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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

山崎地区堆砂撤去工事

鏡

(自)兵庫県宍粟市山崎町岸田地先　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(至)兵庫県宍粟市一宮町須行名地先

　１）　発注年月　　　　　令和 3年 8月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　姫路河川国道事務所　河川管理第一課      　　　　　

　３）　工事番号　　　　　5153010006　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４）　契約区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　河川工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  154日間 　　　　自　　　令和 3年 9月28日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 4年 2月28日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　兵庫県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　神崎郡（神河町、市川町）　他　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　揖保川本川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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 　　　　　　　     46,225,800 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年 6月29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

山崎地区堆砂撤去工事 (当　初) 河川維持･修繕
河川修繕

河川修繕

【岸田･田井地区】

式         1         44,592,140

[(自)宍粟市山崎町岸田地先　　　　　　　　　　　　]

　河川土工

　

式         1         44,592,140

　　掘削工(ICT)

　　

式         1          2,890,140

　　　掘削(ICT)

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無

し 10,000m3以上50,00

0m3未満 m3     5,800              287.1       1,665,180

単-1号

　　　掘削

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無

 障害無 10,000m3以上

50,000m3未満 m3     5,800              211.2       1,224,960

単-2号

　　残土処理工

　　

式         1         41,702,000

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3    11,600            1,435        16,646,000

単-3号

　　　残土等処分

　　　

m3    11,600            2,160        25,056,000

単-4号

直接工事費

式         1         44,592,140

共通仮設費

式         1          3,034,585

　共通仮設費

　

式         1            884,585

　　技術管理費

　　

式         1            617,585

              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

山崎地区堆砂撤去工事 (当　初) 河川維持･修繕
河川修繕

　　　保守管理(ICT)

　　　

式         1             19,585

内-1号

[(自)宍粟市山崎町岸田地先　　　　　　　　　　　　]

　　　ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

　　　

式         1            598,000

内-2号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            267,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          2,150,000

純工事費

式         1         47,626,725

　現場管理費

　

式         1          8,456,000

工事原価

式         1        111,476,304

　一般管理費等

　

式         1         10,533,696

工事価格

式         1        122,010,000

消費税相当額

式         1         12,201,000

工事費計

式         1        134,211,000

              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

山崎地区堆砂撤去工事 (当　初) 河川維持･修繕
河川修繕

河川修繕

【清野地区】

式         1         13,060,780

[(自)たつの市御津町苅屋地先　　　　　　　　　　　]

　河川土工

　

式         1         13,060,780

　　掘削工(ICT)

　　

式         1          1,056,900

　　　掘削(ICT)

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無

し 5,000m3未満

m3     1,500              401.4         602,100

単-1号

　　　掘削

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無

 障害無 5,000m3未満

m3     1,500              303.2         454,800

単-2号

　　残土処理工

　　

式         1         12,003,880

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     3,010            1,648         4,960,480

単-3号

　　　残土等処分

　　　

m3     3,010            2,340         7,043,400

単-4号

直接工事費

式         1         13,060,780

共通仮設費

式         1            936,087

　共通仮設費

　

式         1            111,087

　　技術管理費

　　

式         1              7,087

              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

山崎地区堆砂撤去工事 (当　初) 河川維持･修繕
河川修繕

　　　保守管理(ICT)

　　　

式         1              7,087

内-1号

[(自)たつの市御津町苅屋地先　　　　　　　　　　　]

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            104,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1            825,000

純工事費

式         1         13,996,867

　現場管理費

　

式         1          3,347,000

工事原価

式         1         17,343,867

              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

山崎地区堆砂撤去工事 (当　初) 河川維持･修繕
河川修繕

河川修繕

【須行名地区】

式         1         29,305,270

[(自)たつの市御津町苅屋地先　　　　　　　　　　　]

　河川土工

　

式         1         29,305,270

　　掘削工(ICT)

　　

式         1          1,968,070

　　　掘削(ICT)

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無

し 5,000m3以上10,000

m3未満 m3     3,300              346.3       1,142,790

単-1号

　　　掘削

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無

 障害無 5,000m3以上1

0,000m3未満 m3     3,200              257.9         825,280

単-2号

　　残土処理工

　　

式         1         27,337,200

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     6,540            2,020        13,210,800

単-3号

　　　残土等処分

　　　

m3     6,540            2,160        14,126,400

単-4号

直接工事費

式         1         29,305,270

共通仮設費

式         1          1,968,442

　共通仮設費

　

式         1            231,442

　　技術管理費

　　

式         1             13,442

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



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

単価

設計内訳書

山崎地区堆砂撤去工事 (当　初) 河川維持･修繕
河川修繕

　　　保守管理(ICT)

　　　

式         1             13,442

内-1号

[(自)たつの市御津町苅屋地先　　　　　　　　　　　]

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            218,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          1,737,000

純工事費

式         1         31,273,712

　現場管理費

　

式         1          6,776,000

工事原価

式         1         38,049,712

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
保守管理(ICT) 2021.08

第  1号内訳書 2021.08

1.000-00-00-2-0

掘削（ＩＣＴ）保守点検 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し                              WB010400

10,000m3以上50,000m3未満                        

5800m3                                          式         1             19,585   単－   5号

[(自)宍粟市山崎町岸田地先　　　　　　　　　　　　]

        合  計

         19,585   

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 2021.08

第  2号内訳書 2021.08

1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ） ﾊﾞｯｸﾎｳ                                          WB010510

                                                

                                                式         1            598,000   単－   6号

[(自)宍粟市山崎町岸田地先　　　　　　　　　　　　]

        合  計

        598,000   

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
保守管理(ICT) 2021.08

第  1号内訳書 2021.08

1.000-00-00-2-0

掘削（ＩＣＴ）保守点検 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満                  WB010400

1500m3                                          

                                                式         1              7,087   単－   5号

[(自)たつの市御津町苅屋地先　　　　　　　　　　　]

        合  計

          7,087   

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
保守管理(ICT) 2021.08

第  1号内訳書 2021.08

1.000-00-00-2-0

掘削（ＩＣＴ）保守点検 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し                              WB010400

5,000m3以上10,000m3未満                         

3300m3                                          式         1             13,442   単－   5号

[(自)たつの市御津町苅屋地先　　　　　　　　　　　]

        合  計

         13,442   

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－2号

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

未満                                      m3

        1              211.2 

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

 

 ｍ３         1              211.2             211.2 

CB210100

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－1号

掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 

                                          m3

        1              287.1 

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

 ｍ３         1              287.1             287.1 

CB210120

               計

            287.1 

               単価

          287.1 円／m3

[(自)宍粟市山崎町岸田地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            211.2 

               単価

          211.2 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

残土等処分

m3

        1            2,160   

残土等処分

 ｍ３         1            2,160             2,160   

CB210560

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－3号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            1,435   

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.5km以下        

                                                 ｍ３         1            1,435             1,435   

CB210110

               計

          1,435   

               単価

        1,435   円／m3

[(自)宍粟市山崎町岸田地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          2,160   

               単価

        2,160   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－2号

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満         

                                          m3

        1              303.2 

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 

 ｍ３         1              303.2             303.2 

CB210100

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－1号

掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満              

                                          m3

        1              401.4 

掘削（ＩＣＴ） 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 

 ｍ３         1              401.4             401.4 

CB210120

               計

            401.4 

               単価

          401.4 円／m3

[(自)たつの市御津町苅屋地先　　　　　　　　　　　]

               計

            303.2 

               単価

          303.2 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－4号

残土等処分

m3

        1            2,340   

残土等処分

 ｍ３         1            2,340             2,340   

CB210560

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－3号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            1,648   

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し                  

11.5km以下                                       ｍ３         1            1,648             1,648   

CB210110

               計

          1,648   

               単価

        1,648   円／m3

[(自)たつの市御津町苅屋地先　　　　　　　　　　　]

               計

          2,340   

               単価

        2,340   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－2号

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3

未満                                       m3

        1              257.9 

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 

 ｍ３         1              257.9             257.9 

CB210100

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－1号

掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満  

                                          m3

        1              346.3 

掘削（ＩＣＴ） 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満 

 ｍ３         1              346.3             346.3 

CB210120

               計

            346.3 

               単価

          346.3 円／m3

[(自)たつの市御津町苅屋地先　　　　　　　　　　　]

               計

            257.9 

               単価

          257.9 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－4号

残土等処分

m3

        1            2,160   

残土等処分

 ｍ３         1            2,160             2,160   

CB210560

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－3号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            2,020   

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し                  

15.5km以下                                       ｍ３         1            2,020             2,020   

CB210110

               計

          2,020   

               単価

        2,020   円／m3

[(自)たつの市御津町苅屋地先　　　　　　　　　　　]

               計

          2,160   

               単価

        2,160   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -


