝM撤去 H=1700 W=766

箇所

       10            5,394   

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

                                                

                                                 ｍ３         2.66         9,495            25,256.7 

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2以上 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         6.345         4,520            28,679.4 

               計

         53,936.1 

               単価

        5,394   円／箇所

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2以上 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         6.345         4,520            28,679.4 

               計

        106,803.6 

               単価

       10,690   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－29号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS2撤去 H=1500 盤面枚数2枚

箇所

       10            2,258   

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

                                                

                                                 ｍ３         0.45         9,495             4,272.75

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－28号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS1撤去 H=1500 盤面枚数1枚

箇所

       10            2,258   

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

                                                

                                                 ｍ３         0.45         9,495             4,272.75

距離標 撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)                           

                                                

                                                枚        10            1,830            18,300   

               計

         22,572.75

               単価

        2,258   円／箇所

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

距離標 撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)                           

                                                

                                                枚        10            1,830            18,300   

               計

         22,572.75

               単価

        2,258   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－31号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS3撤去 H=1500 盤面枚数3枚

箇所

       10            2,258   

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

                                                

                                                 ｍ３         0.45         9,495             4,272.75

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－30号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS2(-1)撤去 H=1500 盤面枚数2枚の内1枚

箇所

       10              419.6 

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         0.714         5,876             4,195.46

               計

          4,195.46

               単価

          419.6 円／箇所

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

距離標 撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)                           

                                                

                                                枚        10            1,830            18,300   

               計

         22,572.75

               単価

        2,258   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－33号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS3(-2)撤去 H=1500 盤面枚数3枚の内2枚

箇所

       10              839.1 

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         1.428         5,876             8,390.92

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－32号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS3(-1)撤去 H=1500 盤面枚数3枚の内1枚

箇所

       10              419.6 

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         0.714         5,876             4,195.46

               計

          4,195.46

               単価

          419.6 円／箇所

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

          8,390.92

               単価

          839.1 円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－35号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS4(-2)撤去 H=1500 盤面枚数4枚の内2枚

箇所

       10              839.1 

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         1.428         5,876             8,390.92

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－34号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS4(-1)撤去 H=1500 盤面枚数4枚の内1枚

箇所

       10              419.6 

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         0.714         5,876             4,195.46

               計

          4,195.46

               単価

          419.6 円／箇所

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

          8,390.92

               単価

          839.1 円／箇所

              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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－37号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS6撤去 H=1500 盤面枚数6枚

箇所

       10            2,258   

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

                                                

                                                 ｍ３         0.45         9,495             4,272.75

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－36号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS4(-3)撤去 H=1500 盤面枚数4枚の内3枚

箇所

       10            1,259   

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         2.142         5,876            12,586.39

               計

         12,586.39

               単価

        1,259   円／箇所

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

距離標 撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)                           

                                                

                                                枚        10            1,830            18,300   

               計

         22,572.75

               単価

        2,258   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

参考資料（１） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

真砂土舗装(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ) t=100

m2

        1           26,880   

真砂土舗装(ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ) 25㎏/袋

袋         8            2,650            21,200   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

土木一般世話役  

人         0.05        25,095             1,254   

普通作業員  

人         0.2         20,055             4,011   

諸雑費（率＋まるめ）

       8%

式         1                415   

               計

         26,880   

               単価

       26,880   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

補正無(一般構造物)                              

ｔ

        1          153,100   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03        90,000            92,700   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           60,375            60,375   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 25   

               計

        153,100   

               単価

      153,100   円／ｔ

              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） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

ｻｲﾝ設置 広域ｻｲﾝ(ｱﾙﾐ製 W=1350 H=2400以下)

基

        1           37,160   

土木一般世話役  

人         0.5         25,095            12,547   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

普通作業員  

人         0.8         20,055            16,044   

諸雑費（率＋まるめ）

       30%

式         1              8,569   

               計

         37,160   

               単価

       37,160   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

参考資料（１） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

ｻｲﾝ設置 誘導ｻｲﾝM(ｱﾙﾐ製 W=520 H=1600以下)

基

        1           37,160   

土木一般世話役  

人         0.5         25,095            12,547   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

普通作業員  

人         0.8         20,055            16,044   

諸雑費（率＋まるめ）

       30%

式         1              8,569   

               計

         37,160   

               単価

       37,160   円／基

              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

参考資料（１）

2021.08

2021.08

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 必要              

                                                

                                                

 ｍ３

        1            9,495   

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

 ｍ３         1            9,495.2           9,495   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

 ｍ３

      100            4,700   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3       100            4,700           470,000   

               計

        470,000   

               単価

        4,700   円／ｍ３

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,495   

               単価

        9,495   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                

 ｍ３

        1           29,370   

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無

 ｍ３         1           29,365            29,365   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

標識板撤去(案内標識(路側式･片持

式･門型式))

2.0m2未満 10m2以上 無 無                        

                                                

                                                

 ｍ２

        1            4,520   

標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式）） ２．０ｍ２未満

 ｍ２         1            4,520             4,520   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,520   

               単価

        4,520   円／ｍ２

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         29,370   

               単価

       29,370   円／ｍ３

              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） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

標識板撤去(案内標識(路側式･片持

式･門型式))

2.0m2未満 10m2未満 無 無                        

                                                

                                                

 ｍ２

        1            5,876   

標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式）） ２．０ｍ２未満

 ｍ２         1            5,876             5,876   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,876   

               単価

        5,876   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－2号

埋戻し 土砂 小規模

m3

        3            3,320   

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

                                                

                                                 ｍ３         3            3,320             9,960   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－1号

床掘り 土砂 小規模

m3

        4            1,895   

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

                                                

                                                 ｍ３         4            1,895             7,580   

               計

          7,580   

               単価

        1,895   円／m3

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

          9,960   

               単価

        3,320   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－3号

ｻｲﾝ 地区ｻｲﾝP H=2000 W=1020 (支給品)

基

       10           71,130   

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下                          

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

                                                 ｍ２        15.3          1,218            18,635.4 

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２        17.6          8,595           151,272   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設                        

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

全ての費用                                       ｍ３         4.2         28,680           120,456   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.322       153,100            49,298.2 

ｻｲﾝ設置 地区ｻｲﾝ(ｱﾙﾐ製 W=1020 H=2000以下)

基        10           37,160           371,600   

(支給品)地区ｻｲﾝ ｱﾙﾐ製 W=1020 H=2000 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む

基        10        1,090,000                 0   

               計

        711,261.6 

               単価

       71,130   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－4号

ｻｲﾝ 誘導ｻｲﾝMP H=1600 W=520

基

       10          550,900   

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下                          

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

                                                 ｍ２         4.675         1,218             5,694.15

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２         9.6          8,595            82,512   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設                        

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

全ての費用                                       ｍ３         1.35        28,680            38,718   

ｻｲﾝ設置 誘導ｻｲﾝM(ｱﾙﾐ製 W=520 H=1600以下)

基        10           37,160           371,600   

誘導ｻｲﾝM ｱﾙﾐ製 W=520 H=1600

基        10          501,000         5,010,000   

               計

      5,508,524.15

               単価

      550,900   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－6号

床掘り 土砂 人力

m3

        3            8,424   

床掘り 土砂 現場制約あり                               

                                                

                                                 ｍ３         3            8,424            25,272   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－5号

床掘り 土砂 小規模

m3

       30            1,895   

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

                                                

                                                 ｍ３        30            1,895            56,850   

               計

         56,850   

               単価

        1,895   円／m3

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

         25,272   

               単価

        8,424   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－8号

埋戻し 土砂 人力

m3

        2            6,143   

埋戻し 現場制約あり 土砂 有り                          

                                                

                                                 ｍ３         2            6,143            12,286   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－7号

埋戻し 土砂 小規模

m3

       20            3,320   

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

                                                

                                                 ｍ３        20            3,320            66,400   

               計

         66,400   

               単価

        3,320   円／m3

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

         12,286   

               単価

        6,143   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－10号

公園施設撤去 地区ｻｲﾝ-p撤去 H=1700 W=1166 人力施工

箇所

       10           11,790   

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                 ｍ３         2.66        29,370            78,124.2 

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－9号

公園施設撤去 地区ｻｲﾝ撤去 H=1700 W=1166

箇所

       10            6,503   

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

                                                

                                                 ｍ３         2.66         9,495            25,256.7 

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2以上 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         8.799         4,520            39,771.48

               計

         65,028.18

               単価

        6,503   円／箇所

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2以上 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         8.799         4,520            39,771.48

               計

        117,895.68

               単価

       11,790   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－12号

公園施設撤去 案内ｻｲﾝM-p撤去 H=1700 W=766 人力施工

箇所

       10           10,690   

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                 ｍ３         2.66        29,370            78,124.2 

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－11号

公園施設撤去 案内ｻｲﾝM撤去 H=1700 W=766

箇所

       10            5,376   

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

                                                

                                                 ｍ３         2.66         9,495            25,256.7 

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2以上 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         6.305         4,520            28,498.6 

               計

         53,755.3 

               単価

        5,376   円／箇所

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2以上 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         6.345         4,520            28,679.4 

               計

        106,803.6 

               単価

       10,690   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－14号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS1-p撤去 H=1500 盤面枚数1枚 人力施工

箇所

       10            3,152   

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                 ｍ３         0.45        29,370            13,216.5 

