
令和３年４月１９日（令和３年５月１１日） 

 
 

伊賀鉄道陸閘ゲート設備新設他工事 

【工事設計書（公表資料）】 
 

木津川上流河川事務所 

 

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

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

伊賀鉄道陸閘ゲート設備新設他工事

鏡

三重県伊賀市東高倉地先

　１）　発注年月　　　　　令和 3年 4月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　木津川上流河川事務所　工務課  　　　　　　　　　　

　３）　工事番号　　　　　7320010007　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　水門設備（小形水門）　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  315日間 　　　　自　　　令和 3年 4月20日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 4年 2月28日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　製作：三重県              据付：三重県　　　　　　

１０）　地    区　　　　　製作：伊賀市（旧上野町・旧据付：伊賀市（旧上野町・旧

１１）　河川・路線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 3年 4月　　　　　　　　　　　　　　　

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

１４）　単価適用年月　　　　　　　製作：2021年 4月　　据付：2021年 4月　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　製作：2021年 4月　　据付：2021年 4月　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前 契 約 額 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　随 意 契 約 額　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

２０）　工場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２３）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２４）　処 分 費 等 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

２５）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年 2月 4日

２６）　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

伊賀鉄道陸閘ゲート設備新設他工事 (当　初) 機械設備
水門設備（小形水門）

製作工

式         1          7,751,362

　小形水門製作

　

式         1          7,751,362

　　水門設備

　　

式         1          7,631,362

　　　伊賀鉄道第１陸閘　横引きゲート

　　　

ｼｪﾙ構造、ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金

製　扉幅6950mmm､有効

高616mm､後面３方水密

､開閉方式:手動､扉体

昇降装置付 門         1        2,724,533         2,724,533

単-1号

　　　伊賀鉄道第１陸閘　横引きゲート用レー

　　　ル　

ガイドレール、走行レ

ール、全開時ｹﾞｰﾄｽﾄｯﾊ

ﾟｰ、全閉時ｹﾞｰﾄｽﾄｯﾊﾟｰ

、取付金具含む 式         1          1,561,557

内-1号

　　　伊賀鉄道第１陸閘　鉄道カント部水密構

　　　造部材　

幅500㎜､ゴム発泡材及

び無垢ゴムのステンレ

ス鋼板張り、５分割連

結構造､レール部間詰

め材含む 式         1            253,191

内-2号

　　　伊賀鉄道第２陸閘　防水板

　　　

アルミニウム合金製　

有効幅5800mm、有効高

1500mm、変則４分割　

取り外し可能 門         1        2,104,615         2,104,615

単-2号

　　　伊賀鉄道第２陸閘　防水板戸当り

　　　

アルミニウム合金製

式         1            987,466

内-3号

　　工場塗装工(機械)

　　

式         1            120,000

　　　酸洗施工

　　　

式         1            120,000

内-4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

伊賀鉄道陸閘ゲート設備新設他工事 (当　初) 機械設備
水門設備（小形水門）

間接労務費

式         1          2,651,000

純製作費

式         1         10,402,362

　工場管理費

　

式         1          1,797,000

製作原価

式         1         12,199,362

据付工

式         1         14,247,217

　小形水門輸送工

　

式         1            463,000

　　輸送工

　　

式         1            463,000

　　　小形水門輸送

　　　

式         1            463,000

内-5号

　小形水門設備据付

　

式         1         13,784,217

　　小形水門据付工

　　

式         1          3,650,942

　　　据付　伊賀鉄道第１陸閘　横引きゲート

　　　

ｼｪﾙ構造、ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金

製　扉幅6950mmm､有効

高616mm､後面３方水密

､開閉方式:手動､扉体

昇降装置付 式         1          1,067,963

内-6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

伊賀鉄道陸閘ゲート設備新設他工事 (当　初) 機械設備
水門設備（小形水門）

　　　据付　伊賀鉄道第１陸閘　横引きゲート

　　　用レール　

ガイドレール、走行レ

ール、全開時ｹﾞｰﾄｽﾄｯﾊ

ﾟｰ、全閉時ｹﾞｰﾄｽﾄｯﾊﾟｰ

、取付金具含む 式         1          1,272,370

内-7号

　　　据付　伊賀鉄道第１陸閘　鉄道カント部

　　　水密構造部材　

幅500㎜､ゴム発泡材及

び無垢ゴムのステンレ

ス鋼板張り、５分割連

結構造､レール部間詰

め材含む 式         1            338,391

内-8号

　　　据付　伊賀鉄道第２陸閘　防水板

　　　

アルミニウム合金製　

有効幅5800mm、有効高

1500mm、変則４分割　

取り外し可能 式         1            284,088

内-9号

　　　据付　伊賀鉄道第２陸閘　防水板戸当り

　　　

アルミニウム合金製

式         1            531,507

内-10号

　　　直接経費(水門設備)

　　　

小形水門設備

式         1            156,623

内-11号

　　小型水門修繕工

　　

式         1         10,133,275

　　　ローラ修繕

　　　

９門（主ローラ36個，

補助ローラ（サイドロ

ーラ）36個） 式         1          3,783,738

内-12号

　　　戸当り下部修繕

　　　施工中の止水含む

６門（１門につき両側

（計２本））

式         1          1,824,287

内-13号

　　　扉体塗装修繕(樋門)

　　　

エポキシ樹脂系2回塗

り

m2        32            3,525           112,800

単-3号

　　　量水標修繕

　　　

法面部９箇所　量水標

取替延長：49.6m　量

水標取付板取替延長：

47.5m 式         1          3,545,070

内-14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

伊賀鉄道陸閘ゲート設備新設他工事 (当　初) 機械設備
水門設備（小形水門）

　　　建屋塗装修繕

　　　

フタル酸樹脂塗料2回

 塗り

m2       310            2,798           867,380

単-4号

共通仮設

式         1          2,311,000

　共通仮設費

　

式         1             50,000

　　技術管理費

　　

式         1             50,000

　　　技術管理費

　　　

式         1             50,000

内-15号

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          2,261,000

純工事費

式         1         16,558,217

　現場管理費

　

式         1          3,540,000

　据付間接費

　

式         1          4,611,000

据付工事原価

式         1         24,709,217

設計技術費

式         1            751,000

工事原価

式         1         37,659,579

              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

伊賀鉄道陸閘ゲート設備新設他工事 (当　初) 機械設備
水門設備（小形水門）

　一般管理費等

　

式         1          9,200,421

工事価格

式         1         46,860,000

消費税相当額

式         1          4,686,000

工事費計

式         1         51,546,000

              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

一式当たり内訳書
伊賀鉄道第１陸閘　横引きゲート用レール 2021.04

第  1号内訳書 2021.04

1.000-00000002000

横引きゲート用レール　主 ステンレス鋼材

要部材費　0.40t

式         1            241,141   

横引きゲート用レール　主 一般鋼材

要部材費　0.23t

式         1             21,649   

横引きゲート用レール　副 ステンレス鋼材

部材費　0.18t

式         1            106,191   

横引きゲート用レール　副 一般鋼材

部材費　0.02t

式         1              2,964   

部品費(率計上)見積 １式

式         1             99,860   

製作補助材料費 各種 13% 371945円                               

                                                

                                                式         1             48,352   

横引きゲート用レール　製

作労務費

式         1          1,041,400   

        合  計

      1,561,557   

              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
伊賀鉄道第１陸閘　鉄道カント部水密構造部材 2021.04

第  2号内訳書 2021.04

1.000-00000002000

鉄道カント部水密構造部材 ステンレス鋼材

　主要部材費　0.04t

式         1             18,490   

部品費(率計上)見積 １式

式         1              3,698   

製作補助材料費 各種 13% 18490円                                

                                                

                                                式         1              2,403   

鉄道カント部水密構造部材

　製作労務費

式         1            228,600   

        合  計

        253,191   

              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
伊賀鉄道第２陸閘　防水板戸当り 2021.04

第  3号内訳書 2021.04

1.000-00000002000

防水板戸当り　主要部材費 アルミ合金

　0.18t

式         1            469,262   

製作補助材料費 河川用水門設備 小形水門 469262円                

                                                

                                                式         1             61,004   

防水板戸当り　製作労務費

式         1            457,200   

        合  計

        987,466   

              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
酸洗施工 2021.04

第  4号内訳書 2021.04

1.000-00000002000

酸洗施工（ｍ２当り） 計上しない                                      

                                                

                                                 ｍ２        24            5,000           120,000   

        合  計

        120,000   

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



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
小形水門輸送 2021.04

第  5号内訳書 2021.04

1.000-00000002000

新設工事輸送費（プレート 4.004無 133km                                   

ガータローラ・スライド）                                                 

第1陸閘                                                 式         1            226,000   

新設工事輸送費（プレート 8.7無 133km                                     

ガータローラ・スライド）                                                 

第2陸閘                                                 式         1            237,000   

        合  計

        463,000   

              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

一式当たり内訳書
据付　伊賀鉄道第１陸閘　横引きゲート 2021.04

第  6号内訳書 2021.04

1.000-00000002000

据付材料費（水門） 各種 945420円 3%                                

                                                

                                                式         1             28,362   

据付部品費(積上) エッチング銘板 200mm*315mm*t5

式         1             80,000   

据付補助材料費 各種 1.5% 945420円                              

                                                

                                                式         1             14,181   

据付労務費 横引きゲート

式         1            945,420   

        合  計

      1,067,963   

              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
据付　伊賀鉄道第１陸閘　横引きゲート用レール 2021.04

第  7号内訳書 2021.04

1.000-00000002000

据付材料費（水門） 各種 1217580円 3%                               

                                                

                                                式         1             36,527   

据付補助材料費 各種 1.5% 1217580円                             

                                                

                                                式         1             18,263   

据付労務費 横引きゲート用レール

式         1          1,217,580   

        合  計

      1,272,370   

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



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
据付　伊賀鉄道第１陸閘　鉄道カント部水密構造部材 2021.04

第  8号内訳書 2021.04

1.000-00000002000

据付材料費（水門） 各種 323820円 3%                                

                                                

                                                式         1              9,714   

据付補助材料費 各種 1.5% 323820円                              

                                                

                                                式         1              4,857   

据付労務費 鉄道カント部水密構造部材

式         1            323,820   

        合  計

        338,391   

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



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
据付　伊賀鉄道第２陸閘　防水板 2021.04

第  9号内訳書 2021.04

1.000-00000002000

据付材料費（水門） 各種 195300円 3%                                

                                                

                                                式         1              5,859   

据付部品費(積上) エッチング銘板 200mm*315mm*t5

式         1             80,000   

据付補助材料費 各種 1.5% 195300円                              

                                                

                                                式         1              2,929   

据付労務費 防水板

式         1            195,300   

        合  計

        284,088   

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



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
据付　伊賀鉄道第２陸閘　防水板戸当り 2021.04

第  10号内訳書 2021.04

1.000-00000002000

据付材料費（水門） 各種 508620円 3%                                

                                                

                                                式         1             15,258   

据付補助材料費 各種 1.5% 508620円                              

                                                

                                                式         1              7,629   

据付労務費 防水板戸当り

式         1            508,620   

        合  計

        531,507   

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



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
直接経費(水門設備) 2021.04

第  11号内訳書 2021.04

1.000-00000002000

機械経費（クレーン） ラフテレ-ンクレーン 油圧式16t 1日 無            

                                                

                                                式         1             36,600   

機械経費（クレーン） ラフテレ-ンクレーン 油圧式7t 1日 無             

                                                

                                                式         1             32,400   

機械経費（クレーン） ラフテレ-ンクレーン 油圧式7t 2日 無             

                                                

                                                式         1             64,800   

機械経費（電気溶接機） ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 5

時間 6日 無 

式         1             19,752   

雑機械器具損料 3071円                                          

                                                

                                                式         1              3,071   

        合  計

        156,623   

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



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
ローラ修繕 2021.04

第  12号内訳書 2021.04

1.000-00000002000

岩倉排水樋門 純径間1.6m×有効高1.6m

門         1          367,458           367,458   

小田新田排水樋門 純径間3.0m×有効高3.0m

門         2          367,458           734,916   

小田排水機場吐出樋門 純径間2.0m×有効高2.1m

門         1          367,458           367,458   

小田第1排水樋門 純径間2.5m×有効高1.5m

門         1          367,458           367,458   

往古川排水樋門 純径間4.3m×有効高2.7m

門         2          551,187         1,102,374   

平野川排水樋門 純径間3.5m×有効高3.1m

門         2          422,037           844,074   

        合  計

      3,783,738   

              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

一式当たり内訳書
戸当り下部修繕 2021.04

第  13号内訳書 施工中の止水含む 2021.04

1.000-00000002000

下部修繕材料費

式         1             73,265   

木興排水樋門 純径間1.5m×有効高1.75m

門         1          224,574           224,574   

平野川排水樋門 純径間3.5m×有効高3.1m

門         2          206,577           413,154   

朝屋排水樋門 純径間2.75m×有効高2.5m

門         1          317,604           317,604   

八幡排水樋門 純径間2.5m×有効高2.75m

門         1          346,374           346,374   

瀬古口第１排水樋門 純径間2.5m×有効高2.5m

門         1          449,316           449,316   

        合  計

      1,824,287   

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



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
量水標修繕 2021.04

第  14号内訳書 2021.04

1.000-00000002000

量水標 法面部(1割5分勾配) SUS304

m         6.8         19,800           134,640   

量水標 法面部(1割9分勾配) SUS304

m        40.3         30,200         1,217,060   

量水標 法面部(2割勾配) SUS304

m         2.5         19,400            48,500   

量水標取付板 再生プラスチック製 3cm×15cm

m        47.5          3,500           166,250   

アンカーボルト SUS304 M10×60

本        79              222            17,538   

取付ビス SUS304 M4.2mm*18mmタッピング

本       300               17             5,100   

量水標取替労務費

式         1          1,955,982   

        合  計

      3,545,070   

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



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
技術管理費 2021.04

第  15号内訳書 2021.04

1.000-00000002000

諸経費動向調査費

式         1             50,000   

        合  計

         50,000   

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

単－1号

伊賀鉄道第１陸閘　横引きゲート ｼｪﾙ構造、ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製　扉幅6950mmm､有効高616mm､

後面３方水密､開閉方式:手動､扉体昇降装置付 門

        1        2,724,533   

横引きゲート　主要部材費　0.31t アルミ合金

式         1            527,821   

横引きゲート　副部材費　0.05t アルミ合金

式         1             93,144   

横引きゲート　副部材費　0.11t ステンレス鋼材

式         1             61,657   

部品費(率計上)見積 １式

式         1            200,571   

製作補助材料費 各種 13% 682622円                               

                                                

                                                式         1             88,740   

横引きゲート　製作労務費

式         1          1,752,600   

               計

      2,724,533   

               単価

    2,724,533   円／門

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

単－2号

伊賀鉄道第２陸閘　防水板 アルミニウム合金製　有効幅5800mm、有効高1500mm、

変則４分割　取り外し可能 門

        1        2,104,615   

防水板　主要部材費　0.45t アルミ合金

式         1            891,929   

防水板　副部材費　0.09t ステンレス鋼材

式         1             59,950   

部品費(率計上)見積 １式

式         1             89,192   

製作補助材料費 河川用水門設備 小形水門 951879円                

                                                

                                                式         1            123,744   

防水板　製作労務費

式         1            939,800   

               計

      2,104,615   

               単価

    2,104,615   円／門

              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

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

単－4号

建屋塗装修繕 フタル酸樹脂塗料2回塗り

m2

        1            2,798   

現場塗替素地調整 4種 開放部                                      

                                                

                                                 ｍ２         1              678.6             678   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

単－3号

扉体塗装修繕(樋門) エポキシ樹脂系2回塗り

m2

        1            3,525   

エポキシ樹脂系2回塗り 3種Cケレン、中塗り、上塗り

m2         1            3,525             3,525   

               計

          3,525   

               単価

        3,525   円／m2

現場塗装 計上しない 計上しない 計上する 1回 はけ         

長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 開放部 計上する 1回 はけ       

長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 開放部                          ｍ２         1            2,120             2,120   

               計

          2,798   

               単価

        2,798   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

横引きゲート　主要部材費　0.31t アルミ合金

式

        1          527,821   

アルミニウム合金　ＡＦ

PL8

12%                                             

                                                

                                                ｋｇ       193            1,724.91         332,907   

アルミニウム合金　ＡＦ

PL12

12%                                             

                                                

                                                ｋｇ       113            1,724.91         194,914   

               計

        527,821   

               単価

      527,821   円／式

              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

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

横引きゲート　副部材費　0.05t アルミ合金

式

        1           93,144   

アルミニウム合金　ＡＦ

PL3

12%                                             

                                                

                                                ｋｇ         8            1,724.91          13,799   

アルミニウム合金　ＡＦ

PL8

12%                                             

                                                

                                                ｋｇ        17            1,724.91          29,323   

アルミニウム合金　ＡＦ

PL12

12%                                             

                                                

                                                ｋｇ        29            1,724.91          50,022   

               計

         93,144   

               単価

       93,144   円／式

              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

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

横引きゲート　副部材費　0.11t ステンレス鋼材

式

        1           61,657   

ステンレス鋼棒　ＳＵＳ SUS304  径22                                    

                                                

                                                ｋｇ         4              716.2           2,864   

ステンレス鋼棒　ＳＵＳ SUS304  径25～100                               

                                                

                                                ｋｇ         1              698.2             698   

等辺山形鋼　ＳＵＳ３０４

9*75*50用

SUS304 9×75×75                                

                                                

                                                ｋｇ        57              435.1          24,800   

溝形鋼　ＳＵＳ３０４ SUS304 6×150×75                               

                                                

                                                ｋｇ         5              864.1           4,320   

鋼板　ＳＵＳ材 SUS304 t=2 無                                   

                                                

                                                ｋｇ         1              419.72             419   

鋼板　ＳＵＳ材 SUS304 t=9 無                                   

                                                

                                                ｋｇ         5              425.32           2,126   

鋼板　ＳＵＳ材 SUS304 t=19 無                                  

                                                

                                                ｋｇ         5              621.32           3,106   

鋼板　ＳＵＳ材

PL29用

SUS304 t=30 無                                  

                                                

                                                ｋｇ         3              632.52           1,897   

平鋼　ＳＵＳ３０４

6*38用

各種 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr                             

                                                

                                                ｋｇ         3              765.1           2,295   

平鋼　ＳＵＳ３０４ SUS304 9×50                                    

                                                

                                                ｋｇ        24              765.1          18,362   

平鋼　ＳＵＳ３０４ SUS304 9×75                                    

                                                

                                                ｋｇ         1              770.6             770   

              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

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

横引きゲート　副部材費　0.11t ステンレス鋼材

式

        1           61,657   

               計

         61,657   

               単価

       61,657   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

横引きゲート　製作労務費

式

        1        1,752,600   

機械設備製作工  

人        69           25,400         1,752,600   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

製作補助材料費 各種 13% 682622円                               

                                                

                                                

式

        1           88,740   

補助材料費  

式         1             88,740   

               計

         88,740   

               単価

       88,740   円／式      

               計

      1,752,600   

               単価

    1,752,600   円／式

              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

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

横引きゲート用レール　主要部材費

　0.40t

ステンレス鋼材

式

        1          241,141   

鋼板　ＳＵＳ材

ﾌﾟﾚｽ山形鋼用

SUS304 t=8 無                                   

                                                

                                                ｋｇ        25              425.32          10,633   

鋼板　ＳＵＳ材

ﾌﾟﾚｽ溝形鋼用

SUS304 t=8 無                                   

                                                

                                                ｋｇ        15              425.32           6,379   

溝形鋼　ＳＵＳ３０４ SUS304 9×150×75                               

                                                

                                                ｋｇ        27              864.1          23,330   

溝形鋼　ＳＵＳ３０４

9*140*70用

SUS304 9×150×75                               

                                                

                                                ｋｇ       130              864.1         112,333   

鋼板　ＳＵＳ材 SUS304 t=8 無                                   

                                                

                                                ｋｇ       208              425.32          88,466   

               計

        241,141   

               単価

      241,141   円／式

              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

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

横引きゲート用レール　主要部材費

　0.23t

一般鋼材

式

        1           21,649   

Ｈ形鋼（市中）ＳＳ４００ SS400 100×100×6×8                            

                                                

                                                ｋｇ       230               92.81          21,346   

平鋼　ＳＳ４００ SS400 12×50～75                                

                                                

                                                ｋｇ         3              101.06             303   

               計

         21,649   

               単価

       21,649   円／式

              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

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

横引きゲート用レール　副部材費　

0.18t

ステンレス鋼材

式

        1          106,191   

ステンレス鋼棒　ＳＵＳ

RB12用

SUS304  径13.0                                  

                                                

                                                ｋｇ         1              728.2             728   

ステンレス鋼棒　ＳＵＳ

RB24用

SUS304  径25～100                               

                                                

                                                ｋｇ         1              698.2             698   

等辺山形鋼　ＳＵＳ３０４

L100*100*6

各種 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr                             

                                                

                                                ｋｇ         3              655.1           1,965   

溝形鋼　ＳＵＳ３０４ SUS304 9×150×75                               

                                                

                                                ｋｇ         8              864.1           6,912   

溝形鋼　ＳＵＳ３０４

9*140*70用

SUS304 9×150×75                               

                                                

                                                ｋｇ        14              864.1          12,097   

鋼板　ＳＵＳ材 SUS304 t=6 無                                   

                                                

                                                ｋｇ        27              414.12          11,181   

鋼板　ＳＵＳ材 SUS304 t=8 無                                   

                                                

                                                ｋｇ         3              425.32           1,275   

鋼板　ＳＵＳ材 SUS304 t=9 無                                   

                                                

                                                ｋｇ        58              425.32          24,668   

鋼板　ＳＵＳ材 SUS304 t=12 無                                  

                                                

                                                ｋｇ         5              610.12           3,050   

鋼板　ＳＵＳ材

PL14用

SUS304 t=15 無                                  

                                                

                                                ｋｇ         5              621.32           3,106   

鋼板　ＳＵＳ材 SUS304 t=19 無                                  

                                                

                                                ｋｇ         2              621.32           1,242   

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



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） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

横引きゲート用レール　副部材費　

0.18t

ステンレス鋼材

式

        1          106,191   

角鋼（各種）

SUS304　SB25

ｋｇ        51              769.99          39,269   

               計

        106,191   

               単価

      106,191   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

横引きゲート用レール　副部材費　

0.02t

一般鋼材

式

        1            2,964   

鋼板　ＳＳ材 SS400 4.5≦t＜8                                 

                                                

                                                ｋｇ        21              131.47           2,760   

平鋼　ＳＳ４００

6*38

各種                                            

                                                

                                                ｋｇ         1              103.26             103   

平鋼　ＳＳ４００ SS400 6×50～75                                 

                                                

                                                ｋｇ         1              101.06             101   

               計

          2,964   

               単価

        2,964   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

横引きゲート用レール　製作労務費

式

        1        1,041,400   

機械設備製作工  

人        41           25,400         1,041,400   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

製作補助材料費 各種 13% 371945円                               

                                                

                                                

式

        1           48,352   

補助材料費  

式         1             48,352   

               計

         48,352   

               単価

       48,352   円／式      

               計

      1,041,400   

               単価

    1,041,400   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

鉄道カント部水密構造部材　主要部

材費　0.04t

ステンレス鋼材

式

        1           18,490   

鋼板　ＳＵＳ材 SUS304 t=3 無                                   

                                                

                                                ｋｇ        24              442.12          10,610   

鋼板　ＳＵＳ材 SUS304 t=25 無                                  

                                                

                                                ｋｇ        11              621.32           6,834   

鋼板　ＳＵＳ材

PL14用

SUS304 t=15 無                                  

                                                

                                                ｋｇ         1              621.32             621   

鋼板　ＳＵＳ材 SUS304 t=9 無                                   

                                                

                                                ｋｇ         1              425.32             425   

               計

         18,490   

               単価

       18,490   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

鉄道カント部水密構造部材　製作労

務費 式

        1          228,600   

機械設備製作工  

人         9           25,400           228,600   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

製作補助材料費 各種 13% 18490円                                

                                                

                                                

式

        1            2,403   

補助材料費  

式         1              2,403   

               計

          2,403   

               単価

        2,403   円／式      

               計

        228,600   

               単価

      228,600   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

防水板　主要部材費　0.45t アルミ合金

式

        1          891,929   

アルミニウム合金　ＡＦ

PL8

12%                                             

                                                

                                                ｋｇ       211            1,724.91         363,956   

アルミニウム合金　ＡＦ

C125*65*6/9

10%                                             

                                                

                                                ｋｇ       116            2,190.76         254,128   

アルミニウム合金　ＡＦ

C125*65*6/9

10%                                             

                                                

                                                ｋｇ       125            2,190.76         273,845   

               計

        891,929   

               単価

      891,929   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

防水板　副部材費　0.09t ステンレス鋼材

式

        1           59,950   

平鋼　ＳＵＳ３０４ SUS304 9×50                                    

                                                

                                                ｋｇ        30              380.1          11,403   

平鋼　ＳＵＳ３０４

9*65用

SUS304 9×75                                    

                                                

                                                ｋｇ        28              770.6          21,576   

平鋼　ＳＵＳ３０４

9*150用

SUS304 9×75                                    

                                                

                                                ｋｇ        35              770.6          26,971   

               計

         59,950   

               単価

       59,950   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

防水板　製作労務費

式

        1          939,800   

機械設備製作工  

人        37           25,400           939,800   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

製作補助材料費 河川用水門設備 小形水門 951879円                

                                                

                                                

式

        1          123,744   

補助材料費  

式         1            123,744   

               計

        123,744   

               単価

      123,744   円／式      

               計

        939,800   

               単価

      939,800   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

防水板戸当り　主要部材費　0.18t アルミ合金

式

        1          469,262   

アルミニウム合金　ＡＦ

PL5用

12%                                             

                                                

                                                ｋｇ         8            1,724.91          13,799   

アルミニウム合金　ＡＦ

PL8用

12%                                             

                                                

                                                ｋｇ        13            1,724.91          22,423   

アルミニウム合金　ＡＦ

H150*150*7/10

10%                                             

                                                

                                                ｋｇ       158            2,740.76         433,040   

               計

        469,262   

               単価

      469,262   円／式

              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）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

防水板戸当り　製作労務費

式

        1          457,200   

機械設備製作工  

人        18           25,400           457,200   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

製作補助材料費 河川用水門設備 小形水門 469262円                

                                                

                                                

式

        1           61,004   

補助材料費  

式         1             61,004   

               計

         61,004   

               単価

       61,004   円／式      

               計

        457,200   

               単価

      457,200   円／式

              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）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

新設工事輸送費（プレートガータロ

ーラ・スライド）

第1陸閘

4.004無 133km                                   

                                                

                                                

式

        1          226,000   

運搬費用  

式         1            226,000   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

酸洗施工（ｍ２当り） 計上しない                                      

                                                

                                                

 ｍ２

        1            5,000   

酸洗費  

 ｍ２         1            5,000             5,000   

               計

          5,000   

               単価

        5,000   円／ｍ２

               計

        226,000   

               単価

      226,000   円／式

              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）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付材料費（水門） 各種 945420円 3%                                

                                                

                                                

式

        1           28,362   

据付材料費（率計上）  

式         1             28,362   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

新設工事輸送費（プレートガータロ

ーラ・スライド）

第2陸閘

8.7無 133km                                     

                                                

                                                

式

        1          237,000   

運搬費用  

式         1            237,000   

               計

        237,000   

               単価

      237,000   円／式

               計

         28,362   

               単価

       28,362   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



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）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付補助材料費 各種 1.5% 945420円                              

                                                

                                                

式

        1           14,181   

補助材料費  

式         1             14,181   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付部品費(積上) エッチング銘板 200mm*315mm*t5

式

        1           80,000   

エッチング銘板 200mm×315mm×t5mm

枚         1           80,000            80,000   

               計

         80,000   

               単価

       80,000   円／式

               計

         14,181   

               単価

       14,181   円／式      

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



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）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付材料費（水門） 各種 1217580円 3%                               

                                                

                                                

式

        1           36,527   

据付材料費（率計上）  

式         1             36,527   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付労務費 横引きゲート

式

        1          945,420   

機械設備据付工  

人        12           25,620           307,440   

普通作業員  

人        31           20,580           637,980   

               計

        945,420   

               単価

      945,420   円／式

               計

         36,527   

               単価

       36,527   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



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）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付労務費 横引きゲート用レール

式

        1        1,217,580   

機械設備据付工  

人        17           25,620           435,540   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付補助材料費 各種 1.5% 1217580円                             

                                                

                                                

式

        1           18,263   

補助材料費  

式         1             18,263   

               計

         18,263   

               単価

       18,263   円／式      

普通作業員  

人        38           20,580           782,040   

               計

      1,217,580   

               単価

    1,217,580   円／式

              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）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付補助材料費 各種 1.5% 323820円                              

                                                

                                                

式

        1            4,857   

補助材料費  

式         1              4,857   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付材料費（水門） 各種 323820円 3%                                

                                                

                                                

式

        1            9,714   

据付材料費（率計上）  

式         1              9,714   

               計

          9,714   

               単価

        9,714   円／式

               計

          4,857   

               単価

        4,857   円／式      

              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）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付材料費（水門） 各種 195300円 3%                                

                                                

                                                

式

        1            5,859   

据付材料費（率計上）  

式         1              5,859   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付労務費 鉄道カント部水密構造部材

式

        1          323,820   

機械設備据付工  

人         3           25,620            76,860   

普通作業員  

人        12           20,580           246,960   

               計

        323,820   

               単価

      323,820   円／式

               計

          5,859   

               単価

        5,859   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付補助材料費 各種 1.5% 195300円                              

                                                

                                                

式

        1            2,929   

補助材料費  

式         1              2,929   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付部品費(積上) エッチング銘板 200mm*315mm*t5

式

        1           80,000   

エッチング銘板 200mm×315mm×t5mm

枚         1           80,000            80,000   

               計

         80,000   

               単価

       80,000   円／式

               計

          2,929   

               単価

        2,929   円／式      

              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

参考資料（１）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付材料費（水門） 各種 508620円 3%                                

                                                

                                                

式

        1           15,258   

据付材料費（率計上）  

式         1             15,258   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付労務費 防水板

式

        1          195,300   

機械設備据付工  

人         2           25,620            51,240   

普通作業員  

人         7           20,580           144,060   

               計

        195,300   

               単価

      195,300   円／式

               計

         15,258   

               単価

       15,258   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



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）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付労務費 防水板戸当り

式

        1          508,620   

機械設備据付工  

人         7           25,620           179,340   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付補助材料費 各種 1.5% 508620円                              

                                                

                                                

式

        1            7,629   

補助材料費  

式         1              7,629   

               計

          7,629   

               単価

        7,629   円／式      

普通作業員  

人        16           20,580           329,280   

               計

        508,620   

               単価

      508,620   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



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）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

機械経費（クレーン） ラフテレ-ンクレーン 油圧式7t 1日 無             

                                                

                                                

式

        1           32,400   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ７ｔ吊

日         1           32,400            32,400   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

機械経費（クレーン） ラフテレ-ンクレーン 油圧式16t 1日 無            

                                                

                                                

式

        1           36,600   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ １６ｔ吊

日         1           36,600            36,600   

               計

         36,600   

               単価

       36,600   円／式      

               計

         32,400   

               単価

       32,400   円／式      

              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

参考資料（１）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

機械経費（電気溶接機） ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 5

時間 6日 無 式

        1           19,752   

電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］ 排出ガス対策型（第２次）　最大溶接電流２００Ａ

日         6            3,292            19,752   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

機械経費（クレーン） ラフテレ-ンクレーン 油圧式7t 2日 無             

                                                

                                                

式

        1           64,800   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ７ｔ吊

日         2           32,400            64,800   

               計

         64,800   

               単価

       64,800   円／式      

               計

         19,752   

               単価

       19,752   円／式      

              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

参考資料（１）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

岩倉排水樋門 純径間1.6m×有効高1.6m

門

        1          367,458   

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

13.7人/式 0.8人/式 無 無 無                     

                                                

                                                式         1            367,458   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

雑機械器具損料 3071円                                          

                                                

                                                

式

        1            3,071   

雑器具損料  

式         1              3,071   

               計

          3,071   

               単価

        3,071   円／式      

               計

        367,458   

               単価

      367,458   円／門

              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

参考資料（１）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

小田排水機場吐出樋門 純径間2.0m×有効高2.1m

門

        1          367,458   

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

13.7人/式 0.8人/式 無 無 無                     

                                                

                                                式         1            367,458   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

小田新田排水樋門 純径間3.0m×有効高3.0m

門

        1          367,458   

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

13.7人/式 0.8人/式 無 無 無                     

                                                

                                                式         1            367,458   

               計

        367,458   

               単価

      367,458   円／門

               計

        367,458   

               単価

      367,458   円／門

              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

参考資料（１）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

往古川排水樋門 純径間4.3m×有効高2.7m

門

        1          551,187   

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

20.55人/式 1.2人/式 無 無 無                    

                                                

                                                式         1            551,187   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

小田第1排水樋門 純径間2.5m×有効高1.5m

門

        1          367,458   

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

13.7人/式 0.8人/式 無 無 無                     

                                                

                                                式         1            367,458   

               計

        367,458   

               単価

      367,458   円／門

               計

        551,187   

               単価

      551,187   円／門

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

平野川排水樋門 純径間3.5m×有効高3.1m

門

        1          422,037   

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

15.75人/式 0.9人/式 無 無 無                    

                                                

                                                式         1            422,037   

               計

        422,037   

               単価

      422,037   円／門

              国土交通省　近畿地方整備局- 37 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

下部修繕材料費

式

        1           73,265   

鉄粉配合パテ

kg         3.5         10,000            35,000   

下地用粘土 土葺き屋根瓦用　25kg入り

袋         4            3,000            12,000   

据付（修繕）補助材料費 小形水門 1751022円                              

                                                

                                                式         1             26,265   

               計

         73,265   

               単価

       73,265   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

平野川排水樋門 純径間3.5m×有効高3.1m

門

        1          206,577   

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

2.4人/式 7.05人/式 無 無 無                     

                                                

                                                式         1            206,577   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

木興排水樋門 純径間1.5m×有効高1.75m

門

        1          224,574   

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

2.5人/式 7.8人/式 無 無 無                      

                                                

                                                式         1            224,574   

               計

        224,574   

               単価

      224,574   円／門

               計

        206,577   

               単価

      206,577   円／門

              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

参考資料（１）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

八幡排水樋門 純径間2.5m×有効高2.75m

門

        1          346,374   

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

3.8人/式 12.1人/式 無 無 無                     

                                                

                                                式         1            346,374   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

朝屋排水樋門 純径間2.75m×有効高2.5m

門

        1          317,604   

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

3.4人/式 11.2人/式 無 無 無                     

                                                

                                                式         1            317,604   

               計

        317,604   

               単価

      317,604   円／門

               計

        346,374   

               単価

      346,374   円／門

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

エポキシ樹脂系2回塗り 3種Cケレン、中塗り、上塗り

m2

        1            3,525   

現場塗替素地調整 3種 (C) 開放部                                  

                                                

                                                 ｍ２         1            1,107             1,107   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

瀬古口第１排水樋門 純径間2.5m×有効高2.5m

門

        1          449,316   

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

3.4人/式 17.6人/式 無 無 無                     

                                                

                                                式         1            449,316   

               計

        449,316   

               単価

      449,316   円／門

現場塗装 計上しない 計上しない 計上する 1回 はけ         

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 開放部 計上する 1回 はけ            

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 開放部                               ｍ２         1            2,418             2,418   

               計

          3,525   

               単価

        3,525   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



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）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

現場塗替素地調整 4種 開放部                                      

                                                

                                                

 ｍ２

      100              678.6 

橋りょう塗装工  

人         1.9         34,020            64,638   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

量水標取替労務費

式

        1        1,955,982   

特殊作業員  

人        61.6         23,835         1,468,236   

普通作業員  

人        23.7         20,580           487,746   

               計

      1,955,982   

               単価

    1,955,982   円／式

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              3,222   

               計

         67,860   

               単価

          678.6 円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 42 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

現場塗装 計上しない 計上しない 計上する 1回 はけ         

長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 開放部 計上する 1回 はけ       

長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 開放部                         

 ｍ２

      100            2,120   

現場中塗 はけ 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 開放部 

 ｍ２       100            1,060           106,000   

現場上塗 はけ 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 開放部 

 ｍ２       100            1,060           106,000   

               計

        212,000   

               単価

        2,120   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 43 -



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（２）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

アルミニウム合金　ＡＦ

H150*150*7/10

10%                                             

                                                

                                                

ｋｇ

    1,000            2,740.76

アルミニウム合金 A6063S-T5 H150*150*7/10

Ｋｇ     1,100            2,500         2,750,000   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

アルミニウム合金　ＡＦ

PL5用

12%                                             

                                                

                                                

ｋｇ

    1,000            1,724.91

アルミニウム合金 A5083P-0

Ｋｇ     1,120            1,550         1,736,000   

スクラップ アルミくず　機械鋳物

ｋｇ       -84              132           -11,088   

               計

      1,724,912   

               単価

        1,724.91 円／ｋｇ

スクラップ アルミくず　機械鋳物

ｋｇ       -70              132            -9,240   

               計

      2,740,760   

               単価

        2,740.76 円／ｋｇ

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

電気溶接機［ディーゼルエンジン駆

動・直流アーク］

排出ガス対策型（第２次）　最大溶接電流２００Ａ

日

        1            3,292   

軽油  １．２号

Ｌ        13              114             1,482   

電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］ 排出ガス対策型（第２次）　最大溶接電流２００Ａ

日         1            1,810             1,810   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          3,292   

               単価

        3,292   円／日

              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（２）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

20.55人/式 1.2人/式 無 無 無                    

                                                

                                                

式

        1          551,187   

機械設備据付工  

人        20.55        25,620           526,491   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

13.7人/式 0.8人/式 無 無 無                     

                                                

                                                

式

        1          367,458   

機械設備据付工  

人        13.7         25,620           350,994   

普通作業員  

人         0.8         20,580            16,464   

               計

        367,458   

               単価

      367,458   円／式      

普通作業員  

人         1.2         20,580            24,696   

               計

        551,187   

               単価

      551,187   円／式      

              国土交通省　近畿地方整備局- 46 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（２）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付（修繕）補助材料費 小形水門 1751022円                              

                                                

                                                

式

        1           26,265   

補助材料費  

式         1             26,265   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

15.75人/式 0.9人/式 無 無 無                    

                                                

                                                

式

        1          422,037   

機械設備据付工  

人        15.75        25,620           403,515   

普通作業員  

人         0.9         20,580            18,522   

               計

        422,037   

               単価

      422,037   円／式      

               計

         26,265   

               単価

       26,265   円／式

              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

参考資料（２）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

2.4人/式 7.05人/式 無 無 無                     

                                                

                                                

式

        1          206,577   

機械設備据付工  

人         2.4         25,620            61,488   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

2.5人/式 7.8人/式 無 無 無                      

                                                

                                                

式

        1          224,574   

機械設備据付工  

人         2.5         25,620            64,050   

普通作業員  

人         7.8         20,580           160,524   

               計

        224,574   

               単価

      224,574   円／式      

普通作業員  

人         7.05        20,580           145,089   

               計

        206,577   

               単価

      206,577   円／式      

              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

参考資料（２）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

3.8人/式 12.1人/式 無 無 無                     

                                                

                                                

式

        1          346,374   

機械設備据付工  

人         3.8         25,620            97,356   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

3.4人/式 11.2人/式 無 無 無                     

                                                

                                                

式

        1          317,604   

機械設備据付工  

人         3.4         25,620            87,108   

普通作業員  

人        11.2         20,580           230,496   

               計

        317,604   

               単価

      317,604   円／式      

普通作業員  

人        12.1         20,580           249,018   

               計

        346,374   

               単価

      346,374   円／式      

              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

参考資料（２）

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

現場塗替素地調整 3種 (C) 開放部                                  

                                                

                                                

 ｍ２

      100            1,107   

橋りょう塗装工  

人         3.1         34,020           105,462   

2021.04

2021.04

1.000-00000002000

据付（各種）

主ローラ分解・清掃

3.4人/式 17.6人/式 無 無 無                     

                                                

                                                

式

        1          449,316   

機械設備据付工  

人         3.4         25,620            87,108   

普通作業員  

人        17.6         20,580           362,208   

               計

        449,316   

               単価

      449,316   円／式      

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,238   

               計

        110,700   

               単価

        1,107   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

現場塗装 計上しない 計上しない 計上する 1回 はけ         

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 開放部 計上する 1回 はけ            

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 開放部                              

 ｍ２

      100            2,418   

現場中塗 はけ ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 開放部 

 ｍ２       100            1,210           121,000   

現場上塗 はけ ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 開放部 

 ｍ２       100            1,208           120,800   

               計

        241,800   

               単価

        2,418   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

現場中塗 はけ 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 開放部 

 ｍ２

      100            1,060   

合成樹脂調合ペイント Ｋ５５１６　２種　中塗り用　淡彩

ｋｇ        12              492             5,904   

塗料用シンナー Ｋ－２２０１

Ｌ         1.3            127               165   

橋りょう塗装工  

人         2.8         34,020            95,256   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,675   

               計

        106,000   

               単価

        1,060   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

現場上塗 はけ 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 開放部 

 ｍ２

      100            1,060   

合成樹脂調合ペイント Ｋ５５１６　２種　上塗り用　淡彩

ｋｇ        11              535             5,885   

塗料用シンナー Ｋ－２２０１

Ｌ         1.2            127               152   

橋りょう塗装工  

人         2.8         34,020            95,256   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,707   

               計

        106,000   

               単価

        1,060   円／ｍ２

              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（３） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

現場中塗 はけ ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 開放部 

 ｍ２

      100            1,210   

エポキシ樹脂塗料 中塗り

ｋｇ        18            1,130            20,340   

塗料用シンナー エポキシ樹脂塗料用シンナー

Ｌ         1.9            362               687   

橋りょう塗装工  

人         2.8         34,020            95,256   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,717   

               計

        121,000   

               単価

        1,210   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 54 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（３） 2021.04

2021.04

1.000-00000002000

現場上塗 はけ ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 開放部 

 ｍ２

      100            1,208   

エポキシ樹脂塗料 上塗り

ｋｇ        17            1,190            20,230   

塗料用シンナー エポキシ樹脂塗料用シンナー

Ｌ         1.8            362               651   

橋りょう塗装工  

人         2.8         34,020            95,256   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,663   

               計

        120,800   

               単価

        1,208   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -


