
 
 

令和 4 年３月８日（令和４年７月４日） 

 
 

大和川窪田遊水地水路設置他工事 

【工事設計書（公表資料）】 
 

大和川河川事務所 

 

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

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

大和川窪田遊水地水路設置他工事

鏡

奈良県生駒郡安堵町大字窪田地先

　１）　発注年月　　　　　令和 4年 2月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　大和川河川事務所  工務課　　　　　　　　　　　　　

　３）　工事番号　　　　　4120030002　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４）　契約区分　　　　　国債（翌債を含む）の分任官　　　　　　　　　　　　

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　河川工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  357日間 　　　　自　　　令和 4年 3月 9日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 5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　　　　大和川本川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 3年12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　　　　　　　2022年 2月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2022年 2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 　　　　　　　     17,087,415 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年12月28日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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

単価

設計内訳書

大和川窪田遊水地水路設置他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

築堤･護岸

式         1        153,024,186

　水路工

　

式         1         59,150,624

　　作業土工

　　

式         1          5,857,404

　　　床掘り

　　　

土砂

m3     3,600              221.6         797,760

単-1号

　　　埋戻し

　　　

土砂 最大埋戻幅1m以

上4m未満

m3     2,100            1,707         3,584,700

単-2号

　　　基面整正

　　　

m2     1,100              401.1         441,210

単-3号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む) 片道運搬距離 1

9.5km以下(DID有り) m3       390            2,537           989,430

単-4号

　　　整地

　　　

残土受入れ地での処理

m3       390              113.6          44,304

単-5号

　　場所打水路工

　　

式         1         45,576,120

　　　現場打水路（3-1号水路）

　　　

24-12-25(20)(高炉)

m        21          127,100         2,669,100

単-6号

　　　現場打水路（3-2号水路）

　　　

24-12-25(20)(高炉)

m        24          129,400         3,105,600

単-7号

　　　現場打水路（4-1号水路）

　　　

24-12-25(20)(高炉)

m       143          127,200        18,189,600

単-8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

大和川窪田遊水地水路設置他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　現場打水路（4-2号水路）

　　　

24-12-25(20)(高炉)

m       147          122,300        17,978,100

単-9号

　　　現場打水路（4-3号水路）

　　　

24-12-25(20)(高炉)

m        29          118,200         3,427,800

単-10号

　　　既設水路復旧

　　　

24-12-25(20)(高炉)

m         3           68,640           205,920

単-11号

　　場所打擁壁工(構造物単位)

　　

式         1            204,600

　　　小型擁壁

　　　

0.5m以上0.6m未満 18-

8-40(高炉)

m3         2          102,300           204,600

単-12号

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

　　

式         1          7,123,500

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

　　　

2600×1000

m        15          474,900         7,123,500

単-13号

　　集水桝工

　　

式         1            389,000

　　　現場打ち集水桝

　　　

24-12-25(20)(高炉)

箇所         1          389,000           389,000

単-14号

　構造物撤去工

　

式         1         91,827,322

　　作業土工

　　

式         1          2,735,564

　　　床掘り

　　　

土砂

m3       790              221.6         175,064

単-15号

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



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

単価

設計内訳書

大和川窪田遊水地水路設置他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　埋戻し

　　　

土砂 最大埋戻幅1m以

上4m未満

m3     1,500            1,707         2,560,500

単-16号

　　構造物取壊し工

　　

式         1         65,672,120

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物 機械施工

m3     4,065            9,614        39,080,910

単-17号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

鉄筋構造物 機械施工

m3     1,189           17,100        20,331,900

単-18号

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m       720              549.4         395,568

単-19号

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版

厚 5cm

m2    11,020              532.1       5,863,742

単-20号

　　運搬処理工

　　

式         1         23,419,638

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 片道

運搬距離 3.3km以下(D

ID無し) m3     4,065            1,018         4,138,170

単-21号

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 片道

運搬距離 3.3km以下(D

ID無し) m3     1,189            1,260         1,498,140

単-22号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 片道運搬距

離 3.5km以下(DID無し

) m3       551            1,263           695,913

単-23号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3     4,065            2,820        11,463,300

単-24号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3     1,189            3,750         4,458,750

単-25号

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



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

単価

設計内訳書

大和川窪田遊水地水路設置他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3       551            2,115         1,165,365

単-26号

　仮設工

　

式         1          2,046,240

　　交通管理工

　　

式         1          2,046,240

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員B

人日       168           12,180         2,046,240

単-27号

直接工事費

式         1        153,024,186

共通仮設費

式         1         11,367,000

　共通仮設費

　

式         1          1,264,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1          1,264,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1         10,103,000

純工事費

式         1        164,391,186

　現場管理費

　

式         1         36,150,000

工事原価

式         1        200,541,186

              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

大和川窪田遊水地水路設置他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　一般管理費等

　

式         1         26,528,814

工事価格

式         1        227,070,000

消費税相当額

式         1         22,707,000

工事費計

式         1        249,777,000

              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

内訳書＜データ無し＞

              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

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－2号

埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満

m3

       10            1,707   

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 

 ｍ３        10            1,707            17,070   

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－1号

床掘り 土砂

m3

       10              221.6 

床掘り 土砂 標準 無し 無し                             

                                                

                                                 ｍ３        10              221.6           2,216   

               計

          2,216   

               単価

          221.6 円／m3

               計

         17,070   

               単価

        1,707   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

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－4号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道運搬距離 19.5km以

下(DID有り) m3

       10            2,537   

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                  

19.5km以下                                       ｍ３        10            2,537            25,370   

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－3号

基面整正

m2

       10              401.1 

基面整正

 ｍ２        10              401.1           4,011   

               計

          4,011   

               単価

          401.1 円／m2

               計

         25,370   

               単価

        2,537   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 2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－5号

整地 残土受入れ地での処理

m3

       10              113.6 

整地 残土受入れ地での処理 

 ｍ３        10              113.6           1,136   

               計

          1,136   

               単価

          113.6 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－6号

現場打水路（3-1号水路） 24-12-25(20)(高炉)

m

       10          127,100   

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下                          

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

                                                 ｍ２        35            1,319            46,165   

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

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

一般養生 延長無し 全ての費用                     ｍ３         3.5         26,030            91,105   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         2            4,403             8,806   

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

24-12-25(20)(高炉)                              

10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し              ｍ３        18.81        26,560           499,593.6 

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２        63.4          8,595           544,923   

目地板 瀝青繊維質目地板t=10                            

                                                

                                                 ｍ２         1.88         1,895             3,562.6 

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

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.49       155,100            75,999   

               計

      1,270,154.2 

               単価

      127,100   円／m

              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 2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－7号

現場打水路（3-2号水路） 24-12-25(20)(高炉)

m

       10          129,400   

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下                          

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

                                                 ｍ２        35            1,319            46,165   

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

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

一般養生 延長無し 全ての費用                     ｍ３         3.5         26,030            91,105   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         2            4,403             8,806   

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

24-12-25(20)(高炉)                              

10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し              ｍ３        19.05        26,560           505,968   

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２        65            8,595           558,675   

目地板 瀝青繊維質目地板t=10                            

                                                

                                                 ｍ２         1.91         1,895             3,619.45

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

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.51       155,100            79,101   

               計

      1,293,439.45

               単価

      129,400   円／m

              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 2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－8号

現場打水路（4-1号水路） 24-12-25(20)(高炉)

m

       10          127,200   

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下                          

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

                                                 ｍ２        33            1,319            43,527   

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

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

一般養生 延長無し 全ての費用                     ｍ３         3.3         26,030            85,899   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         2            4,403             8,806   

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

24-12-25(20)(高炉)                              

10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し              ｍ３        18.51        26,560           491,625.6 

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２        65.4          8,595           562,113   

目地板 瀝青繊維質目地板t=10                            

                                                

                                                 ｍ２         1.85         1,895             3,505.75

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

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.49       155,100            75,999   

               計

      1,271,475.35

               単価

      127,200   円／m

              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 2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－9号

現場打水路（4-2号水路） 24-12-25(20)(高炉)

m

       10          122,300   

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下                          

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

                                                 ｍ２        33            1,319            43,527   

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

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

一般養生 延長無し 全ての費用                     ｍ３         3.3         26,030            85,899   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         2            4,403             8,806   

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

24-12-25(20)(高炉)                              

10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し              ｍ３        17.97        26,560           477,283.2 

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２        61.8          8,595           531,171   

目地板 瀝青繊維質目地板t=10                            

                                                

                                                 ｍ２         1.8          1,895             3,411   

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

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.47       155,100            72,897   

               計

      1,222,994.2 

               単価

      122,300   円／m

              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 2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－10号

現場打水路（4-3号水路） 24-12-25(20)(高炉)

m

       10          118,200   

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下                          

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

                                                 ｍ２        33            1,319            43,527   

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

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

一般養生 延長無し 全ての費用                     ｍ３         3.3         26,030            85,899   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         2            4,403             8,806   

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

24-12-25(20)(高炉)                              

10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し              ｍ３        17.49        26,560           464,534.4 

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２        58.6          8,595           503,667   

目地板 瀝青繊維質目地板t=10                            

                                                

                                                 ｍ２         1.75         1,895             3,316.25

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

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.46       155,100            71,346   

               計

      1,181,095.65

               単価

      118,200   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－12号

小型擁壁 0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)

m3

        2          102,300   

小型擁壁 0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)                  

無し 無し 一般養生･特殊養生(練炭)               

                                                 ｍ３         2           99,430           198,860   

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－11号

既設水路復旧 24-12-25(20)(高炉)

m

       10           68,640   

現場打ち水路（本体） 24-12-25(20)(高炉) 有り                         

5.5m3/10mを超え5.8m3/10m以下                    

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                          ｍ        10           68,640           686,400   

               計

        686,400   

               単価

       68,640   円／m

目地板 瀝青繊維質目地板t=10                            

                                                

                                                 ｍ２         3            1,895             5,685   

               計

        204,545   

               単価

      102,300   円／m3

              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 2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－13号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 2600×1000

m

       15          474,900   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 据付 1.5m/個 B＝2.6m H＝1.0m

m        15           32,690           490,350   

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内空2.6m 内高1.0m 長さ1.5m T-25  ｵｽ･ﾒｽﾌﾗｯﾄ加工品

個         2          721,000         1,442,000   

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 内空2.6m 内高1.0m 長さ1.5m T-25  標準品

個         8          648,000         5,184,000   

水膨張性止水材 t＝10mm

ｍ        11              580             6,380   

               計

      7,122,730   

               単価

      474,900   円／m

              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 2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－14号

現場打ち集水桝 24-12-25(20)(高炉)

箇所

        1          389,000   

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下                          

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

                                                 ｍ２         9.52         1,319            12,556.88

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.95        28,140            26,733   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         0.12         4,403               528.36

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         5.11        28,680           146,554.8 

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２        20.68         8,595           177,744.6 

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

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.16       155,100            24,816   

               計

        388,933.64

               単価

      389,000   円／箇所

              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

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－16号

埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満

m3

       10            1,707   

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 

 ｍ３        10            1,707            17,070   

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－15号

床掘り 土砂

m3

       10              221.6 

床掘り 土砂 標準 無し 無し                             

                                                

                                                 ｍ３        10              221.6           2,216   

               計

          2,216   

               単価

          221.6 円／m3

               計

         17,070   

               単価

        1,707   円／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

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－18号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工

m3

       10           17,100   

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

                                                

                                                 ｍ３        10           17,100           171,000   

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－17号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工

m3

       10            9,614   

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

                                                

                                                 ｍ３        10            9,614            96,140   

               計

         96,140   

               単価

        9,614   円／m3

               計

        171,000   

               単価

       17,100   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

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－20号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm

m2

       10              532.1 

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り            

全ての費用                                      

                                                 ｍ２        10              532.1           5,321   

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－19号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

       10              549.4 

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

                                                

                                                ｍ        10              549.4           5,494   

               計

          5,494   

               単価

          549.4 円／m

               計

          5,321   

               単価

          532.1 円／m2

              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

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－22号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 片道運搬距離 3.3km以下(DID無し)

m3

       10            1,260   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込           

無し 3.3km以下 全ての費用                       

                                                 ｍ３        10            1,260            12,600   

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－21号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 片道運搬距離 3.3km以下(DID無し)

m3

       10            1,018   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込           

無し 3.3km以下 全ての費用                       

                                                 ｍ３        10            1,018            10,180   

               計

         10,180   

               単価

        1,018   円／m3

               計

         12,600   

               単価

        1,260   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

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－24号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

       10            2,820   

処分費（ｍ３）

 ｍ３        10            2,820            28,200   

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－23号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 片道運搬距離 3.5km以下(DID無し)

m3

       10            1,263   

殻運搬 舗装版破砕                                      

機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 

無し 3.5km以下 全ての費用                        ｍ３        10            1,263            12,630   

               計

         12,630   

               単価

        1,263   円／m3

               計

         28,200   

               単価

        2,820   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－26号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3

       10            2,115   

処分費（ｍ３）

 ｍ３        10            2,115            21,150   

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－25号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3

       10            3,750   

処分費（ｍ３）

 ｍ３        10            3,750            37,500   

               計

         37,500   

               単価

        3,750   円／m3

               計

         21,150   

               単価

        2,115   円／m3

              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

１次単価表 2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

単－27号

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

人日

       10           12,180   

交通誘導警備員Ｂ

人日        10           12,180           121,800   

               計

        121,800   

               単価

       12,180   円／人日

              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） 2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

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

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              

ｔ

        1          155,100   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03        97,000            99,910   

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           55,125            55,125   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 65   

               計

        155,100   

               単価

      155,100   円／ｔ

              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） 2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 据付 1.5m/個 B＝2.6m H＝1.0m

m

       10           32,690   

土木一般世話役  

人         2           25,095            50,190   

特殊作業員  

人         5.3         22,890           121,317   

普通作業員  

人         5           20,055           100,275   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         1           41,600            41,600   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1             13,518   

               計

        326,900   

               単価

       32,690   円／m

              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

参考資料（１）

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                

 ｍ３

        1           17,100   

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無

 ｍ３         1           17,100            17,100   

2022. 2

2022. 2

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            9,614   

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

 ｍ３         1            9,614.8           9,614   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,614   

               単価

        9,614   円／ｍ３

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         17,100   

               単価

       17,100   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,750   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) ㈱梶本建材

 ｍ３       100            3,750           375,000   

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,820   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ㈱梶本建材

 ｍ３       100            2,820           282,000   

               計

        282,000   

               単価

        2,820   円／ｍ３

               計

        375,000   

               単価

        3,750   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,180   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,180            12,180   

2022. 2

2022. 2

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,115   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) ㈱梶本建材

 ｍ３       100            2,115           211,500   

               計

        211,500   

               単価

        2,115   円／ｍ３

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         12,180   

               単価

       12,180   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -