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－13号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS0-p撤去 H=1500 盤面枚数0枚 人力施工

箇所

       10            3,152   

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                 ｍ３         0.45        29,370            13,216.5 

距離標 撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)                           

                                                

                                                枚        10            1,830            18,300   

               計

         31,516.5 

               単価

        3,152   円／箇所

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

距離標 撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)                           

                                                

                                                枚        10            1,830            18,300   

               計

         31,516.5 

               単価

        3,152   円／箇所

              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

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－16号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS2(-1)撤去 H=1500 盤面枚数2枚の内1枚

箇所

       10              419.6 

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         0.714         5,876             4,195.46

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－15号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS2撤去 H=1500 盤面枚数2枚

箇所

       10            2,258   

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

                                                

                                                 ｍ３         0.45         9,495             4,272.75

距離標 撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)                           

                                                

                                                枚        10            1,830            18,300   

               計

         22,572.75

               単価

        2,258   円／箇所

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

          4,195.46

               単価

          419.6 円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－18号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS4撤去 H=1500 盤面枚数4枚

箇所

       10            2,258   

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

                                                

                                                 ｍ３         0.45         9,495             4,272.75

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－17号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS3(-2)撤去 H=1500 盤面枚数3枚の内2枚

箇所

       10              839.1 

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         1.428         5,876             8,390.92

               計

          8,390.92

               単価

          839.1 円／箇所

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

距離標 撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)                           

                                                

                                                枚        10            1,830            18,300   

               計

         22,572.75

               単価

        2,258   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－20号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS4(-2)撤去 H=1500 盤面枚数4枚の内2枚

箇所

       10              839.1 

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         1.428         5,876             8,390.92

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－19号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS4-p撤去 H=1500 盤面枚数4枚 人力施工

箇所

       10            3,152   

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                 ｍ３         0.45        29,370            13,216.5 

距離標 撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)                           

                                                

                                                枚        10            1,830            18,300   

               計

         31,516.5 

               単価

        3,152   円／箇所

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

          8,390.92

               単価

          839.1 円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－21号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS5撤去 H=1500 盤面枚数5枚

箇所

       10            2,258   

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

                                                

                                                 ｍ３         0.45         9,495             4,272.75

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

距離標 撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)                           

                                                

                                                枚        10            1,830            18,300   

               計

         22,572.75

               単価

        2,258   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

補正無(一般構造物)                              

ｔ

        1          153,100   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03        90,000            92,700   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           60,375            60,375   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 25   

               計

        153,100   

               単価

      153,100   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 42 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

ｻｲﾝ設置 地区ｻｲﾝ(ｱﾙﾐ製 W=1020 H=2000以下)

基

        1           37,160   

土木一般世話役  

人         0.5         25,095            12,547   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

普通作業員  

人         0.8         20,055            16,044   

諸雑費（率＋まるめ）

       30%

式         1              8,569   

               計

         37,160   

               単価

       37,160   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 43 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

ｻｲﾝ設置 誘導ｻｲﾝM(ｱﾙﾐ製 W=520 H=1600以下)

基

        1           37,160   

土木一般世話役  

人         0.5         25,095            12,547   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

普通作業員  

人         0.8         20,055            16,044   

諸雑費（率＋まるめ）

       30%

式         1              8,569   

               計

         37,160   

               単価

       37,160   円／基

              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

参考資料（１）

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

標識板撤去(案内標識(路側式･片持

式･門型式))

2.0m2未満 10m2以上 無 無                        

                                                

                                                

 ｍ２

        1            4,520   

標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式）） ２．０ｍ２未満

 ｍ２         1            4,520             4,520   

2021.08

2021.08

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 必要              

                                                

                                                

 ｍ３

        1            9,495   

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

 ｍ３         1            9,495.2           9,495   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,495   

               単価

        9,495   円／ｍ３

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,520   

               単価

        4,520   円／ｍ２

              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

参考資料（１）

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

標識板撤去(案内標識(路側式･片持

式･門型式))

2.0m2未満 10m2未満 無 無                        

                                                

                                                

 ｍ２

        1            5,876   

標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式）） ２．０ｍ２未満

 ｍ２         1            5,876             5,876   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                

 ｍ３

        1           29,370   

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無

 ｍ３         1           29,365            29,365   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         29,370   

               単価

       29,370   円／ｍ３

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,876   

               単価

        5,876   円／ｍ２

              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 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－1号

割板石張舗装 乱形石石張舗装-1 丹波石(乱形石)  撤去材再利用

m2

        1           15,280   

下層路盤（歩道部） 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-40 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              852.3             852.3 

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.1         32,870             3,287   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         0.04         7,728               309.12

平石張 舗装･床張り 乱形石                              

                                                

                                                 ｍ２         1           10,830            10,830   

               計

         15,278.42

               単価

       15,280   円／m2

              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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－3号

床掘り 土砂 小規模

m3

       20            1,895   

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

                                                

                                                 ｍ３        20            1,895            37,900   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－2号

舗装版撤去 乱形石張舗装-1撤去

m2

        1           13,490   

平石張撤去 舗装･床張り 乱形石

m2         1           10,550            10,550   

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                 ｍ３         0.1         29,370             2,937   

               計

         13,487   

               単価

       13,490   円／m2

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

         37,900   

               単価

        1,895   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－5号

公園施設撤去 地区ｻｲﾝ撤去 H=1700 W=1166

箇所

       10            6,503   

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

                                                

                                                 ｍ３         2.66         9,495            25,256.7 

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－4号

埋戻し 土砂 小規模

m3

       20            3,320   

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

                                                

                                                 ｍ３        20            3,320            66,400   

               計

         66,400   

               単価

        3,320   円／m3

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2以上 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         8.799         4,520            39,771.48

               計

         65,028.18

               単価

        6,503   円／箇所

              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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－7号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS1撤去 H=1500 盤面枚数1枚

箇所

       10            2,258   

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

                                                

                                                 ｍ３         0.45         9,495             4,272.75

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－6号

公園施設撤去 案内ｻｲﾝM撤去 H=1700 W=766

箇所

       10            5,376   

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

                                                

                                                 ｍ３         2.66         9,495            25,256.7 

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2以上 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         6.305         4,520            28,498.6 

               計

         53,755.3 

               単価

        5,376   円／箇所

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

距離標 撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)                           

                                                

                                                枚        10            1,830            18,300   

               計

         22,572.75

               単価

        2,258   円／箇所

              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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－9号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS2(-1)撤去 H=1500 盤面枚数2枚の内1枚

箇所

       10              419.6 

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         0.714         5,876             4,195.46

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－8号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS2撤去 H=1500 盤面枚数2枚

箇所

       10            2,258   

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

                                                

                                                 ｍ３         0.45         9,495             4,272.75

距離標 撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)                           

                                                

                                                枚        10            1,830            18,300   

               計

         22,572.75

               単価

        2,258   円／箇所

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

          4,195.46

               単価

          419.6 円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -



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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－11号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS3(-2)撤去 H=1500 盤面枚数3枚の内2枚

箇所

       10              839.1 

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         1.428         5,876             8,390.92

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－10号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS3撤去 H=1500 盤面枚数3枚

箇所

       10            2,258   

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

                                                

                                                 ｍ３         0.45         9,495             4,272.75

距離標 撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込)                           

                                                

                                                枚        10            1,830            18,300   

               計

         22,572.75

               単価

        2,258   円／箇所

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

          8,390.92

               単価

          839.1 円／箇所

              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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－13号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS6(-4)撤去 H=1500 盤面枚数6枚の内4枚

箇所

       10            1,679   

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         2.856         5,876            16,781.85

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－12号

公園施設撤去 誘導ｻｲﾝS4(-3)撤去 H=1500 盤面枚数4枚の内3枚

箇所

       10            1,259   

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2未満 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         2.142         5,876            12,586.39

               計

         12,586.39

               単価

        1,259   円／箇所

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

               計

         16,781.85

               単価

        1,679   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

平石張撤去 舗装･床張り 乱形石

m2

        1           10,550   

土木一般世話役  

人         0.1         25,095             2,509   

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

石工  

人         0.1         32,550             3,255   

普通作業員  

人         0.2         20,055             4,011   

諸雑費（率＋まるめ）

       8%

式         1                775   

               計

         10,550   

               単価

       10,550   円／m2

              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

参考資料（１）

2021.08

2021.08

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 必要              

                                                

                                                

 ｍ３

        1            9,495   

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

 ｍ３         1            9,495.2           9,495   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                

 ｍ３

        1           29,370   

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無

 ｍ３         1           29,365            29,365   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         29,370   

               単価

       29,370   円／ｍ３

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,495   

               単価

        9,495   円／ｍ３

              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

参考資料（１）

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

標識板撤去(案内標識(路側式･片持

式･門型式))

2.0m2未満 10m2未満 無 無                        

                                                

                                                

 ｍ２

        1            5,876   

標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式）） ２．０ｍ２未満

 ｍ２         1            5,876             5,876   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

標識板撤去(案内標識(路側式･片持

式･門型式))

2.0m2未満 10m2以上 無 無                        

                                                

                                                

 ｍ２

        1            4,520   

標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式）） ２．０ｍ２未満

 ｍ２         1            4,520             4,520   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,520   

               単価

        4,520   円／ｍ２

[奈良県高市郡明日香村大字平田538地先他(国営飛鳥歴]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,876   

               単価

        5,876   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -


