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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

木津川祝園地区堤防強化工事

鏡

京都府相楽郡精華町祝園地先

　１）　発注年月　　　　　令和 3年 5月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　淀川河川事務所　工務第一課              　　　　　

　３）　工事番号　　　　　4021010002　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　河川工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  246日間 　　　　自　　　令和 3年 6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　　　　　京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　木津川市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　木津川下流　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 3年 3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 5月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2021年 5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 　　　　　　　      1,394,960 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年 3月30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

木津川祝園地区堤防強化工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

築堤･護岸

式         1         74,566,236

　河川土工

　

式         1          1,949,267

　　掘削工

　　

式         1            176,587

　　　掘削

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無

 障害無 5,000m3未満

m3       590              299.3         176,587

単-1号

　　盛土工

　　

式         1            322,560

　　　路体(築堤)盛土

　　　

施工幅2.5m未満

m3        60            5,376           322,560

単-2号

　　法面整形工

　　

式         1          1,450,120

　　　法面整形(切土部)

　　　

現場制約無 ﾚｷ質土､砂

及び砂質土､粘性土

m2     1,520              755.5       1,148,360

単-3号

　　　法面整形(盛土部)

　　　

法面締固め無 現場制

約無

m2       800              377.2         301,760

単-4号

　護岸基礎工

　

式         1         16,610,069

　　作業土工

　　

式         1          1,122,729

　　　床掘り(掘削)

　　　

土砂

m3        80              299.3          23,944

単-5号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

木津川祝園地区堤防強化工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　床掘り

　　　

土砂

m3       780              212           165,360

単-6号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        80            2,531           202,480

単-7号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        40            1,678            67,120

単-8号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3       750              885.1         663,825

単-9号

　　基礎工

　　

式         1          4,353,500

　　　現場打基礎(A)

　　　

18-8-40(高炉) 底幅56

cm 高さ50cm

m       122           15,070         1,838,540

単-10号

　　　現場打基礎(B)

　　　

18-8-40(高炉) 底幅56

cm 高さ80cm

m       106           22,650         2,400,900

単-11号

　　　現場打基礎(C)

　　　

18-8-40(高炉) 底幅56

cm 高さ50cm～80cm

m         6           19,010           114,060

単-12号

　　矢板工

　　

式         1         11,133,840

　　　広幅鋼矢板

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均

長さ 6.5ｍ 鋼矢板打

込長 6ｍ 枚        18           89,200         1,605,600

単-13号

　　　広幅鋼矢板

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均

長さ 7ｍ 鋼矢板打込

長 6.5ｍ 枚        22           97,170         2,137,740

単-14号

　　　広幅鋼矢板

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均

長さ 7.5ｍ 鋼矢板打

込長 7ｍ 枚        45          103,400         4,653,000

単-15号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

木津川祝園地区堤防強化工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　広幅鋼矢板

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均

長さ 8ｍ 鋼矢板打込

長 7.5ｍ 枚        25          109,500         2,737,500

単-16号

　法覆護岸工

　

式         1         29,693,386

　　多自然護岸工

　　

式         1         24,705,786

　　　ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ

　　　

t=100 法勾配1:2.0以

上 1:3.0未満

m2     2,332            7,215        16,825,380

単-17号

　　　遮水ｼｰﾄ張

　　　

厚1.0＋10.0㎜ ﾋﾟﾝ対

応ﾀｲﾌﾟ

m2     2,332            3,293         7,679,276

単-18号

　　　小口止ｺﾝｸﾘｰﾄA

　　　

幅20cm 18-8-40(高炉)

箇所         1          102,800           102,800

単-19号

　　　小口止ｺﾝｸﾘｰﾄB

　　　

幅20cm 18-8-40(高炉)

箇所         1           98,330            98,330

単-20号

　　植生工

　　

式         1          3,305,900

　　　張芝

　　　

張芝工 500m2以上

m2     1,850            1,520         2,812,000

単-21号

　　　市松芝

　　　

野芝

m2       550              898           493,900

単-22号

　　覆土工

　　

式         1          1,681,700

　　　覆土(流用土)

　　　

t=300

m3       440            2,018           887,920

単-23号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

木津川祝園地区堤防強化工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　覆土(採取土)

　　　

t=300

m3       130            6,106           793,780

単-24号

　付帯道路工

　

式         1          1,713,497

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(坂路部)

式         1            649,051

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 100ｍｍ

m2       329              416.8         137,127

単-25号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(13) 舗装厚 50ｍｍ

 1.4m以上3.0m以下 m2       329            1,556           511,924

単-26号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(堤防天端部)

式         1            182,382

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 100ｍｍ

m2        60              722.7          43,362

単-27号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50ｍｍ

 1.4m未満（1層当り平

均仕上り厚50mm以下） m2        60            2,317           139,020

単-28号

　　縁石工

　　

式         1            876,330

　　　舗装止めﾌﾞﾛｯｸ

　　　

C種(150×150×600)

m       234            3,745           876,330

単-29号

　　張ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　

式         1              5,734
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

木津川祝園地区堤防強化工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　張ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉) t=15cm

m2         1            5,734             5,734

単-30号

　構造物撤去工

　

式         1          5,987,199

　　構造物取壊し工

　　

式         1          4,014,992

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物 機械施工

m3       539            7,206         3,884,034

単-31号

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m       130              535            69,550

単-32号

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版

厚 3cm

m2       380              161.6          61,408

単-33号

　　運搬処理工

　　

式         1          1,972,207

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3       539            1,183           637,637

単-34号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3        12            2,605            31,260

単-35号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3       539            2,350         1,266,650

単-36号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3        12            3,055            36,660

単-37号

　仮設工

　

式         1         18,612,818
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

木津川祝園地区堤防強化工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　迂回自転車道設置工

　　

式         1          9,701,188

　　　工事用道路盛土

　　　

m3     1,000            1,488         1,488,000

単-38号

　　　大型土のう

　　　

製作・設置 採取土

袋       426            4,332         1,845,432

単-39号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3     1,500              192.6         288,900

単-40号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     1,470            3,322         4,883,340

単-41号

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 100ｍｍ

m2       606              416.8         252,580

単-42号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(13) 舗装厚 50ｍｍ

 1.4m以上3.0m以下 m2       606            1,556           942,936

単-43号

　　迂回自転車道撤去工

　　

式         1          5,728,450

　　　掘削

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無

 障害無 5,000m3未満

m3     1,100              299.3         329,230

単-44号

　　　大型土のう

　　　

撤去

袋       426              614           261,564

単-45号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     1,420            3,322         4,717,240

単-46号

　　　整地

　　　

残土受入れ地での処理

m3     1,400              108.6         152,040

単-47号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

木津川祝園地区堤防強化工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版

厚 5cm

m2       610              161.6          98,576

単-48号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3        30            2,605            78,150

単-49号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3        30            3,055            91,650

単-50号

　　交通管理工

　　

式         1          3,183,180

　　　交通誘導警備員

　　　

人日       273           11,660         3,183,180

単-51号

直接工事費

式         1         74,566,236

共通仮設費

式         1          7,657,600

　共通仮設費

　

式         1          1,618,600

　　運搬費

　　

式         1            850,600

　　　重建設機械分解組立輸送費

　　　

回         1          850,600           850,600

単-52号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            768,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          6,039,000
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

木津川祝園地区堤防強化工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

純工事費

式         1         82,223,836

　現場管理費

　

式         1         22,315,000

工事原価

式         1        104,538,836

　一般管理費等

　

式         1         16,211,164

工事価格

式         1        120,750,000

消費税相当額

式         1         12,075,000

工事費計

式         1        132,825,000
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数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

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

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－2号

路体(築堤)盛土 施工幅2.5m未満

m3

        1            5,376   

路体（築堤）盛土 2.5m未満 

 ｍ３         1            5,376             5,376   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

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              299.3 

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 

 ｍ３         1              299.3             299.3 

               計

            299.3 

               単価

          299.3 円／m3

               計

          5,376   

               単価

        5,376   円／m3
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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

