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淀川河川公園寝屋川市域公園整備工事 

【工事設計書（公表資料）】 
 

淀川河川事務所 
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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

淀川河川公園寝屋川市域公園整備工事

鏡

(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　　　　　　　

(至)大阪府枚方市三矢地先

　１）　発注年月　　　　　令和 3年12月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　淀川河川事務所　河川公園課              　　　　　

　３）　工事番号　　　　　4039010009　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　公園工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　   79日間 　　　　自　　　令和 4年 1月12日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 4年 3月31日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　大阪府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　東大阪市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　淀川河川公園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 3年11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12月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2021年12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 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年11月 5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

淀川河川公園寝屋川市域公園整備工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
植栽

植栽

(点野地区)

式         1          1,618,020

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

　植栽工

　

式         1          1,618,020

　　高木植栽工

　　

式         1            600,900

　　　高木移植

　　　

ｵﾆｸﾞﾙﾐ H=5.0m C=0.6m

 W=3.0m

本         1          245,400           245,400

単-1号

　　　高木移植

　　　

ｵﾆｸﾞﾙﾐ H=5.0m C=1.3m

(株3本立) W=3.0m

本         1          355,500           355,500

単-2号

　　地被類植栽工

　　

式         1          1,017,120

　　　張芝

　　　

野芝 目地有

m2       780            1,304         1,017,120

単-3号

施設整備

(点野地区)

式         1         40,121,119

　給水設備工

　

式         1          1,902,194

　　作業土工

　　

式         1            622,000

　　　床掘り

　　　

土砂

m3       150            1,924           288,600

単-4号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3       100            3,334           333,400

単-5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

淀川河川公園寝屋川市域公園整備工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
植栽

　　水栓類取付工

　　

式         1             27,284

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

　　　止水栓

　　　

φ25

個         2            5,550            11,100

単-6号

　　　止水栓ﾎﾞｯｸｽ

　　　

B-1 φ150 H=650

個         2            8,092            16,184

単-7号

　　給水管路工

　　

式         1          1,252,910

　　　給水管

　　　

HIVP φ25

m       482            2,380         1,147,160

単-8号

　　　埋設表示ｼｰﾄ

　　　

W=150 2倍

m       482              219.4         105,750

単-9号

　雨水排水設備工

　

式         1          4,683,358

　　作業土工

　　

式         1            550,180

　　　床掘り

　　　

土砂

m3       130            1,924           250,120

単-10号

　　　埋戻し

　　　

土砂 土砂

m3        90            3,334           300,060

単-11号

　　側溝工

　　

式         1          3,713,490

　　　皿型側溝

　　　

W=450 H=110

m       363           10,230         3,713,490

単-12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

淀川河川公園寝屋川市域公園整備工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
植栽

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　

式         1            419,688

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

　　　浸透桝

　　　

300×300×500

基         3           19,850            59,550

単-13号

　　　皿型側溝浸透桝

　　　

500×300×600

基         6           56,840           341,040

単-14号

　　　蓋

　　　

ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 300×

300用 細目 すべり止

めﾀｲﾌﾟ 鎖付き 枚         3            6,366            19,098

単-15号

　園路広場整備工

　

式         1         21,596,321

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　

式         1         13,637,183

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 150ｍｍ

m2     1,610              415.3         668,633

単-16号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)

 舗装厚 50ｍｍ 施工

幅員3.0m超 m2     1,610            8,055        12,968,550

単-17号

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工

　　

式         1          5,325,408

　　　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装

　　　

RC-30 直線配置厚8cm 

仕上り厚 250ｍｍ

m2       656            8,118         5,325,408

単-18号

　　園路縁石工

　　

式         1          2,633,730

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石

　　　

120×120

m       759            3,470         2,633,730

単-19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

淀川河川公園寝屋川市域公園整備工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
植栽

　ｻｰﾋﾞｽ施設整備工

　

式         1          5,471,660

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

　　作業土工

　　

式         1             71,820

　　　床掘り

　　　

土砂

m3        20            1,924            38,480

単-20号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        10            3,334            33,340

単-21号

　　水飲み場工

　　

式         1            337,400

　　　水飲み場

　　　

350×770×760

基         1          337,400           337,400

単-22号

　　洗い場工

　　

式         1            170,000

　　　立水栓

　　　

200×200×700

基         1          170,000           170,000

単-23号

　　ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工

　　

式         1          4,892,440

　　　ﾍﾞﾝﾁ

　　　

H=450 W=600 18-8-40(

高炉)

m        78           28,380         2,213,640

単-24号

　　　縁台

　　　

1183×1183×400

基         2          174,900           349,800

単-25号

　　　自転車止め

　　　

26500×600×450 18-8

-40(高炉)

箇所         1        2,329,000         2,329,000

単-26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

淀川河川公園寝屋川市域公園整備工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
植栽

　管理施設整備工

　

式         1          5,803,926

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

　　作業土工

　　

式         1            432,216

　　　床掘り

　　　

土砂

m3       150              258.9          38,835

単-27号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3       150            2,572           385,800

単-28号

　　　基面整正

　　　

m2        19              399             7,581

単-29号

　　柵工

　　

式         1          5,371,710

　　　チェーン柵

　　　

H=650 支柱間隔 2.5m

m       111           11,010         1,222,110

単-30号

　　　擬木柵

　　　

H=800 支柱間隔 2.0m

m       228           18,200         4,149,600

単-31号

　仮設工

　

式         1            663,660

　　交通管理工

　　

式         1            663,660

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        54           12,290           663,660

単-32号

直接工事費

式         1         41,739,139
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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

淀川河川公園寝屋川市域公園整備工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
植栽

共通仮設費

式         1          4,382,000

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

　共通仮設費

　

式         1            488,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            488,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          3,894,000

純工事費

式         1         46,121,139

　現場管理費

　

式         1         16,004,000

工事原価

式         1         69,830,540

　一般管理費等

　

式         1         11,349,460

工事価格

式         1         81,180,000

消費税相当額

式         1          8,118,000

工事費計

式         1         89,298,000
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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

淀川河川公園寝屋川市域公園整備工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

(三矢地区)

式         1          3,946,853

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工

　

式         1          2,768,057

　　作業土工

　　

式         1             56,628

　　　床掘り(掘削)

　　　

土砂

m3       180              314.6          56,628

単-1号

　　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ用舗装工

　　

式         1          2,647,869

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 150ｍｍ

m2       714              727.5         519,435

単-2号

　　　基層(歩道部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50ｍｍ

 施工幅員1.4m以上 m2       714            1,510         1,078,140

単-3号

　　　表層(歩道部)

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50ｍｍ

 施工幅員1.4m以上 m2       714            1,471         1,050,294

単-4号

　　区画線工

　　

式         1             63,560

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 5cm 

厚1.5mm 排水性舗装無

m       227              280            63,560

単-5号

　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工

　

式         1          1,178,796

　　作業土工

　　

式         1             35,396
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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

淀川河川公園寝屋川市域公園整備工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

　　　床掘り

　　　

土砂

m3         8            1,924            15,392

単-6号

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3         6            3,334            20,004

単-7号

　　競技施設工

　　

式         1          1,143,400

　　　ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ

　　　

ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ 扇型 ﾍﾞｰｽ式

基         2          571,700         1,143,400

単-8号

植栽

(三矢地区)

式         1            748,548

　植栽工

　

式         1            121,758

　　中低木植栽工

　　

式         1            121,758

　　　中低木植栽

　　　

ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 樹高(H) 0.5

ｍ 枝張(W) 0.4ｍ 支

柱無 本        91            1,338           121,758

単-9号

　仮設工

　

式         1            626,790

　　交通管理工

　　

式         1            626,790

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        51           12,290           626,790

単-10号

直接工事費

式         1          4,695,401
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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

淀川河川公園寝屋川市域公園整備工事 (当　初) 公園緑地整備･改修
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備

共通仮設費

式         1            612,000

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

　共通仮設費

　

式         1             85,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1             85,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1            527,000

純工事費

式         1          5,307,401

　現場管理費

　

式         1          2,398,000

工事原価

式         1          7,705,401
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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＞
[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

              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

内訳書＜データ無し＞
[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－1号

高木移植 ｵﾆｸﾞﾙﾐ H=5.0m C=0.6m W=3.0m

本

        1          245,400   

公園植栽　掘取（移植）工 高木 幹周60cm以上90cm未満 有 無 標準            

                                                

                                                本         1           39,450            39,450   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

公園植栽　運搬（移植）工 高木 幹周60cm以上90cm未満 0.6km                 

                                                

                                                本         1            3,267             3,267   

公園植栽工（高木植栽） 幹周60cm以上90cm未満 設置する                   

八ッ掛(丸太) L=4m 計上しない 有                 

標準(1.0) 無                                    本         1           47,120            47,120   

根囲い保護設置  φ200～300内外

 ｍ２         3.14        45,270           142,147.8 

客土 真砂土 25mm以下

 ｍ３         2.14         5,563            11,904.82

改良材 ﾊﾞｰｸ堆肥

ｋｇ        27.1             20               542   

改良材 ﾋﾟｰﾄﾓｽ A級

ｋｇ        14.1             66.9             943.29

               計

        245,374.91

               単価

      245,400   円／本
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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 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－2号

高木移植 ｵﾆｸﾞﾙﾐ H=5.0m C=1.3m(株3本立) W=3.0m

本

        1          355,500   

公園植栽 掘取(移植)工 高木 幹周120cm以上150cm未満 根巻有 幹巻無

本         1           74,100            74,100   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

公園植栽 運搬(移植)工 高木 幹周120cm以上150cm未満 運搬距離 0.6km

本         1            4,000             4,000   

公園植栽工(高木植栽) 高木 幹周120cm以上150cm未満

本         1           71,090            71,090   

公園植栽工（支柱設置） 八ッ掛(丸太) L=4m 無                            

                                                

                                                本         1           11,220            11,220   

根囲い保護設置  φ200～300内外

 ｍ２         3.14        45,270           142,147.8 

客土 真砂土 25mm以下

 ｍ３         8.69         5,563            48,342.47

改良材 ﾊﾞｰｸ堆肥

ｋｇ        83.2             20             1,664   

改良材 ﾋﾟｰﾄﾓｽ A級

ｋｇ        43.2             66.9           2,890.08

               計

        355,454.35

               単価

      355,500   円／本

              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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－4号

床掘り 土砂

m3

        1            1,924   

床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            1,924             1,924   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－3号

張芝 野芝 目地有

m2

        1            1,304   

公園植栽　張芝工 野芝 目地張 83m2/100m2 無 有                    

                                                

                                                 ｍ２         1            1,304             1,304   

               計

          1,304   

               単価

        1,304   円／m2

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

               計

          1,924   

               単価

        1,924   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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－6号

止水栓 φ25

個

        1            5,550   

水栓類取付工 25mm                                            

                                                

                                                個         1            5,550             5,550   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－5号

埋戻し 土砂

m3

        1            3,334   

埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            3,334             3,334   

               計

          3,334   

               単価

        3,334   円／m3

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

               計

          5,550   

               単価

        5,550   円／個

              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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－8号

給水管 HIVP φ25

m

       10            2,380   

水道用硬質塩化ビニール管布設 屋外 25mm 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管                       

                                                

                                                ｍ        10            1,460            14,600   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－7号

止水栓ﾎﾞｯｸｽ B-1 φ150 H=650

個

       10            8,092   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         0.9          1,043               938.7 

止水栓ボックス設置工 B-1 φ150 H=650

個        10            7,998            79,980   

               計

         80,918.7 

               単価

        8,092   円／個

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

フィルター材 各種 全ての費用                                 

                                                

                                                 ｍ３         0.95         9,676             9,192.2 

               計

         23,792.2 

               単価

        2,380   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－10号

床掘り 土砂

m3

        1            1,924   

床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            1,924             1,924   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－9号

埋設表示ｼｰﾄ W=150 2倍

m

       50              219.4 

埋設標識ｼｰﾄ敷設

ｍ        50               99.75           4,987.5 

埋設標識シート １５０ｍｍ×５０ｍ　２倍

巻         1            5,980             5,980   

               計

         10,967.5 

               単価

          219.4 円／m

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

               計

          1,924   

               単価

        1,924   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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－12号

皿型側溝 W=450 H=110

m

       10           10,230   

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         5.5          1,101             6,055.5 

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－11号

埋戻し 土砂 土砂

m3

        1            3,334   

埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            3,334             3,334   

               計

          3,334   

               単価

        3,334   円／m3

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

皿型側溝設置 W=450 H=110

ｍ        10            9,616            96,160   

               計

        102,215.5 

               単価

       10,230   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－13号

浸透桝 300×300×500

基

       10           19,850   

プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用           

                                                

                                                基        10            2,789            27,890   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

プレキャスト集水桝（材料費）

基        10           12,880           128,800   

フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用                 

                                                

                                                 ｍ３         2.24         8,414            18,847.36

フィルター材 各種 全ての費用                                 

                                                

                                                 ｍ３         0.49         9,676             4,741.24

吸出し防止材設置

 ｍ２        27.8            654.2          18,186.76

               計

        198,465.36

               単価

       19,850   円／基

              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 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－14号

皿型側溝浸透桝 500×300×600

基

       10           56,840   

プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 無し                  

全ての費用                                      

                                                基        10            4,436            44,360   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

プレキャスト集水桝（材料費）

基        10           33,040           330,400   

フィルター材 単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用                 

                                                

                                                 ｍ３         8.04         8,414            67,648.56

フィルター材 各種 全ての費用                                 

                                                

                                                 ｍ３         1.2          9,676            11,611.2 

吸出し防止材設置

 ｍ２        68              654.2          44,485.6 

皿型側溝設置 W=450 H=110

ｍ         6           11,640            69,840   

               計

        568,345.36

               単価

       56,840   円／基

              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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－16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 150ｍｍ

m2

        1              415.3 

下層路盤（車道・路肩部） 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              415.3             415.3 

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－15号

蓋 ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 300×300用 細目 すべり止めﾀｲﾌﾟ 鎖

 付き 枚

        1            6,366   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

無し                                            

                                                枚         1            6,366             6,366   

               計

          6,366   

               単価

        6,366   円／枚

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

               計

            415.3 

               単価

          415.3 円／m2

              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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－18号

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 RC-30 直線配置厚8cm 仕上り厚 250ｍｍ

m2

        1            8,118   

下層路盤（車道・路肩部） 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              415.3             415.3 

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－17号

表層(車道・路肩部) 脱色ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50ｍｍ 施工幅員3.0m

超 m2

        1            8,055   

表層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm                                     

各種(2.20以上2.30t/m3未満)                      

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種) 全ての費用                        ｍ２         1            8,055             8,055   

               計

          8,055   

               単価

        8,055   円／m2

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

インターロッキングブロック設置 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm 特殊品                     

空練りﾓﾙﾀﾙ(高炉) 20mm 100m2以上                 

無 無                                            ｍ２         1            7,702             7,702   

               計

          8,117.3 

               単価

        8,118   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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－20号

床掘り 土砂

m3

        1            1,924   

床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            1,924             1,924   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－19号

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 120×120

m

        1            3,470   

地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)                         

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

                                                ｍ         1            3,470             3,470   

               計

          3,470   

               単価

        3,470   円／m

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

               計

          1,924   

               単価

        1,924   円／m3

              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

１次単価表 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－21号

埋戻し 土砂

m3

        1            3,334   

埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            3,334             3,334   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

               計

          3,334   

               単価

        3,334   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



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 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－22号

水飲み場 350×770×760

基

       10          337,400   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         3.69         1,043             3,848.67

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.19        28,310             5,378.9 

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         1.05         4,432             4,653.6 

水飲み場設置 350×770×760

基        10          336,000         3,360,000   

               計

      3,373,881.17

               単価

      337,400   円／基

              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 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－23号

立水栓 200×200×700

基

       10          170,000   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２        16.6          1,043            17,313.8 

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.12        28,310             3,397.2 

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         0.7          4,432             3,102.4 

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         0.34        33,010            11,223.4 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         3            7,755            23,265   

ｴｯｼﾞ材設置 黒ﾋﾞﾆﾙ L=125 鋳鉄製ｱﾝｶｰ L=235含む

ｍ        50.24         2,016           101,283.84

立水栓設置 200×200×700

基        10          152,600         1,526,000   

割栗石 ５０－１５０ｍｍ

 ｍ３         3.54         4,020            14,230.8 

               計

      1,699,816.44

               単価

      170,000   円／基

              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 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－24号

ﾍﾞﾝﾁ H=450 W=600 18-8-40(高炉)

m

       10           28,380   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         7            1,043             7,301   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

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         3.3         33,010           108,933   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        11            7,755            85,305   

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

                                                

                                                 ｍ２         0.33         1,891               624.03

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面塗装 ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗装 白色

 ｍ２        17            4,800            81,600   

               計

        283,763.03

               単価

       28,380   円／m

              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

１次単価表 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－25号

縁台 1183×1183×400

基

       10          174,900   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         3.6          1,043             3,754.8 

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

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         0.29        33,010             9,572.9 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         6.4          7,755            49,632   

縁台設置 1183×1183×400

基        10          168,600         1,686,000   

               計

      1,748,959.7 

               単価

      174,900   円／基

              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 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－26号

自転車止め 26500×600×450 18-8-40(高炉)

箇所

        1        2,329,000   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２        19            1,043            19,817   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

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         9           33,010           297,090   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        35            7,755           271,425   

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

                                                

                                                 ｍ２         0.7          1,891             1,323.7 

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面塗装 ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ塗装 白色

 ｍ２        46            4,800           220,800   

自転車止設置 W=220 H=450

基        12          123,300         1,479,600   

ﾋﾟｸﾄ切り文字設置

組         1           38,630            38,630   

               計

      2,328,685.7 

               単価

    2,329,000   円／箇所

              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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－28号

埋戻し 土砂

m3

        1            2,572   

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 

 ｍ３         1            2,572             2,572   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－27号

床掘り 土砂

m3

        1              258.9 

床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し           

                                                

                                                 ｍ３         1              258.9             258.9 

               計

            258.9 

               単価

          258.9 円／m3

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

               計

          2,572   

               単価

        2,572   円／m3

              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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－30号

チェーン柵 H=650 支柱間隔 2.5m

m

       10           11,010   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         0.49         1,043               511.07

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－29号

基面整正

m2

        1              399   

基面整正

 ｍ２         1              399               399   

               計

            399   

               単価

          399   円／m2

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

チェーン柵設置 H=650 支柱間隔 2.5m

ｍ        10           10,950           109,500   

               計

        110,011.07

               単価

       11,010   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－32号

交通誘導警備員

人日

        1           12,290   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           12,290            12,290   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－31号

擬木柵 H=800 支柱間隔 2.0m

m

       10           18,200   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         0.61         1,043               636.23

擬木柵設置 H=800 支柱間隔 2.0m

ｍ        10           18,130           181,300   

               計

        181,936.23

               単価

       18,200   円／m

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

               計

         12,290   

               単価

       12,290   円／人日

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

公園植栽　掘取（移植）工 高木 幹周60cm以上90cm未満 有 無 標準            

                                                

                                                

本

      100           39,450   

土木一般世話役  

人        17           24,885           423,045   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

造園工  

人        88           22,575         1,986,600   

普通作業員  

人        34           19,950           678,300   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         3           30,800            92,400   

小型バックホウ運転

日        14.8         32,910           487,068   

諸雑費（率＋まるめ）

         9%

式         1            277,587   

               計

      3,945,000   

               単価

       39,450   円／本

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

公園植栽　運搬（移植）工 高木 幹周60cm以上90cm未満 0.6km                 

                                                

                                                

本

      100            3,267   

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ

時間        49            6,666           326,634   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 66   

               計

        326,700   

               単価

        3,267   円／本

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

公園植栽工（高木植栽） 幹周60cm以上90cm未満 設置する                   

八ッ掛(丸太) L=4m 計上しない 有                 

標準(1.0) 無                                    

本

      100           47,120   

土木一般世話役  

人        16           24,885           398,160   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

造園工  

人        74           22,575         1,670,550   

普通作業員  

人        45           19,950           897,750   

ｵﾆｸﾞﾙﾐ 流用品

本       100                0                 0   

公園植栽工（支柱設置） 八ッ掛(丸太) L=4m 無 

本       100           11,220         1,122,000   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         9           30,800           277,200   

小型バックホウ運転

日        10.5         32,910           345,555   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                785   

               計

      4,712,000   

               単価

       47,120   円／本

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

根囲い保護設置  φ200～300内外

 ｍ２

       10           45,270   

土木一般世話役  

人         0.5         24,885            12,442   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

普通作業員  

人         1           19,950            19,950   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排ｶﾞｽ対策(第3次) 山積0.28m3 吊能力1.7t

日         0.5         34,230            17,115   

根囲い保護金網  φ200～300内外 取付・連結金具含む

 ｍ２        10           40,000           400,000   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1              3,193   

               計

        452,700   

               単価

       45,270   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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

公園植栽 掘取(移植)工 高木 幹周120cm以上150cm未満 根巻有 幹巻無

本

       10           74,100   

土木一般世話役  

人         3.5         24,885            87,097   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

造園工  

人        17           22,575           383,775   

普通作業員  

人         8           19,950           159,600   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         0.6         30,800            18,480   

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日         3           30,680            92,040   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

        741,000   

               単価

       74,100   円／本

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

公園植栽 運搬(移植)工 高木 幹周120cm以上150cm未満 運搬距離 0.6km

本

       10            4,000   

トラック[クレーン装置付] ベーストラック４ｔ級 吊能力２．９ｔ

時間         6            6,666            39,996   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         40,000   

               単価

        4,000   円／本

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

公園植栽工(高木植栽) 高木 幹周120cm以上150cm未満

本

       10           71,090   

土木一般世話役  

人         2           24,885            49,770   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

造園工  

人        15           22,575           338,625   

普通作業員  

人        10           19,950           199,500   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         2           30,800            61,600   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排ｶﾞｽ対策(第3次) 山積0.13m3(平積0.1m3)

日         2           30,680            61,360   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 45   

               計

        710,900   

               単価

       71,090   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

公園植栽工（支柱設置） 八ッ掛(丸太) L=4m 無                            

                                                

                                                

本

      100           11,220   

土木一般世話役  

人         2           24,885            49,770   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

造園工  

人        11.1         22,575           250,582   

普通作業員  

人         6.4         19,950           127,680   

杉支柱丸太（防腐加工） 長０．６ｍ　末口６ｃｍ

本       300              220            66,000   

杉支柱丸太（防腐加工） 長４．０ｍ　末口６ｃｍ

本       300            1,950           585,000   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1             42,968   

               計

      1,122,000   

               単価

       11,220   円／本

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

公園植栽　張芝工 野芝 目地張 83m2/100m2 無 有                    

                                                

                                                

 ｍ２

      100            1,304   

土木一般世話役  

人         0.2         25,009             5,001   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

造園工  

人         1.1         22,687            24,955   

普通作業員  

人         2.3         20,049            46,112   

野芝 半土付き

 ｍ２        83              502.5          41,707   

目土 ほぐし土

 ｍ３         2.7          4,659.18          12,579   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 46   

               計

        130,400   

               単価

        1,304   円／ｍ２

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

水栓類取付工 25mm                                            

                                                

                                                

個

        1            5,550   

配管工  

人         0.09        22,890             2,060   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

止水栓  φ25 青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ 10k

個         1            3,490             3,490   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,550   

               単価

        5,550   円／個      

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

止水栓ボックス設置工 B-1 φ150 H=650

個

        1            7,998   

配管工  

人         0.2         22,890             4,578   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

止水栓ﾎﾞｯｸｽ B-1 φ150 H=650

個         1            3,100             3,100   

諸雑費（率＋まるめ）

       7%

式         1                320   

               計

          7,998   

               単価

        7,998   円／個

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

水道用硬質塩化ビニール管布設 屋外 25mm 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管                       

                                                

                                                

ｍ

      100            1,460   

配管工  

人         5.2         22,890           119,028   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 HIVPφ25

ｍ       131.25           205            26,906   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 66   

               計

        146,000   

               単価

        1,460   円／ｍ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

埋設標識ｼｰﾄ敷設

ｍ

      100               99.75

普通作業員  

人         0.5         19,950             9,975   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,975   

               単価

           99.75 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

皿型側溝設置 W=450 H=110

ｍ

       10            9,616   

土木一般世話役  

人         0.3         24,885             7,465   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

普通作業員  

人         1           19,950            19,950   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排ｶﾞｽ対策(第3次) 山積0.28m3 吊能力1.7t

日         0.15        34,910             5,236   

皿型側溝 450×110×600

個        16.5          3,600            59,400   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1              4,109   

               計

         96,160   

               単価

        9,616   円／ｍ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

皿型側溝設置 W=450 H=110

ｍ

       10           11,640   

土木一般世話役  

人         0.3         24,885             7,465   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

普通作業員  

人         1           19,950            19,950   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排ｶﾞｽ対策(第3次) 山積0.28m3 吊能力1.7t

日         0.15        34,910             5,236   

皿型側溝(集水桝部) 450×110×600

個        16.5          4,830            79,695   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1              4,054   

               計

        116,400   

               単価

       11,640   円／ｍ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

無し                                            

                                                

枚

      100            6,366   

蓋版コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              326            32,600   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2 300×300用 細目 すべり止め 鎖付き

枚       100            6,040           604,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        636,600   

               単価

        6,366   円／枚

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

インターロッキングブロック設置 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 8cm 特殊品                     

空練りﾓﾙﾀﾙ(高炉) 20mm 100m2以上                 

無 無                                           

 ｍ２

      100            7,702   

インターロッキングブロック設置工　一般部 Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置

 ｍ２       100            4,386           438,600   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

インターロッキングブロック ブロック厚８ｃｍ　標準品

 ｍ２       100           -2,958          -295,800   

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 透水性 目地無し ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾀｲﾌﾟ 厚8cm

 ｍ２       100            5,967           596,700   

空練モルタル　材料（１：３） 高炉 

 ｍ３         2.28        13,440            30,643   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 57   

               計

        770,200   

               単価

        7,702   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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

水飲み場設置 350×770×760

基

        1          336,000   

土木一般世話役  

人         0.5         24,885            12,442   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

普通作業員  

人         1           19,950            19,950   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排ｶﾞｽ対策(第3次) 山積0.28m3 吊能力1.7t

日         0.5         34,910            17,455   

水飲み場 W350×D770×H760

基         1          283,000           283,000   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1              3,153   

               計

        336,000   

               単価

      336,000   円／基

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ｴｯｼﾞ材設置 黒ﾋﾞﾆﾙ L=125 鋳鉄製ｱﾝｶｰ L=235含む

ｍ

       10            2,016   

普通作業員  

人         0.2         19,950             3,990   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

ｴｯｼﾞ材 黒ﾋﾞﾆﾙ L=125 鋳鉄製ｱﾝｶｰ L=235含む

ｍ        10.1          1,570            15,857   

諸雑費（率＋まるめ）

       8%

式         1                313   

               計

         20,160   

               単価

        2,016   円／ｍ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

立水栓設置 200×200×700

基

        1          152,600   

土木一般世話役  

人         0.3         24,885             7,465   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

普通作業員  

人         0.5         19,950             9,975   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排ｶﾞｽ対策(第3次) 山積0.28m3 吊能力1.7t

日         1           34,910            34,910   

立水栓 W200×D200×H700

基         1           99,400            99,400   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1                850   

               計

        152,600   

               単価

      152,600   円／基

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

縁台設置 1183×1183×400

基

       10          168,600   

土木一般世話役  

人         1.5         24,885            37,327   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

普通作業員  

人         3           19,950            59,850   

縁台 1183×1183×400

基        10          158,000         1,580,000   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1              8,823   

               計

      1,686,000   

               単価

      168,600   円／基

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

自転車止設置 W=220 H=450

基

       10          123,300   

普通作業員  

人         2           19,950            39,900   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

自転車止め W=220 H=450 SUS 含む

基        10          119,000         1,190,000   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1              3,100   

               計

      1,233,000   

               単価

      123,300   円／基

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ﾋﾟｸﾄ切り文字設置

組

       10           38,630   

普通作業員  

人         0.8         19,950            15,960   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

ﾋﾟｸﾄ切り文字 自転車215×135 矢印95×95

組        10           36,880           368,800   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1              1,540   

               計

        386,300   

               単価

       38,630   円／組

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

チェーン柵設置 H=650 支柱間隔 2.5m

ｍ

       10           10,950   

普通作業員  

人         2           19,950            39,900   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

擬木支柱 φ100 H=1200

本         4            7,800            31,200   

ﾁｪｰﾝ  φ6mm　SUS

ｍ        10            2,810            28,100   

ｼｬｯｸﾙ  φ6ﾁｪｰﾝ用 SUS

個         8              473             3,784   

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 250×250×400

個         4              933             3,732   

諸雑費（率＋まるめ）

       7%

式         1              2,784   

               計

        109,500   

               単価

       10,950   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 45 -



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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

擬木柵設置 H=800 支柱間隔 2.0m

ｍ

       10           18,130   

普通作業員  

人         2           19,950            39,900   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

擬木柵  擬木支柱φ120 横ﾋﾞｰﾑφ80 2段

ｍ        10           13,000           130,000   

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 250×250×450

個         5            1,090             5,450   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1              5,950   

               計

        181,300   

               単価

       18,130   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 46 -



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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,290   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,285            12,285   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         12,290   

               単価

       12,290   円／人日

              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（２） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

小型バックホウ運転

日

        1           32,910   

運転手（特殊）  

人         1           22,890            22,890   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        21              136             2,856   

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）

日         1.63         4,390             7,155   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         32,910   

               単価

       32,910   円／日

              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（２） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ

時間

        1            6,666   

運転手（特殊）  

人         0.17        22,890             3,891   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ         5.7            136               775   

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ

時間         1            2,000             2,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,666   

               単価

        6,666   円／時間

              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（２） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

公園植栽工（支柱設置） 八ッ掛(丸太) L=4m 無 

本

      100           11,220   

土木一般世話役  

人         2           24,885            49,770   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

造園工  

人        11.1         22,575           250,582   

普通作業員  

人         6.4         19,950           127,680   

杉支柱丸太（防腐加工） 長０．６ｍ　末口６ｃｍ

本       300              220            66,000   

杉支柱丸太（防腐加工） 長４．０ｍ　末口６ｃｍ

本       300            1,950           585,000   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1             42,968   

               計

      1,122,000   

               単価

       11,220   円／本

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排ｶﾞｽ対策(第3次) 山積0.28m3 吊能力1.7t

日

        1           34,230   

運転手（特殊）  

人         1           22,890            22,890   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        35              136             4,760   

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊

日         1            6,580             6,580   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         34,230   

               単価

       34,230   円／日

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日

        1           30,680   

運転手（特殊）  

人         1           22,890            22,890   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        25              136             3,400   

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）

日         1            4,390             4,390   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         30,680   

               単価

       30,680   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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

トラック[クレーン装置付] ベーストラック４ｔ級 吊能力２．９ｔ

時間

        1            6,666   

運転手（特殊）  

人         0.17        22,890             3,891   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ         5.7            136               775   

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ

時間         1            2,000             2,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,666   

               単価

        6,666   円／時間

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排ｶﾞｽ対策(第3次) 山積0.13m3(平積0.1m3)

日

        1           30,680   

運転手（特殊）  

人         1           22,890            22,890   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        25              136             3,400   

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）

日         1            4,390             4,390   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         30,680   

               単価

       30,680   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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排ｶﾞｽ対策(第3次) 山積0.28m3 吊能力1.7t

日

        1           34,910   

運転手（特殊）  

人         1           22,890            22,890   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        40              136             5,440   

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊

日         1            6,580             6,580   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         34,910   

               単価

       34,910   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

空練モルタル　材料（１：３） 高炉 

 ｍ３

        1           13,440   

セメント 高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入

ｔ         0.53        15,400             8,162   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

コンクリート用骨材　砂 洗い　細目

 ｍ３         1.05         5,020             5,271   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         13,440   

               単価

       13,440   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排ｶﾞｽ対策(第3次) 山積0.28m3 吊能力1.7t

日

        1           34,910   

運転手（特殊）  

人         1           22,890            22,890   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        40              136             5,440   

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊

日         1            6,580             6,580   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         34,910   

               単価

       34,910   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 排ｶﾞｽ対策(第3次) 山積0.28m3 吊能力1.7t

日

        1           34,910   

運転手（特殊）  

人         1           22,890            22,890   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        40              136             5,440   

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊

日         1            6,580             6,580   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         34,910   

               単価

       34,910   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－2号

下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150ｍｍ

m2

        1              727.5 

下層路盤（歩道部） 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              727.5             727.5 

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－1号

床掘り(掘削) 土砂

m3

        1              314.6 

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し                         

5,000m3未満                                     

                                                 ｍ３         1              314.6             314.6 

               計

            314.6 

               単価

          314.6 円／m3

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

               計

            727.5 

               単価

          727.5 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 59 -



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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－4号

表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 施工幅

員1.4m以上 m2

        1            1,471   

表層（歩道部） 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（２０）        

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                          

                                                 ｍ２         1            1,471             1,471   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－3号

基層(歩道部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ 施工幅

員1.4m以上 m2

        1            1,510   

基層（歩道部） 1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）        

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用                        

                                                 ｍ２         1            1,510             1,510   

               計

          1,510   

               単価

        1,510   円／m2

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

               計

          1,471   

               単価

        1,471   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 60 -



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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－6号

床掘り 土砂

m3

        1            1,924   

床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            1,924             1,924   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－5号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 5cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              280   

溶融式区画線 実線 5cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無

ｍ         1              280               280   

               計

            280   

               単価

          280   円／m

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

               計

          1,924   

               単価

        1,924   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 61 -



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 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－7号

埋戻し 土砂

m3

        1            3,334   

埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            3,334             3,334   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

               計

          3,334   

               単価

        3,334   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 62 -



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 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－8号

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ 扇型 ﾍﾞｰｽ式

基

        1          571,700   

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            1,101             1,101   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

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         0.64        33,010            21,126.4 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         3.2          7,755            24,816   

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ設置 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ 扇型 ﾍﾞｰｽ式

基         1          524,600           524,600   

               計

        571,643.4 

               単価

      571,700   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -



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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－10号

交通誘導警備員

人日

        1           12,290   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           12,290            12,290   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－9号

中低木植栽 ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ 樹高(H) 0.5ｍ 枝張(W) 0.4ｍ 支柱無

本

        1            1,338   

公園植栽（植樹） 低木(株物) 樹高60cm未満 100本未満 無            

有                                              

                                                本         1            1,338             1,338   

               計

          1,338   

               単価

        1,338   円／本

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

               計

         12,290   

               単価

       12,290   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 64 -



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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ設置 ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ 扇型 ﾍﾞｰｽ式

基

        1          524,600   

土木一般世話役  

人         0.5         24,885            12,442   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

普通作業員  

人         2           19,950            39,900   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         1           30,800            30,800   

ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ 扇型 ﾍﾞｰｽ式

基         1          430,000           430,000   

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ L型 M20×500

組         4              262             1,048   

諸雑費（率＋まるめ）

       20%

式         1             10,410   

               計

        524,600   

               単価

      524,600   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 65 -



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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

公園植栽（植樹） 低木(株物) 樹高60cm未満 100本未満 無            

有                                              

                                                

本

      100            1,338   

ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ H=0.5m W=0.4m

本       100            1,075.35         107,535   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

公園植栽工　植樹工 低木　樹高６０ｃｍ未満

本       100              262.12          26,212   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 53   

               計

        133,800   

               単価

        1,338   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 66 -



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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,290   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,285            12,285   

[(自)大阪府寝屋川市点野地先　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         12,290   

               単価

       12,290   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -


