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木津川吐師地区堤防強化他工事 

【工事設計書（公表資料）】 
 

淀川河川事務所 

 

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

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 

ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、 

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。 

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



工事地名

３．予算科目

２．工事内容

工事名

4)  事業名：3)  目の細分：2)  目：1)  予算科目：

１．工事名

木津川吐師地区堤防強化他工事

鏡

(自)京都府相楽郡精華町菅井地先　　　　　　　　　　　　　　　

(至)京都府木津川市吐師地先

　１）　発注年月　　　　　令和 3年 7月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　３）　工事番号　　　　　4021010007　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　  152日間 　　　　自　　　令和 3年 9月30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 9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 9月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2021年 9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 　　　　　　　         45,825 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年 7月16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

木津川吐師地区堤防強化他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

築堤･護岸

式         1        126,347,788

　河川土工

　

式         1          6,233,380

　　掘削工

　　

式         1            485,280

　　　掘削

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無

 障害無 5,000m3未満

m3     1,600              303.3         485,280

単-1号

　　盛土工

　　

式         1          3,038,976

　　　路体(築堤)盛土

　　　

施工幅員2.5m未満

m3       560            5,376         3,010,560

単-2号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3         8            3,357            26,856

単-3号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3         8              195.1           1,560

単-4号

　　法面整形工

　　

式         1          2,709,124

　　　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     1,870              760.8       1,422,696

単-5号

　　　法面整形(盛土部)

　　　

法面締固め無 現場制

約無

m2     3,380              380.6       1,286,428

単-6号

　護岸基礎工

　

式         1         61,201,640
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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

木津川吐師地区堤防強化他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　作業土工

　　

式         1          5,429,560

　　　床掘り

　　　

土砂

m3     2,400              215.6         517,440

単-7号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        30            2,536            76,080

単-8号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3     1,500            1,684         2,526,000

単-9号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3     1,000              889.2         889,200

単-10号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3       400            3,357         1,342,800

単-11号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3       400              195.1          78,040

単-12号

　　基礎工

　　

式         1          5,021,680

　　　現場打基礎

　　　

18-8-40(高炉) 底幅 5

6ｃｍ 高さ 50ｃｍ

m       328           15,310         5,021,680

単-13号

　　矢板工

　　

式         1         50,750,400

　　　広幅鋼矢板

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均

長さ 9m 鋼矢板打込長

 8.5m 枚       106          130,600        13,843,600

単-14号

　　　広幅鋼矢板

　　　

10H型 広幅鋼矢板平均

長さ 9.5m 鋼矢板打込

長 9m 枚       269          137,200        36,906,800

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

木津川吐師地区堤防強化他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　法覆護岸工

　

式         1         56,104,026

　　多自然護岸工

　　

式         1         45,979,546

　　　ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ

　　　

t=55㎜ 法勾配1：2.0

以上 1：3.0未満

m2     4,786            6,328        30,285,808

単-16号

　　　遮水ｼｰﾄ張

　　　

厚1.0＋10.0㎜ ﾋﾟﾝ対

応ﾀｲﾌﾟ

m2     4,786            3,263        15,616,718

単-17号

　　　小口止ｺﾝｸﾘｰﾄB

　　　

幅20cm 18-8-40(高炉)

箇所         1           28,530            28,530

単-18号

　　　小口止ｺﾝｸﾘｰﾄC

　　　

幅20cm 18-8-40(高炉)

箇所         1           48,490            48,490

単-19号

　　植生工

　　

式         1          7,478,980

　　　張芝

　　　

張芝工 施工規模500m2

以上

m2     4,240            1,550         6,572,000

単-20号

　　　市松芝

　　　

野芝

m2     1,010              898           906,980

単-21号

　　覆土工

　　

式         1          2,645,500

　　　覆土(流用土)

　　　

t=300㎜

m3     1,300            2,035         2,645,500

単-22号

　付帯道路工

　

式         1          1,923,626
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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

木津川吐師地区堤防強化他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　

式         1            510,820

　　　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       168              723.6         121,564

単-23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未満 m2       168            2,317           389,256

単-24号

　　縁石工

　　

式         1          1,254,910

　　　舗装止めﾌﾞﾛｯｸ

　　　

150×150×600

m       335            3,746         1,254,910

単-25号

　　坂路工

　　

式         1            157,896

　　　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        80              417.7          33,416

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        80            1,556           124,480

単-27号

　構造物撤去工

　

式         1            325,436

　　構造物取壊し工

　　

式         1            230,786

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m       340              535.4         182,036

単-28号

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版

厚 5ｃｍ

m2       300              162.5          48,750

単-29号

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



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

単価

設計内訳書

木津川吐師地区堤防強化他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　運搬処理工

　　

式         1             94,650

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）

m3        15            3,255            48,825

単-30号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）

m3        15            3,055            45,825

単-31号

　仮設工

　

式         1            559,680

　　交通管理工

　　

式         1            559,680

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        48           11,660           559,680

単-32号

直接工事費

式         1        126,347,788

共通仮設費

式         1         11,298,600

　共通仮設費

　

式         1          2,037,600

　　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-33号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1          1,187,000
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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

木津川吐師地区堤防強化他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          9,261,000

純工事費

式         1        137,646,388

　現場管理費

　

式         1         33,461,000

工事原価

式         1        171,107,388

　一般管理費等

　

式         1         24,532,612

工事価格

式         1        195,640,000

消費税相当額

式         1         19,564,000

工事費計

式         1        215,204,000

              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

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

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－2号

路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満

m3

        1            5,376   

路体（築堤）盛土 2.5m未満 

 ｍ３         1            5,376             5,376   

2021.09

2021.09

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              303.3 

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 

 ｍ３         1              303.3             303.3 

               計

            303.3 

               単価

          303.3 円／m3

               計

          5,376   

               単価

        5,376   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－4号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満

m3

        1              195.1 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              195.1             195.1 

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－3号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            3,357   

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            3,357             3,357   

               計

          3,357   

               単価

        3,357   円／m3

               計

            195.1 

               単価

          195.1 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

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－6号

法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無

m2

        1              380.6 

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              380.6             380.6 

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－5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              760.8 

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              760.8             760.8 

               計

            760.8 

               単価

          760.8 円／m2

               計

            380.6 

               単価

          380.6 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

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－8号

埋戻し 土砂

m3

        1            2,536   

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 

 ｍ３         1            2,536             2,536   

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－7号

床掘り 土砂

m3

        1              215.6 

床掘り 土砂 標準 無し 無し                             

                                                

                                                 ｍ３         1              215.6             215.6 

               計

            215.6 

               単価

          215.6 円／m3

               計

          2,536   

               単価

        2,536   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

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－10号

埋戻し 土砂

m3

        1              889.2 

埋戻し 最大埋戻幅4m以上 

 ｍ３         1              889.2             889.2 

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－9号

埋戻し 土砂

m3

        1            1,684   

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 

 ｍ３         1            1,684             1,684   

               計

          1,684   

               単価

        1,684   円／m3

               計

            889.2 

               単価

          889.2 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

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－12号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満

m3

        1              195.1 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              195.1             195.1 

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－11号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            3,357   

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            3,357             3,357   

               計

          3,357   

               単価

        3,357   円／m3

               計

            195.1 

               単価

          195.1 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



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

2021.09

2021.09

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 9m 鋼矢板打込長 8.5m

枚

        1          130,600   

鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外） SYW295 10H型 9m/枚                              

                                                

                                                枚         1          119,900           119,900   

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－13号

現場打基礎 18-8-40(高炉) 底幅 56ｃｍ 高さ 50ｃｍ

m

       10           15,310   

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         2.15        71,200           153,080   

               計

        153,080   

               単価

       15,310   円／m

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           10,670            10,670   

               計

        130,570   

               単価

      130,600   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.09

2021.09

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 9.5m 鋼矢板打込長 9m

枚

        1          137,200   

鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用外） SYW295 10H型 9.5m/枚                            

                                                

                                                枚         1          126,500           126,500   

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           10,670            10,670   

               計

        137,170   

               単価

      137,200   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－16号

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=55㎜ 法勾配1：2.0以上 1：3.0未満

m2

    4,786            6,328   

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       117            6,479           758,043   

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       138            6,436           888,168   

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        96            6,397           614,112   

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       133            6,363           846,279   

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     2,956            6,334        18,723,304   

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       119            6,305           750,295   

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ超え18m以下） 7.5mを超え8.0m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満 標準                                  

                                                 ｍ２     1,227            6,279         7,704,333   

               計

     30,284,534   

               単価

        6,328   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



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

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－18号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄB 幅20cm 18-8-40(高炉)

箇所

       10           28,530   

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         2.43        36,080            87,674.4 

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－17号

遮水ｼｰﾄ張 厚1.0＋10.0㎜ ﾋﾟﾝ対応ﾀｲﾌﾟ

m2

    4,786            3,263   

遮水シート張 遮水ｼｰﾄ各種                                     

                                                

                                                 ｍ２     4,786            3,208        15,353,488   

遮水シート張 遮水ｼｰﾄ各種                                     

                                                

                                                 ｍ２       201            1,307           262,707   

               計

     15,616,195   

               単価

        3,263   円／m2

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        26.14         7,558           197,566.12

               計

        285,240.52

               単価

       28,530   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



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

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－20号

張芝 張芝工 施工規模500m2以上

m2

        1            1,550   

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

                                                

                                                 ｍ２         1            1,550             1,550   

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－19号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄC 幅20cm 18-8-40(高炉)

箇所

       10           48,490   

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         4.22        36,080           152,257.6 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        44.01         7,558           332,627.58

               計

        484,885.18

               単価

       48,490   円／箇所

               計

          1,550   

               単価

        1,550   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

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－22号

覆土(流用土) t=300㎜

m3

        1            2,035   

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           611.1           2,034.96

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－21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

          2,034.96

               単価

        2,035   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－24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未

満 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（１３）                 

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

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－23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              723.6 

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              723.6             723.6 

               計

            723.6 

               単価

          723.6 円／m2

               計

          2,317   

               単価

        2,317   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

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－26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              417.7 

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              417.7             417.7 

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－25号

舗装止めﾌﾞﾛｯｸ 150×150×600

m

        1            3,746   

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            3,746             3,746   

               計

          3,746   

               単価

        3,746   円／m

               計

            417.7 

               単価

          417.7 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－28号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              535.4 

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

                                                

                                                ｍ         1              535.4             535.4 

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－27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

            535.4 

               単価

          535.4 円／m

              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

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－30号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）

m3

        1            3,255   

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)         

有り 10.5km以下 全ての費用                       ｍ３         1            3,255             3,255   

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－29号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ

m2

        1              162.5 

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              162.5             162.5 

               計

            162.5 

               単価

          162.5 円／m2

               計

          3,255   

               単価

        3,255   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－32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   

2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－31号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）

m3

        1            3,055   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,055             3,055   

               計

          3,055   

               単価

        3,055   円／m3

               計

         11,660   

               単価

       11,660   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

単－33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   

               計

        850,600   

               単価

      850,600   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用

 外）

SYW295 10H型 9m/枚                              

                                                

                                                

枚

        1          119,900   

鋼矢板 ＳＹＷ２９５　ハット型（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）

ｔ         0.778       154,000           119,812   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 88   

               計

        119,900   

               単価

      119,900   円／枚

              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） 2021.09

2021.09

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           10,670   

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       173,300            59,788   

諸雑費（率＋まるめ）

        16%

式         1             14,673   

               計

        106,700   

               単価

       10,670   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



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） 2021.09

2021.09

1.000-00-00-2-0

鋼矢板材料（６－２０ｍ以外は適用

 外）

SYW295 10H型 9.5m/枚                            

                                                

                                                

枚

        1          126,500   

鋼矢板 ＳＹＷ２９５　ハット型（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ）

ｔ         0.821       154,000           126,434   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 66   

               計

        126,500   

               単価

      126,500   円／枚

              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

参考資料（１） 2021.09

2021.09

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            6,479   

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=55㎜

 ｍ２       100            5,410           541,000   

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

        647,900   

               単価

        6,479   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.09

2021.09

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            6,436   

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=55㎜

 ｍ２       100            5,410           541,000   

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

        643,600   

               単価

        6,436   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.09

2021.09

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            6,397   

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=55㎜

 ｍ２       100            5,410           541,000   

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

        639,700   

               単価

        6,397   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.09

2021.09

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            6,363   

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=55㎜

 ｍ２       100            5,410           541,000   

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

        636,300   

               単価

        6,363   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.09

2021.09

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            6,334   

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=55㎜

 ｍ２       100            5,410           541,000   

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

        633,400   

               単価

        6,334   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



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） 2021.09

2021.09

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            6,305   

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=55㎜

 ｍ２       100            5,410           541,000   

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

        630,500   

               単価

        6,305   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



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） 2021.09

2021.09

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）

7.5mを超え8.0m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満 標準                                  

                                                

 ｍ２

      100            6,279   

土木一般世話役  

人         0.318        23,940             7,612   

普通作業員  

人         1.592        20,370            32,429   

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=55㎜

 ｍ２       100            5,410           541,000   

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         0.318        41,600            13,228   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              2,381   

               計

        627,900   

               単価

        6,279   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

参考資料（１）

2021.09

2021.09

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   

2021.09

2021.09

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            1,550   

法面工（張芝工） 野芝・高麗芝（全面張）

 ｍ２         1            1,550.4           1,550   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,550   

               単価

        1,550   円／ｍ２

               計

        305,500   

               単価

        3,055   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



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） 2021.09

2021.09

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- 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） 2021.09

2021.09

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- 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（２） 2021.09

2021.09

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          173,300   

運転手（特殊）  

人         1           21,315            21,315   

軽油  １．２号

Ｌ        69              127             8,763   

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                 92   

               計

        173,300   

               単価

      173,300   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -