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－4号

法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無

m2

        1              377.2 

法面整形 盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土     

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              377.2             377.2 

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－3号

法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

m2

        1              755.5 

法面整形 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土          

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              755.5             755.5 

               計

            755.5 

               単価

          755.5 円／m2

               計

            377.2 

               単価

          377.2 円／m2
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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

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－6号

床掘り 土砂

m3

        1              212   

床掘り 土砂 標準 無し 無し                             

                                                

                                                 ｍ３         1              212               212   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－5号

床掘り(掘削) 土砂

m3

        1              299.3 

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し                         

5,000m3未満                                     

                                                 ｍ３         1              299.3             299.3 

               計

            299.3 

               単価

          299.3 円／m3

               計

            212   

               単価

          212   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

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－8号

埋戻し 土砂

m3

        1            1,678   

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 

 ｍ３         1            1,678             1,678   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－7号

埋戻し 土砂

m3

        1            2,531   

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 

 ｍ３         1            2,531             2,531   

               計

          2,531   

               単価

        2,531   円／m3

               計

          1,678   

               単価

        1,678   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

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－10号

現場打基礎(A) 18-8-40(高炉) 底幅56cm 高さ50cm

m

        1           15,070   

現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 有り                              

一般養生･特殊養生(練炭)                         

                                                 ｍ３         0.22        68,460            15,061.2 

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－9号

埋戻し 土砂

m3

        1              885.1 

埋戻し 最大埋戻幅4m以上 

 ｍ３         1              885.1             885.1 

               計

            885.1 

               単価

          885.1 円／m3

               計

         15,061.2 

               単価

       15,070   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 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－11号

現場打基礎(B) 18-8-40(高炉) 底幅56cm 高さ80cm

m

       10           22,650   

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下                          

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

                                                 ｍ２         6.6          1,180             7,788   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        16.6          7,558           125,462.8 

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

                                                

                                                 ｍ２         0.31         1,898               588.38

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         3.05        30,360            92,598   

               計

        226,437.18

               単価

       22,650   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 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－12号

現場打基礎(C) 18-8-40(高炉) 底幅56cm 高さ50cm～80cm

m

       10           19,010   

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下                          

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

                                                 ｍ２         6.6          1,180             7,788   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        13.6          7,558           102,788.8 

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

                                                

                                                 ｍ２         0.26         1,898               493.48

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         2.6         30,360            78,936   

               計

        190,006.28

               単価

       19,010   円／m

              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

１次単価表

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－14号

広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7ｍ 鋼矢板打込長 6.5ｍ

枚

        1           97,170   

鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外） SYW295 10H型 7m/枚                              

                                                

                                                枚         1           86,520            86,520   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－13号

広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5ｍ 鋼矢板打込長 6ｍ

枚

        1           89,200   

鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外） SYW295 10H型 6.5m/枚                            

                                                

                                                枚         1           80,370            80,370   

バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み 陸上 電動式 60kW 無し 10H型 6m以下              

                                                

                                                枚         1            8,826             8,826   

               計

         89,196   

               単価

       89,200   円／枚

バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み 陸上 電動式 60kW 無し 10H型 9m以下              

                                                

                                                枚         1           10,650            10,650   

               計

         97,170   

               単価

       97,170   円／枚

              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

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－16号

広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 8ｍ 鋼矢板打込長 7.5ｍ

枚

        1          109,500   

鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外） SYW295 10H型 8m/枚                              

                                                

                                                枚         1           98,820            98,820   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－15号

広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5ｍ 鋼矢板打込長 7ｍ

枚

        1          103,400   

鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外） SYW295 10H型 7.5m/枚                            

                                                

                                                枚         1           92,670            92,670   

バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み 陸上 電動式 60kW 無し 10H型 9m以下              

                                                

                                                枚         1           10,650            10,650   

               計

        103,320   

               単価

      103,400   円／枚

バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み 陸上 電動式 60kW 無し 10H型 9m以下              

                                                

                                                枚         1           10,650            10,650   

               計

        109,470   

               単価

      109,500   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－17号

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=100 法勾配1:2.0以上 1:3.0未満

m2

    2,332            7,215   

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ超え18m以下） 2.0m以上2.5m以下 1:2.0以上                      

1:3.0未満 標準                                  

                                                 ｍ２         5            7,339            36,695   

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ超え18m以下） 2.5mを超え3.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満 標準                                  

                                                 ｍ２       202            7,296         1,473,792   

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ超え18m以下） 3.5mを超え4.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満 標準                                  

                                                 ｍ２       177            7,257         1,284,489   

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ超え18m以下） 4.5mを超え5.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満 標準                                  

                                                 ｍ２       289            7,223         2,087,447   

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ超え18m以下） 5.5mを超え6.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満 標準                                  

                                                 ｍ２     1,341.2          7,194         9,648,592.8 

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ超え18m以下） 6.5mを超え7.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満 標準                                  

                                                 ｍ２       145            7,165         1,038,925   

ブロックマット工（最大法長５．５ｍ以下） 2.0m以上2.5m以下 1:2.0以上                      

1:3.0未満                                       

                                                 ｍ２        12            7,362            88,344   

ブロックマット工（最大法長５．５ｍ以下） 2.5mを超え3.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満                                       

                                                 ｍ２        58            7,308           423,864   

ブロックマット工（最大法長５．５ｍ以下） 3.5mを超え4.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満                                       

                                                 ｍ２         0.8          7,257             5,805.6 

ブロックマット工（最大法長５．５ｍ以下） 4.5mを超え5.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満                                       

                                                 ｍ２       102            7,216           736,032   

               計

     16,823,986.4 

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－17号

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=100 法勾配1:2.0以上 1:3.0未満

m2

    2,332            7,215   

               単価

        7,215   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－19号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄA 幅20cm 18-8-40(高炉)

箇所

       10          102,800   

コンクリート 小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉)             

一般養生                                        

打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下          ｍ３         8.34        33,740           281,391.6 

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－18号

遮水ｼｰﾄ張 厚1.0＋10.0㎜ ﾋﾟﾝ対応ﾀｲﾌﾟ

m2

    2,332            3,293   

遮水シート張 遮水ｼｰﾄ各種                                     

                                                

                                                 ｍ２     2,332            3,208         7,481,056   

遮水シート張 遮水ｼｰﾄ各種                                     

                                                

                                                 ｍ２       150            1,307           196,050   

               計

      7,677,106   

               単価

        3,293   円／m2

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        98.66         7,558           745,672.28

               計

      1,027,063.88

               単価

      102,800   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－21号

張芝 張芝工 500m2以上

m2

        1            1,520   

人力施工による植生工 張芝工 500m2以上(標準) 無                       

                                                

                                                 ｍ２         1            1,520             1,520   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－20号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄB 幅20cm 18-8-40(高炉)

箇所

       10           98,330   

コンクリート 小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉)             

一般養生                                        

打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下          ｍ３         7.84        33,740           264,521.6 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        95.1          7,558           718,765.8 

               計

        983,287.4 

               単価

       98,330   円／箇所

               計

          1,520   

               単価

        1,520   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－23号

覆土(流用土) t=300

m3

        1            2,018   

法面整形 盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土     

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         3.33           605.8           2,017.31

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－22号

市松芝 野芝

m2

        1              898   

市松芝 野芝 

 ｍ２         1              898               898   

               計

            898   

               単価

          898   円／m2

               計

          2,017.31

               単価

        2,018   円／m3

              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

１次単価表 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－24号

覆土(採取土) t=300

m3

      130            6,106   

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満                           

                                                

                                                 ｍ３       150              192.6          28,890   

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                  

31.5km以下                                       ｍ３       150            3,322           498,300   

法面整形 盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土     

全ての費用                                      

                                                 ｍ２       440              605.8         266,552   

               計

        793,742   

               単価

        6,106   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－26号

表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以

上3.0m以下 m2

        1            1,556   

表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 50mm                           

再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ             

PK-3 全ての費用                                  ｍ２         1            1,556             1,556   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－25号

下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ

m2

        1              416.8 

下層路盤（車道・路肩部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              416.8             416.8 

               計

            416.8 

               単価

          416.8 円／m2

               計

          1,556   

               単価

        1,556   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－28号

表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未

満（1層当り平均仕上り厚50mm以下） m2

        1            2,317   

表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)           

50mm 再生密粒度アスコン（２０）                 

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用                         ｍ２         1            2,317             2,317   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－27号

下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ

m2

        1              722.7 

下層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              722.7             722.7 

               計

            722.7 

               単価

          722.7 円／m2

               計

          2,317   

               単価

        2,317   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－30号

張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) t=15cm

m2

        1            5,734   

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下                          

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

                                                 ｍ２         1            1,180             1,180   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－29号

舗装止めﾌﾞﾛｯｸ C種(150×150×600)

m

        1            3,745   

地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600)                         

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 無し                          

                                                ｍ         1            3,745             3,745   

               計

          3,745   

               単価

        3,745   円／m

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.15        30,360             4,554   

               計

          5,734   

               単価

        5,734   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－32号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              535   

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

                                                

                                                ｍ         1              535               535   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－31号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工

m3

        1            7,206   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            7,206             7,206   

               計

          7,206   

               単価

        7,206   円／m3

               計

            535   

               単価

          535   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－34号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            1,183   

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 5.7km以下 全ての費用                       

                                                 ｍ３         1            1,183             1,183   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－33号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 3cm

m2

        1              161.6 

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

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              161.6             161.6 

               計

            161.6 

               単価

          161.6 円／m2

               計

          1,183   

               単価

        1,183   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－36号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－35号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            2,605   

殻運搬 舗装版破砕                                      

機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)         

無し 6.5km以下 全ての費用                        ｍ３         1            2,605             2,605   

               計

          2,605   

               単価

        2,605   円／m3

               計

          2,350   

               単価

        2,350   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－37号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3

        1            3,055   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,055             3,055   

               計

          3,055   

               単価

        3,055   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－38号

工事用道路盛土

m3

    1,000            1,488   

路体（築堤）盛土 2.5m未満                                        

                                                

                                                 ｍ３       230            5,376         1,236,480   

路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満                                

                                                

                                                 ｍ３       210              687           144,270   

路体（築堤）盛土 4.0m以上 10,000m3未満 無し                      

                                                

                                                 ｍ３       560              191.4         107,184   

               計

      1,487,934   

               単価

        1,488   円／m3

              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

１次単価表

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－40号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満

m3

        1              192.6 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              192.6             192.6 

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－39号

大型土のう 製作・設置 採取土

袋

        1            4,332   

大型土のう工 製作・設置 流用土 6m以下                        

                                                

                                                袋         1            4,332             4,332   

               計

          4,332   

               単価

        4,332   円／袋

               計

            192.6 

               単価

          192.6 円／m3

              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

１次単価表

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－42号

下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ

m2

        1              416.8 

下層路盤（車道・路肩部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              416.8             416.8 

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－41号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            3,322   

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                  

31.5km以下                                       ｍ３         1            3,322             3,322   

               計

          3,322   

               単価

        3,322   円／m3

               計

            416.8 

               単価

          416.8 円／m2

              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

１次単価表

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－44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              299.3 

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 

 ｍ３         1              299.3             299.3 

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－43号

表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以

上3.0m以下 m2

        1            1,556   

表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 50mm                           

再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ             

PK-3 全ての費用                                  ｍ２         1            1,556             1,556   

               計

          1,556   

               単価

        1,556   円／m2

               計

            299.3 

               単価

          299.3 円／m3

              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

１次単価表

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－46号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            3,322   

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                  

31.5km以下                                       ｍ３         1            3,322             3,322   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－45号

大型土のう 撤去

袋

        1              614   

大型土のう工 撤去 6m以下                                     

                                                

                                                袋         1              614               614   

               計

            614   

               単価

          614   円／袋

               計

          3,322   

               単価

        3,322   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－48号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm

m2

        1              161.6 

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

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              161.6             161.6 

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－47号

整地 残土受入れ地での処理

m3

        1              108.6 

整地 残土受入れ地での処理 

 ｍ３         1              108.6             108.6 

               計

            108.6 

               単価

          108.6 円／m3

               計

            161.6 

               単価

          161.6 円／m2

              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

１次単価表

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－50号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3

        1            3,055   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,055             3,055   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－49号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            2,605   

殻運搬 舗装版破砕                                      

機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)         

無し 6.5km以下 全ての費用                        ｍ３         1            2,605             2,605   

               計

          2,605   

               単価

        2,605   円／m3

               計

          3,055   

               単価

        3,055   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－52号

重建設機械分解組立輸送費

回

        1          850,600   

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系                  

35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下)           

標準(1.0)                                       回         1          850,600           850,600   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

単－51号

交通誘導警備員

人日

        1           11,660   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           11,660            11,660   

               計

         11,660   

               単価

       11,660   円／人日

               計

        850,600   

               単価

      850,600   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用

 外）

SYW295 10H型 6.5m/枚                            

                                                

                                                

枚

        1           80,370   

鋼矢板 ＳＹＷ２９５　ハット型（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）

ｔ         0.562       143,000            80,366   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         80,370   

               単価

       80,370   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

バイブロハンマ施工による鋼矢板打

 込み

陸上 電動式 60kW 無し 10H型 6m以下              

                                                

                                                

枚

       10            8,826   

土木一般世話役  

人         0.286        23,940             6,846   

とび工  

人         0.571        24,570            14,029   

普通作業員  

人         0.286        20,370             5,825   

バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工） 打込み 電動式60kW 10H型 

日         0.286       172,700            49,392   

諸雑費（率＋まるめ）

        16%

式         1             12,168   

               計

         88,260   

               単価

        8,826   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用

 外）

SYW295 10H型 7m/枚                              

                                                

                                                

枚

        1           86,520   

鋼矢板 ＳＹＷ２９５　ハット型（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）

ｔ         0.605       143,000            86,515   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         86,520   

               単価

       86,520   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

バイブロハンマ施工による鋼矢板打

 込み

陸上 電動式 60kW 無し 10H型 9m以下              

                                                

                                                

枚

       10           10,650   

土木一般世話役  

人         0.345        23,940             8,259   

とび工  

人         0.69        24,570            16,953   

普通作業員  

人         0.345        20,370             7,027   

バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工） 打込み 電動式60kW 10H型 

日         0.345       172,700            59,581   

諸雑費（率＋まるめ）

        16%

式         1             14,680   

               計

        106,500   

               単価

       10,650   円／枚

              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）

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用

 外）

SYW295 10H型 8m/枚                              

                                                

                                                

枚

        1           98,820   

鋼矢板 ＳＹＷ２９５　ハット型（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）

ｔ         0.691       143,000            98,813   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用

 外）

SYW295 10H型 7.5m/枚                            

                                                

                                                

枚

        1           92,670   

鋼矢板 ＳＹＷ２９５　ハット型（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）

ｔ         0.648       143,000            92,664   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         92,670   

               単価

       92,670   円／枚

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         98,820   

               単価

       98,820   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ

超え18m以下）

2.0m以上2.5m以下 1:2.0以上                      

1:3.0未満 標準                                  

                                                

 ｍ２

      100            7,339   

土木一般世話役  

人         0.433        23,940            10,366   

普通作業員  

人         2.165        20,370            44,101   

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=100㎜

 ｍ２       100            6,270           627,000   

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16　600×200×600㎜

本        50              625            31,250   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.433        41,600            18,012   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              3,171   

               計

        733,900   

               単価

        7,339   円／ｍ２

              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） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ

超え18m以下）

2.5mを超え3.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満 標準                                  

                                                

 ｍ２

      100            7,296   

土木一般世話役  

人         0.408        23,940             9,767   

普通作業員  

人         2.041        20,370            41,575   

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=100㎜

 ｍ２       100            6,270           627,000   

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16　600×200×600㎜

本        50              625            31,250   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.408        41,600            16,972   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              3,036   

               計

        729,600   

               単価

        7,296   円／ｍ２

              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） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ

超え18m以下）

3.5mを超え4.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満 標準                                  

                                                

 ｍ２

      100            7,257   

土木一般世話役  

人         0.386        23,940             9,240   

普通作業員  

人         1.931        20,370            39,334   

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=100㎜

 ｍ２       100            6,270           627,000   

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16　600×200×600㎜

本        50              625            31,250   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.386        41,600            16,057   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              2,819   

               計

        725,700   

               単価

        7,257   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



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） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ

超え18m以下）

4.5mを超え5.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満 標準                                  

                                                

 ｍ２

      100            7,223   

土木一般世話役  

人         0.366        23,940             8,762   

普通作業員  

人         1.832        20,370            37,317   

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=100㎜

 ｍ２       100            6,270           627,000   

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16　600×200×600㎜

本        50              625            31,250   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.366        41,600            15,225   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              2,746   

               計

        722,300   

               単価

        7,223   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ

超え18m以下）

5.5mを超え6.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満 標準                                  

                                                

 ｍ２

      100            7,194   

土木一般世話役  

人         0.35        23,940             8,379   

普通作業員  

人         1.748        20,370            35,606   

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=100㎜

 ｍ２       100            6,270           627,000   

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16　600×200×600㎜

本        50              625            31,250   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.35        41,600            14,560   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              2,605   

               計

        719,400   

               単価

        7,194   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ

超え18m以下）

6.5mを超え7.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満 標準                                  

                                                

 ｍ２

      100            7,165   

土木一般世話役  

人         0.333        23,940             7,972   

普通作業員  

人         1.667        20,370            33,956   

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=100㎜

 ｍ２       100            6,270           627,000   

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16　600×200×600㎜

本        50              625            31,250   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.333        41,600            13,852   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              2,470   

               計

        716,500   

               単価

        7,165   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

ブロックマット工（最大法長５．５

ｍ以下）

2.0m以上2.5m以下 1:2.0以上                      

1:3.0未満                                       

                                                

 ｍ２

      100            7,362   

土木一般世話役  

人         0.575        23,940            13,765   

普通作業員  

人         1.724        20,370            35,117   

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=100㎜

 ｍ２       100            6,270           627,000   

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16　600×200×600㎜

本        50              625            31,250   

バックホウ（クローラ型）運転

日         0.575        43,820            25,196   

諸雑費（率＋まるめ）

         8%

式         1              3,872   

               計

        736,200   

               単価

        7,362   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） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

ブロックマット工（最大法長５．５

ｍ以下）

2.5mを超え3.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満                                       

                                                

 ｍ２

      100            7,308   

土木一般世話役  

人         0.535        23,940            12,807   

普通作業員  

人         1.604        20,370            32,673   

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=100㎜

 ｍ２       100            6,270           627,000   

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16　600×200×600㎜

本        50              625            31,250   

バックホウ（クローラ型）運転

日         0.535        43,820            23,443   

諸雑費（率＋まるめ）

         8%

式         1              3,627   

               計

        730,800   

               単価

        7,308   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 43 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

ブロックマット工（最大法長５．５

ｍ以下）

3.5mを超え4.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満                                       

                                                

 ｍ２

      100            7,257   

土木一般世話役  

人         0.498        23,940            11,922   

普通作業員  

人         1.493        20,370            30,412   

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=100㎜

 ｍ２       100            6,270           627,000   

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16　600×200×600㎜

本        50              625            31,250   

バックホウ（クローラ型）運転

日         0.498        43,820            21,822   

諸雑費（率＋まるめ）

         8%

式         1              3,294   

               計

        725,700   

               単価

        7,257   円／ｍ２

              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（１） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

ブロックマット工（最大法長５．５

ｍ以下）

4.5mを超え5.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満                                       

                                                

 ｍ２

      100            7,216   

土木一般世話役  

人         0.467        23,940            11,179   

普通作業員  

人         1.402        20,370            28,558   

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=100㎜

 ｍ２       100            6,270           627,000   

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16　600×200×600㎜

本        50              625            31,250   

バックホウ（クローラ型）運転

日         0.467        43,820            20,463   

諸雑費（率＋まるめ）

         8%

式         1              3,150   

               計

        721,600   

               単価

        7,216   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 45 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.05

2021.05

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 不要              

                                                

                                                

 ｍ３

        1            7,206   

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

 ｍ３         1            7,206             7,206   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

人力施工による植生工 張芝工 500m2以上(標準) 無                       

                                                

                                                

 ｍ２

        1            1,520   

法面工（張芝工） 野芝・高麗芝（全面張）

 ｍ２         1            1,520             1,520   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,520   

               単価

        1,520   円／ｍ２

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,206   

               単価

        7,206   円／ｍ３

              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（１）

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,055   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

 ｍ３       100            3,055           305,500   

2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,350   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

 ｍ３       100            2,350           235,000   

               計

        235,000   

               単価

        2,350   円／ｍ３

               計

        305,500   

               単価

        3,055   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 製作・設置 流用土 6m以下                        

                                                

                                                

袋

       10            4,332   

土木一般世話役  

人         0.278        23,940             6,655   

特殊作業員  

人         0.278        21,210             5,896   

普通作業員  

人         0.278        20,370             5,662   

大型土のう袋材 Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ

袋        10            1,100            11,000   

バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 6m以下 

日         0.278        48,130            13,380   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1                727   

               計

         43,320   

               単価

        4,332   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 撤去 6m以下                                     

                                                

                                                

袋

       10              614   

土木一般世話役  

人         0.069        23,940             1,651   

特殊作業員  

人         0.069        21,210             1,463   

バックホウ運転（クレーン仕様） 撤去 6m以下 

日         0.069        43,860             3,026   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,140   

               単価

          614   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           11,660   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           11,655            11,655   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         11,660   

               単価

       11,660   円／人日

              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（１） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系                  

35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下)           

標準(1.0)                                       

回

        1          850,600   

特殊作業員  

人         5.5         21,210           116,655   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         1.5         41,600            62,400   

運搬費等率

       375%

式         1            671,456   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 89   

               計

        850,600   

               単価

      850,600   円／回

              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） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

バイブロハンマ杭打機運転（陸上施

 工）

打込み 電動式60kW 10H型 

日

        1          172,700   

運転手（特殊）  

人         1           21,315            21,315   

軽油  １．２号

Ｌ        69              119             8,211   

バイブロハンマ（単体）［電動・可変モーメント型］ ハット形鋼矢板用　０～４７５ｋＮ　６０ｋＷ

供用日         1.3         52,700            68,510   

クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 排出ガス対策型（第１次基準値）５０～５５ｔ吊

供用日         1.3         57,400            74,620   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 44   

               計

        172,700   

               単価

      172,700   円／日

              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） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ型）運転

日

        1           43,820   

運転手（特殊）  

人         1           21,315            21,315   

軽油  １．２号

Ｌ        81              119             9,639   

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊

日         1.18        10,900            12,862   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         43,820   

               単価

       43,820   円／日

              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（２） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 6m以下 

日

        1           48,130   

運転手（特殊）  

人         1           21,315            21,315   

軽油  １．２号

Ｌ        98              119            11,662   

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊

日         1.39        10,900            15,151   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         48,130   

               単価

       48,130   円／日

              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（２） 2021.05

2021.05

1.000-00-00-2-0

バックホウ運転（クレーン仕様） 撤去 6m以下 

日

        1           43,860   

運転手（特殊）  

人         1           21,315            21,315   

軽油  １．２号

Ｌ        74              119             8,806   

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊

日         1.26        10,900            13,734   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         43,860   

               単価

       43,860   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -


