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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

那智川金山谷川他流域整備工事

鏡

（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　　　　　　　

（至）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山地先

　１）　発注年月　　　　　令和 3年 6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　３）　工事番号　　　　　5820010010　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４）　契約区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　砂防・地すべり等工事　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  245日間 　　　　自　　　令和 3年 6月29日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 4年 2月28日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　和歌山県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　新宮市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 3年 5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 6月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2021年 6月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　      1,398,900 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年 5月14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

那智川金山谷川他流域整備工事 (当　初) 砂防･地すべり対策
砂防堰堤

砂防堰堤

式         1        115,526,650

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

　堰堤修景工

　

式         1         37,980,316

　　堰堤修景工

　　

式         1         37,980,316

　　　擬石化粧式修景

　　　

化粧型枠

m2       884           20,530        18,148,520

単-1号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉B)

m3       470           26,290        12,356,300

単-2号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

21-5-40(高炉B)

m3        25           26,610           665,250

単-3号

　　　補強鉄筋

　　　

SD345 D13 L=1.0m

本       586            1,691           990,926

単-4号

　　　型枠

　　　

一般型枠

m2       180            9,337         1,680,660

単-5号

　　　浸透防止対策

　　　

 鋼製半割管 φ300 t=1

.6mm 21-8-25(高炉B)

m        42           15,600           655,200

単-6号

　　　足場

　　　

安全ネット必要

掛m2     1,030            3,382         3,483,460

単-7号

　流路修景工

　

式         1         61,072,271

　　流路修景工

　　

式         1         61,072,271
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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

那智川金山谷川他流域整備工事 (当　初) 砂防･地すべり対策
砂防堰堤

　　　パネル式修景

　　　

化粧石材 t=100㎜内外

 乱積み･割肌仕上げ

m2       666           54,950        36,596,700

単-8号

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

　　　擬石化粧式修景

　　　

化粧型枠

m2       264           20,530         5,419,920

単-9号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉B)

m3       477           26,290        12,540,330

単-10号

　　　補強鉄筋

　　　

SD345 D13 L=1.0m

本       321            1,691           542,811

単-11号

　　　型枠

　　　

一般型枠

m2       190            9,337         1,774,030

単-12号

　　　浸透防止対策

　　　

 鋼製半割管 φ300 t=1

.6mm 18-8-25(高炉B)

m        41           14,140           579,740

単-13号

　　　足場

　　　

安全ネット必要

掛m2     1,070            3,382         3,618,740

単-14号

　構造物撤去工

　

式         1         11,085,938

　　構造物取壊し工

　　

式         1          9,860,028

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物 人力施工

m3        20           29,040           580,800

単-15号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

　　　

平均はつり厚 3cm

m2     2,107            4,404         9,279,228

単-16号

　　運搬処理工

　　

式         1          1,225,910
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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

那智川金山谷川他流域整備工事 (当　初) 砂防･地すべり対策
砂防堰堤

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        83           11,950           991,850

単-17号

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        83            2,820           234,060

単-18号

　仮設工

　

式         1          5,388,125

　　工事用道路工

　　

式         1          1,168,222

　　　工事用道路盛土

　　　

4.0m以上

m3       490              188.2          92,218

単-19号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3       270              684.4         184,788

単-20号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3       270              633.2         170,964

単-21号

　　　工事用道路撤去

　　　

m3       270              867.6         234,252

単-22号

　　　残土等処分

　　　

土砂

m3       270            1,800           486,000

単-23号

　　土留･仮締切工

　　

式         1          2,418,966

　　　大型土のう

　　　

製作・設置 流用土 短

期仮設（１年対応）

袋       192            6,309         1,211,328

単-24号

　　　大型土のう

　　　

移設 20m以下

袋       281            1,364           383,284

単-25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

那智川金山谷川他流域整備工事 (当　初) 砂防･地すべり対策
砂防堰堤

　　　大型土のう

　　　

移設 50m以下

袋       110            2,720           299,200

単-26号

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

　　　大型土のう

　　　

移設 500m以下

袋        15            2,561            38,415

単-27号

　　　大型土のう

　　　

撤去

袋       192              622.6         119,539

単-28号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3       160              495            79,200

単-29号

　　　残土等処分

　　　

土砂

m3       160            1,800           288,000

単-30号

　　仮水路工

　　

式         1            617,097

　　　暗渠排水管

　　　

設置　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

 管　φ1500 ﾀﾞﾌﾞﾙ（支

給品） m        21           20,270           425,670

単-31号

　　　暗渠排水管

　　　

移設　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

 管　φ1500 ﾀﾞﾌﾞﾙ

m        10            9,716            97,160

単-32号

　　　暗渠排水管

　　　

撤去　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

 管　φ1500 ﾀﾞﾌﾞﾙ

m        21            3,697            77,637

単-33号

　　　現場発生品運搬

　　　

 φ1500 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

管 片道運搬距離L=2.0

km以下 回        10            1,663            16,630

単-34号

　　交通管理工

　　

式         1          1,183,840

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        98           12,080         1,183,840

単-35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

那智川金山谷川他流域整備工事 (当　初) 砂防･地すべり対策
砂防堰堤

直接工事費

式         1        115,526,650

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

共通仮設費

式         1         10,288,000

　共通仮設費

　

式         1          1,111,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1          1,111,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          9,177,000

純工事費

式         1        125,814,650

　現場管理費

　

式         1         33,216,000

工事原価

式         1        306,850,235

　一般管理費等

　

式         1         37,709,765

工事価格

式         1        344,560,000

消費税相当額

式         1         34,456,000

工事費計

式         1        379,016,000
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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

那智川金山谷川他流域整備工事　（樋口川地区） (当　初) 砂防･地すべり対策
砂防堰堤

砂防堰堤

式         1         54,578,335

[                                                ]

　流路修景工

　

式         1         48,856,434

　　流路修景工

　　

式         1         48,856,434

　　　パネル式修景

　　　

化粧石材 t=100㎜内外

 乱積み･割肌仕上げ

m2       375           54,950        20,606,250

単-1号

　　　アンカー付石積

　　　

自然石 300内外 控え5

00 練積

m2       530           28,800        15,264,000

単-2号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉B)

m3       326           26,290         8,570,540

単-3号

　　　補強鉄筋

　　　

SD345 D13 L=1.0m

本       654            1,691         1,105,914

単-4号

　　　型枠

　　　

一般型枠

m2        10            9,337            93,370

単-5号

　　　浸透防止対策

　　　

 鋼製半割管 φ300 t=1

.6mm 18-8-25(高炉B)

m        12           14,380           172,560

単-6号

　　　足場

　　　

安全ネット必要

掛m2       900            3,382         3,043,800

単-7号

　構造物撤去工

　

式         1          4,511,436

　　構造物取壊し工

　　

式         1          4,068,336

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



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

那智川金山谷川他流域整備工事　（樋口川地区） (当　初) 砂防･地すべり対策
砂防堰堤

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物 人力施工

m3         3           29,040            87,120

単-8号

[                                                ]

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

　　　

平均はつり厚　3cm

m2       904            4,404         3,981,216

単-9号

　　運搬処理工

　　

式         1            443,100

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        30           11,950           358,500

単-10号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        30            2,820            84,600

単-11号

　仮設工

　

式         1          1,210,465

　　土留･仮締切工

　　

式         1            666,865

　　　大型土のう

　　　

製作・設置　流用土 

短期仮設（１年対応）

袋        58            6,374           369,692

単-12号

　　　大型土のう

　　　

移設　20ｍ以下

袋        17            1,364            23,188

単-13号

　　　大型土のう

　　　

移設　50ｍ以下

袋        40            2,720           108,800

単-14号

　　　大型土のう

　　　

撤去

袋        58              622.6          36,110

単-15号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3        50              781.5          39,075

単-16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

那智川金山谷川他流域整備工事　（樋口川地区） (当　初) 砂防･地すべり対策
砂防堰堤

　　　残土等処分

　　　

土砂

m3        50            1,800            90,000

単-17号

[                                                ]

　　交通管理工

　　

式         1            543,600

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        45           12,080           543,600

単-18号

直接工事費

式         1         54,578,335

共通仮設費

式         1          5,700,000

　共通仮設費

　

式         1            603,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            603,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          5,097,000

純工事費

式         1         60,278,335

　現場管理費

　

式         1         18,378,000

工事原価

式         1         78,656,335
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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

那智川金山谷川他流域整備工事　（陰陽川地区） (当　初) 砂防･地すべり対策
砂防堰堤

砂防堰堤

式         1         47,516,250

[                                                ]

　流路修景工

　

式         1         41,833,904

　　流路修景工

　　

式         1         41,833,904

　　　パネル式修景

　　　

化粧石材 t=100㎜内外

 乱積み･割肌仕上げ

m2       257           54,950        14,122,150

単-1号

　　　アンカー付石積

　　　

自然石 300内外　控え

500　練積

m2       551           28,800        15,868,800

単-2号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉B)

m3       275           26,290         7,229,750

単-3号

　　　補強鉄筋

　　　

SD345　D13　L=1.0m

本       810            1,691         1,369,710

単-4号

　　　型枠

　　　

一般型枠

m2         2            9,337            18,674

単-5号

　　　浸透防止対策

　　　

 鋼製半割管 φ300 t=1

.6mm 18-8-25(高炉B)

m        30           16,180           485,400

単-6号

　　　足場

　　　

安全ネット必要

掛m2       810            3,382         2,739,420

単-7号

　構造物撤去工

　

式         1          4,263,392

　　構造物取壊し工

　　

式         1          3,790,752

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



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

那智川金山谷川他流域整備工事　（陰陽川地区） (当　初) 砂防･地すべり対策
砂防堰堤

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物 人力施工

m3         8           29,040           232,320

単-8号

[                                                ]

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

　　　

平均はつり厚 3cm

m2       808            4,404         3,558,432

単-9号

　　運搬処理工

　　

式         1            472,640

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        32           11,950           382,400

単-10号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        32            2,820            90,240

単-11号

　仮設工

　

式         1          1,418,954

　　土留･仮締切工

　　

式         1            778,714

　　　大型土のう

　　　

製作・設置　流用土 

短期仮設（１年対応）

袋        80            6,460           516,800

単-12号

　　　大型土のう

　　　

移設　20ｍ以下

袋        15            1,364            20,460

単-13号

　　　大型土のう

　　　

撤去

袋        80              622.6          49,808

単-14号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3        70              937.8          65,646

単-15号

　　　残土等処分

　　　

土砂

m3        70            1,800           126,000

単-16号

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



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

那智川金山谷川他流域整備工事　（陰陽川地区） (当　初) 砂防･地すべり対策
砂防堰堤

　　交通管理工

　　

式         1            640,240

[                                                ]

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        53           12,080           640,240

単-17号

直接工事費

式         1         47,516,250

共通仮設費

式         1          5,124,000

　共通仮設費

　

式         1            539,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            539,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          4,585,000

純工事費

式         1         52,640,250

　現場管理費

　

式         1         16,523,000

工事原価

式         1         69,163,250

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

              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＞
[                                                ]

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[                                                ]

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－1号

擬石化粧式修景 化粧型枠

m2

        1           20,530   

型枠工［砂防］ 標準(1.0)                                       

                                                

                                                 ｍ２         1            9,337             9,337   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

化粧型枠

 ｍ２         1            3,126             3,126   

化粧型枠（材料費）

 ｍ２         1            8,060             8,060   

               計

         20,523   

               単価

       20,530   円／m2

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－3号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40(高炉B)

m3

        1           26,610   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設               

各種 10m3以上100m3未満 一般養生                 

延長無し 全ての費用                              ｍ３         1           26,610            26,610   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－2号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉B)

m3

        1           26,290   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設               

18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満                 

一般養生 延長無し 全ての費用                     ｍ３         1           26,290            26,290   

               計

         26,290   

               単価

       26,290   円／m3

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

         26,610   

               単価

       26,610   円／m3

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－4号

補強鉄筋 SD345 D13 L=1.0m

本

      100            1,691   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

差筋及び杭頭処理                                ｔ         0.1        144,200            14,420   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)  削孔径φ16 削孔深500mm

孔       100            1,523           152,300   

材料費（ｍ３）

 ｍ３         0.01       234,000             2,340   

               計

        169,060   

               単価

        1,691   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－5号

型枠 一般型枠

m2

        1            9,337   

型枠工［砂防］ 標準(1.0)                                       

                                                

                                                 ｍ２         1            9,337             9,337   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

          9,337   

               単価

        9,337   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－6号

浸透防止対策  鋼製半割管 φ300 t=1.6mm 21-8-25(高炉B)

m

       42           15,600   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設               

21-8-25(20)(高炉)                               

10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し              ｍ３        17           26,930           457,810   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物 10t未満                

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.38       145,400            55,252   

止水板設置 CF 300×7                                       

                                                

                                                ｍ         3            4,718            14,154   

材料費（ｍ）

ｍ        38            3,360           127,680   

               計

        654,896   

               単価

       15,600   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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－8号

パネル式修景 化粧石材 t=100㎜内外 乱積み･割肌仕上げ

m2

        1           54,950   

パネル式修景 260kg/m2内外

m2         1            9,944             9,944   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－7号

足場 安全ネット必要

掛m2

        1            3,382   

足場工 単管傾斜足場 必要 標準                          

                                                

                                                掛ｍ２         1            3,382             3,382   

               計

          3,382   

               単価

        3,382   円／掛m2

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

材料費（ｍ２）

 ｍ２         1           45,000            45,000   

               計

         54,944   

               単価

       54,950   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－9号

擬石化粧式修景 化粧型枠

m2

        1           20,530   

型枠工［砂防］ 標準(1.0)                                       

                                                

                                                 ｍ２         1            9,337             9,337   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

化粧型枠

 ｍ２         1            3,126             3,126   

化粧型枠（材料費）

 ｍ２         1            8,060             8,060   

               計

         20,523   

               単価

       20,530   円／m2

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－10号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉B)

m3

        1           26,290   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設               

18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満                 

一般養生 延長無し 全ての費用                     ｍ３         1           26,290            26,290   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

         26,290   

               単価

       26,290   円／m3

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－11号

補強鉄筋 SD345 D13 L=1.0m

本

      100            1,691   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

差筋及び杭頭処理                                ｔ         0.1        144,200            14,420   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)  削孔径φ16　削孔深500mm

孔       100            1,523           152,300   

材料費（ｍ３）

 ｍ３         0.01       234,000             2,340   

               計

        169,060   

               単価

        1,691   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－12号

型枠 一般型枠

m2

        1            9,337   

型枠工［砂防］ 標準(1.0)                                       

                                                

                                                 ｍ２         1            9,337             9,337   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

          9,337   

               単価

        9,337   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－13号

浸透防止対策  鋼製半割管 φ300 t=1.6mm 18-8-25(高炉B)

m

       41           14,140   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設               

18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満                 

一般養生 延長無し 全ての費用                     ｍ３        16           26,500           424,000   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物 10t未満                

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.33       145,400            47,982   

材料費（ｍ）

ｍ        32            3,360           107,520   

               計

        579,502   

               単価

       14,140   円／m

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－15号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工

m3

        1           29,040   

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                 ｍ３         1           29,040            29,040   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－14号

足場 安全ネット必要

掛m2

        1            3,382   

足場工 単管傾斜足場 必要 標準                          

                                                

                                                掛ｍ２         1            3,382             3,382   

               計

          3,382   

               単価

        3,382   円／掛m2

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

         29,040   

               単価

       29,040   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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－17号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1           11,950   

殻運搬 人力積込　17.0km以上22.0km以下

m3         1           11,950            11,950   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－16号

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 平均はつり厚 3cm

m2

       10            4,404   

コンクリートはつり 3cm以下 全ての費用                              

                                                

                                                 ｍ２        10            4,282            42,820   

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                                        

                                                

                                                 ｍ３         0.3          4,053             1,215.9 

               計

         44,035.9 

               単価

        4,404   円／m2

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

         11,950   

               単価

       11,950   円／m3

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－19号

工事用道路盛土 4.0m以上

m3

        1              188.2 

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

                                                

                                                 ｍ３         1              188.2             188.2 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－18号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            2,820   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,820             2,820   

               計

          2,820   

               単価

        2,820   円／m3

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

            188.2 

               単価

          188.2 円／m3

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－21号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              633.2 

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し                         

5,000m3未満                                     

                                                 ｍ３         1              294.5             294.5 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－20号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              684.4 

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

                                                

                                                 ｍ３         1              189.4             189.4 

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下        

                                                 ｍ３         1              495               495   

               計

            684.4 

               単価

          684.4 円／m3

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下        

                                                 ｍ３         1              338.7             338.7 

               計

            633.2 

               単価

          633.2 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－23号

残土等処分 土砂

m3

        1            1,800   

残土等処分

 ｍ３         1            1,800             1,800   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－22号

工事用道路撤去

m3

        1              867.6 

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し                         

5,000m3未満                                     

                                                 ｍ３         1              294.5             294.5 

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下        

                                                 ｍ３         1              573.1             573.1 

               計

            867.6 

               単価

          867.6 円／m3

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

          1,800   

               単価

        1,800   円／m3

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－24号

大型土のう 製作・設置 流用土 短期仮設（１年対応）

袋

      100            6,309   

大型土のう工 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下               

標準(1.0)                                       

                                                袋       100            5,738           573,800   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

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

                                                

                                                 ｍ３        83.3            189.4          15,777.02

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下        

                                                 ｍ３        83.3            495            41,233.5 

               計

        630,810.52

               単価

        6,309   円／袋

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－25号

大型土のう 移設 20m以下

袋

        1            1,364   

大型土のう工 設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)                  

                                                

                                                袋         1            1,364             1,364   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

          1,364   

               単価

        1,364   円／袋

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－26号

大型土のう 移設 50m以下

袋

        1            2,720   

大型土のう工 設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)                  

                                                

                                                袋         1            1,364             1,364   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

大型土のう工 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)                  

                                                

                                                袋         1              666.3             666.3 

大型土のう運搬 50m以下

袋         1              689               689   

               計

          2,719.3 

               単価

        2,720   円／袋

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－27号

大型土のう 移設 500m以下

袋

        1            2,561   

大型土のう工 設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)                  

                                                

                                                袋         1            1,364             1,364   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

大型土のう工 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)                  

                                                

                                                袋         1              666.3             666.3 

大型土のう運搬 500m以下

袋         1              530               530   

               計

          2,560.3 

               単価

        2,561   円／袋

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－29号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              495   

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下        

                                                 ｍ３         1              495               495   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－28号

大型土のう 撤去

袋

        1              622.6 

大型土のう工 撤去 6m以下                                     

                                                

                                                袋         1              622.6             622.6 

               計

            622.6 

               単価

          622.6 円／袋

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

            495   

               単価

          495   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－30号

残土等処分 土砂

m3

        1            1,800   

残土等処分

 ｍ３         1            1,800             1,800   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

          1,800   

               単価

        1,800   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－31号

暗渠排水管  設置　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1500 ﾀﾞﾌﾞﾙ（支給品）

m

       21           20,270   

暗渠排水管設置 φ1500

m        21            6,019           126,399   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

材料費（ｍ）

ｍ        21                0                 0   

材料費（個）

個         4           74,800           299,200   

               計

        425,599   

               単価

       20,270   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－33号

暗渠排水管  撤去　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1500 ﾀﾞﾌﾞﾙ

m

       21            3,697   

暗渠排水管撤去 φ1500

m        21            3,697            77,637   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－32号

暗渠排水管  移設　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1500 ﾀﾞﾌﾞﾙ

m

       10            9,716   

暗渠排水管撤去 φ1500

m        10            3,697            36,970   

暗渠排水管設置 φ1500

m        10            6,019            60,190   

               計

         97,160   

               単価

        9,716   円／m

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

         77,637   

               単価

        3,697   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－35号

交通誘導警備員

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           12,080            12,080   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－34号

現場発生品運搬  φ1500 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 片道運搬距離L=2.0km以下

回

        1            1,663   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m

 2.0km以下 0.3t超0.5t以下 

回         1            1,663             1,663   

               計

          1,663   

               単価

        1,663   円／回

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

型枠工［砂防］ 標準(1.0)                                       

                                                

                                                

 ｍ２

      100            9,337   

土木一般世話役  

人         3.9         25,095            97,870   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

型わく工  

人        14.9         27,090           403,641   

特殊作業員  

人         0.85        22,155            18,831   

普通作業員  

人         8.5         20,265           172,252   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         2.3         41,600            95,680   

諸雑費（率＋まるめ）

        21%

式         1            145,426   

               計

        933,700   

               単価

        9,337   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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

差筋及び杭頭処理                                

ｔ

        1          144,200   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03        81,000            83,430   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

鉄筋工 加工・組立共　差筋及び杭頭処理

ｔ         1           60,737.25          60,737   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 33   

               計

        144,200   

               単価

      144,200   円／ｔ

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)  削孔径φ16 削孔深500mm

孔

      100            1,523   

土木一般世話役  

人         0.8         25,095            20,076   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

特殊作業員  

人         3.3         22,155            73,111   

普通作業員  

人         1.1         20,265            22,291   

発動発電機運転(賃料) ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA

日         4.7          1,565             7,355   

諸雑費（率＋まるめ）

       24%

式         1             29,467   

               計

        152,300   

               単価

        1,523   円／孔

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

材料費（ｍ３）

 ｍ３

        1          234,000   

無収縮ﾓﾙﾀﾙ  

 ｍ３         1          234,000           234,000   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

        234,000   

               単価

      234,000   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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物 10t未満                

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              

ｔ

        1          145,400   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５

ｔ         1.03        79,000            81,370   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           63,997.5          63,997   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 33   

               計

        145,400   

               単価

      145,400   円／ｔ

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

止水板設置 CF 300×7                                       

                                                

                                                

ｍ

       10            4,718   

土木一般世話役  

人         0.3         25,095             7,528   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

普通作業員  

人         0.8         20,265            16,212   

塩ビ止水板 ＣＦ　３００×７

ｍ        10.7          2,190            23,433   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         47,180   

               単価

        4,718   円／ｍ

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

材料費（ｍ）

ｍ

        1            3,360   

鋼製半割管 φ300 t=1.6mm 

ｍ         1            3,360             3,360   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

          3,360   

               単価

        3,360   円／ｍ

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

足場工 単管傾斜足場 必要 標準                          

                                                

                                                

掛ｍ２

      100            3,382   

土木一般世話役  

人         1.4         25,095            35,133   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

とび工  

人         5.6         25,200           141,120   

普通作業員  

人         2.5         20,265            50,662   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.8         41,600            33,280   

諸雑費（率＋まるめ）

        30%

式         1             78,005   

               計

        338,200   

               単価

        3,382   円／掛ｍ２

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

パネル式修景 260kg/m2内外

m2

       10            9,944   

土木一般世話役  

人         0.29        25,095             7,277   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

溶接工  

人         0.58        26,775            15,529   

ブロック工  

人         1.21        26,250            31,762   

普通作業員  

人         0.85        20,265            17,225   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.25        41,600            10,400   

コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満                               

                                                

                                                孔        28              546.4          15,299   

諸雑費（率＋まるめ）

       2%

式         1              1,948   

               計

         99,440   

               単価

        9,944   円／m2

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

材料費（ｍ２）

 ｍ２

        1           45,000   

パネル式化粧石材 t=100㎜内外 乱積･割肌仕上

 ｍ２         1           45,000            45,000   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

         45,000   

               単価

       45,000   円／ｍ２

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)  削孔径φ16　削孔深500mm

孔

      100            1,523   

土木一般世話役  

人         0.8         25,095            20,076   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

特殊作業員  

人         3.3         22,155            73,111   

普通作業員  

人         1.1         20,265            22,291   

発動発電機運転(賃料) ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA

日         4.7          1,565             7,355   

諸雑費（率＋まるめ）

       24%

式         1             29,467   

               計

        152,300   

               単価

        1,523   円／孔

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



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）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

殻運搬 人力積込　17.0km以上22.0km以下

m3

       10           11,950   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級

日         4.3         27,770           119,411   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                

 ｍ３

        1           29,040   

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無

 ｍ３         1           29,040            29,040   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         29,040   

               単価

       29,040   円／ｍ３

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 89   

               計

        119,500   

               単価

       11,950   円／m3

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,820   

処分費 コンクリート殻(無筋)

 ｍ３       100            2,820           282,000   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

        282,000   

               単価

        2,820   円／ｍ３

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下               

標準(1.0)                                       

                                                

袋

       10            5,738   

土木一般世話役  

人         0.192        25,095             4,818   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

特殊作業員  

人         0.192        22,155             4,253   

普通作業員  

人         0.192        20,265             3,890   

大型土のう袋材 Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ

袋        10            2,620            26,200   

バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 6mを超え20m以下 

日         0.192        49,250             9,456   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.192        41,600             7,987   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1                776   

               計

         57,380   

               単価

        5,738   円／袋

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)                  

                                                

                                                

袋

       10            1,364   

土木一般世話役  

人         0.125        25,095             3,136   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

特殊作業員  

人         0.125        22,155             2,769   

普通作業員  

人         0.125        20,265             2,533   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.125        41,600             5,200   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         13,640   

               単価

        1,364   円／袋

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)                  

                                                

                                                

袋

       10              666.3 

土木一般世話役  

人         0.075        25,095             1,882   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

特殊作業員  

人         0.075        22,155             1,661   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.075        41,600             3,120   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,663   

               単価

          666.3 円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

大型土のう運搬 500m以下

袋

       10              530   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級

日         0.1         53,000             5,300   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

大型土のう運搬 50m以下

袋

       10              689   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級

日         0.13        53,000             6,890   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,890   

               単価

          689   円／袋

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,300   

               単価

          530   円／袋

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 撤去 6m以下                                     

                                                

                                                

袋

       10              622.6 

土木一般世話役  

人         0.069        25,095             1,731   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

特殊作業員  

人         0.069        22,155             1,528   

バックホウ運転（クレーン仕様） 撤去 6m以下 

日         0.069        43,000             2,967   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,226   

               単価

          622.6 円／袋

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

暗渠排水管設置 φ1500

m

      100            6,019   

土木一般世話役  

人         3           25,095            75,285   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

特殊作業員  

人         2           22,155            44,310   

普通作業員  

人        10           20,265           202,650   

バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 排ガス型（第３次）山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ

日         3           75,000           225,000   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1             54,655   

               計

        601,900   

               単価

        6,019   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



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）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

材料費（個）

個

        1           74,800   

暗渠排水管 継手  φ1500 ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管用 4割継手

個         1           74,800            74,800   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

材料費（ｍ）

ｍ

        1                0   

暗渠排水管  φ1500 ﾀﾞﾌﾞﾙ

ｍ         1          116,000                 0   

               計

              0   

               単価

            0   円／ｍ

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

               計

         74,800   

               単価

       74,800   円／個

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

暗渠排水管撤去 φ1500

m

      100            3,697   

土木一般世話役  

人         2           25,095            50,190   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

特殊作業員  

人         2           22,155            44,310   

普通作業員  

人         6           20,265           121,590   

バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 排ガス型（第３次）山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ

日         2           75,000           150,000   

諸雑費（率＋まるめ）

       1%

式         1              3,610   

               計

        369,700   

               単価

        3,697   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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

暗渠排水管設置 φ1500

m

      100            6,019   

土木一般世話役  

人         3           25,095            75,285   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

特殊作業員  

人         2           22,155            44,310   

普通作業員  

人        10           20,265           202,650   

バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 排ガス型（第３次）山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ

日         3           75,000           225,000   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1             54,655   

               計

        601,900   

               単価

        6,019   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

暗渠排水管撤去 φ1500

m

      100            3,697   

土木一般世話役  

人         2           25,095            50,190   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

特殊作業員  

人         2           22,155            44,310   

普通作業員  

人         6           20,265           121,590   

バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 排ガス型（第３次）山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ

日         2           75,000           150,000   

諸雑費（率＋まるめ）

       1%

式         1              3,610   

               計

        369,700   

               単価

        3,697   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,075            12,075   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

発動発電機運転(賃料) ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA

日

        1            1,565   

ガソリン レギュラー

Ｌ         8.4            130             1,092   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ２ｋＶＡ

日         1              473               473   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,565   

               単価

        1,565   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ダンプトラック［オンロード・ディ

ーゼル］

２ｔ積級

日

        1           27,770   

運転手（一般）  

人         1           19,005            19,005   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ        22              113             2,486   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級

供用日         1.28         4,620             5,913   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ(供用日当り)

供用日         1.28           280               358   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         27,770   

               単価

       27,770   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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 6mを超え20m以下 

日

        1           49,250   

運転手（特殊）  

人         1           20,895            20,895   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ       112              113            12,656   

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

日         1.44        10,900            15,696   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         49,250   

               単価

       49,250   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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ダンプトラック［オンロード・ディ

ーゼル］

１０ｔ積級

日

        1           53,000   

運転手（一般）  

人         1           19,005            19,005   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ        65              113             7,345   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級

供用日         1.28        19,700            25,216   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ(供用日当り)

供用日         1.28         1,120             1,433   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         53,000   

               単価

       53,000   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

バックホウ運転（クレーン仕様） 撤去 6m以下 

日

        1           43,000   

運転手（特殊）  

人         1           20,895            20,895   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ        74              113             8,362   

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

日         1.26        10,900            13,734   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         43,000   

               単価

       43,000   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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ）標準・超低

騒音・クレーン付

排ガス型（第３次）山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ

日

        1           75,000   

運転手（特殊）  

人         1           20,895            20,895   

[（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先　 　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ       113              113            12,769   

バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 排ガス型（第３次）山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ

供用日         1.66        24,900            41,334   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         75,000   

               単価

       75,000   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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－1号

パネル式修景 化粧石材 t=100㎜内外 乱積み･割肌仕上げ

m2

        1           54,950   

パネル式修景 260kg/m2内外

m2         1            9,944             9,944   

[                                                ]

材料費（ｍ２）

 ｍ２         1           45,000            45,000   

               計

         54,944   

               単価

       54,950   円／m2

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－2号

アンカー付石積 自然石 300内外 控え500 練積

m2

       10           28,800   

アンカー付石積  自然石 φ300内外　控え500

m2        10           16,150           161,500   

[                                                ]

材料費（個）

個       128              250            32,000   

材料費（本）

本       128              170            21,760   

材料費（ｍ２）

 ｍ２        10            1,600            16,000   

石材（割石、雑割、野面石、雑石）採取 野面石及び雑石 控長 30cm                        

                                                

                                                 ｍ２        10            5,674            56,740   

               計

        288,000   

               単価

       28,800   円／m2

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－3号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉B)

m3

        1           26,290   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設               

18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満                 

一般養生 延長無し 全ての費用                     ｍ３         1           26,290            26,290   

[                                                ]

               計

         26,290   

               単価

       26,290   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－4号

補強鉄筋 SD345 D13 L=1.0m

本

      100            1,691   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

差筋及び杭頭処理                                ｔ         0.1        144,200            14,420   

[                                                ]

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)  削孔径φ16　削孔深500mm

孔       100            1,523           152,300   

材料費（ｍ３）

 ｍ３         0.01       234,000             2,340   

               計

        169,060   

               単価

        1,691   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 59 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－5号

型枠 一般型枠

m2

        1            9,337   

型枠工［砂防］ 標準(1.0)                                       

                                                

                                                 ｍ２         1            9,337             9,337   

[                                                ]

               計

          9,337   

               単価

        9,337   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 60 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－6号

浸透防止対策  鋼製半割管 φ300 t=1.6mm 18-8-25(高炉B)

m

       12           14,380   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設               

18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満                 

一般養生 延長無し 全ての費用                     ｍ３         5           26,500           132,500   

[                                                ]

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物 10t未満                

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.09       145,400            13,086   

材料費（ｍ）

ｍ         8            3,360            26,880   

               計

        172,466   

               単価

       14,380   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 61 -



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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－8号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工

m3

        1           29,040   

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                 ｍ３         1           29,040            29,040   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－7号

足場 安全ネット必要

掛m2

        1            3,382   

足場工 単管傾斜足場 必要 標準                          

                                                

                                                掛ｍ２         1            3,382             3,382   

               計

          3,382   

               単価

        3,382   円／掛m2

[                                                ]

               計

         29,040   

               単価

       29,040   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 62 -



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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－10号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1           11,950   

殻運搬 人力積込  17.0km以上22.0km以下

m3         1           11,950            11,950   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－9号

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 平均はつり厚　3cm

m2

       10            4,404   

コンクリートはつり 3cm以下 全ての費用                              

                                                

                                                 ｍ２        10            4,282            42,820   

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                                        

                                                

                                                 ｍ３         0.3          4,053             1,215.9 

               計

         44,035.9 

               単価

        4,404   円／m2

[                                                ]

               計

         11,950   

               単価

       11,950   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－11号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            2,820   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,820             2,820   

[                                                ]

               計

          2,820   

               単価

        2,820   円／m3

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－12号

大型土のう 製作・設置　流用土 短期仮設（１年対応）

袋

      100            6,374   

大型土のう工 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下               

標準(1.0)                                       

                                                袋       100            5,738           573,800   

[                                                ]

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

                                                

                                                 ｍ３        83.3            189.4          15,777.02

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下        

                                                 ｍ３        83.3            573.1          47,739.23

               計

        637,316.25

               単価

        6,374   円／袋

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－13号

大型土のう 移設　20ｍ以下

袋

        1            1,364   

大型土のう工 設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)                  

                                                

                                                袋         1            1,364             1,364   

[                                                ]

               計

          1,364   

               単価

        1,364   円／袋

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－14号

大型土のう 移設　50ｍ以下

袋

        1            2,720   

大型土のう工 設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)                  

                                                

                                                袋         1            1,364             1,364   

[                                                ]

大型土のう工 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)                  

                                                

                                                袋         1              666.3             666.3 

大型土のう運搬 50m以内

袋         1              689               689   

               計

          2,719.3 

               単価

        2,720   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -



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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－16号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              781.5 

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 4.0km以下        

                                                 ｍ３         1              781.5             781.5 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－15号

大型土のう 撤去

袋

        1              622.6 

大型土のう工 撤去 6m以下                                     

                                                

                                                袋         1              622.6             622.6 

               計

            622.6 

               単価

          622.6 円／袋

[                                                ]

               計

            781.5 

               単価

          781.5 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 68 -



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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－18号

交通誘導警備員

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           12,080            12,080   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－17号

残土等処分 土砂

m3

        1            1,800   

残土等処分

 ｍ３         1            1,800             1,800   

               計

          1,800   

               単価

        1,800   円／m3

[                                                ]

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 69 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

パネル式修景 260kg/m2内外

m2

       10            9,944   

土木一般世話役  

人         0.29        25,095             7,277   

[                                                ]

溶接工  

人         0.58        26,775            15,529   

ブロック工  

人         1.21        26,250            31,762   

普通作業員  

人         0.85        20,265            17,225   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.25        41,600            10,400   

コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満                               

                                                

                                                孔        28              546.4          15,299   

諸雑費（率＋まるめ）

       2%

式         1              1,948   

               計

         99,440   

               単価

        9,944   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 70 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

材料費（ｍ２）

 ｍ２

        1           45,000   

パネル式化粧石材 t=100㎜内外 乱積･割肌仕上

 ｍ２         1           45,000            45,000   

[                                                ]

               計

         45,000   

               単価

       45,000   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 71 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

アンカー付石積  自然石 φ300内外　控え500

m2

       10           16,150   

土木一般世話役  

人         0.66        25,095            16,562   

[                                                ]

石工  

人         2.31        32,550            75,190   

普通作業員  

人         1.82        20,265            36,882   

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］ クレーン付２０１１年　山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ

日         0.25        62,560            15,640   

諸雑費（率＋まるめ）

       12%

式         1             17,226   

               計

        161,500   

               単価

       16,150   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 72 -



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）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

材料費（本）

本

        1              170   

ｱﾝｶｰ側ｼｬﾌﾄ  φ6　L=300　亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ鉄線(ｼﾞｮｲﾝﾄ金具含む)

本         1              170               170   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

材料費（個）

個

        1              250   

自在ｱﾝｶｰ L=57.5㎜　SUS304

個         1              250               250   

               計

            250   

               単価

          250   円／個

[                                                ]

               計

            170   

               単価

          170   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 73 -



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）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

石材（割石、雑割、野面石、雑石）

採取

野面石及び雑石 控長 30cm                        

                                                

                                                

 ｍ２

        1            5,674   

普通作業員  

人         0.28        20,265             5,674   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

材料費（ｍ２）

 ｍ２

        1            1,600   

背面金網  φ4 亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ　100mm目

 ｍ２         1            1,600             1,600   

               計

          1,600   

               単価

        1,600   円／ｍ２

[                                                ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,674   

               単価

        5,674   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 74 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

差筋及び杭頭処理                                

ｔ

        1          144,200   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03        81,000            83,430   

[                                                ]

鉄筋工 加工・組立共　差筋及び杭頭処理

ｔ         1           60,737.25          60,737   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 33   

               計

        144,200   

               単価

      144,200   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 75 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)  削孔径φ16　削孔深500mm

孔

      100            1,523   

土木一般世話役  

人         0.8         25,095            20,076   

[                                                ]

特殊作業員  

人         3.3         22,155            73,111   

普通作業員  

人         1.1         20,265            22,291   

発動発電機運転(賃料) ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA

日         4.7          1,565             7,355   

諸雑費（率＋まるめ）

       24%

式         1             29,467   

               計

        152,300   

               単価

        1,523   円／孔

              国土交通省　近畿地方整備局- 76 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

材料費（ｍ３）

 ｍ３

        1          234,000   

無収縮ﾓﾙﾀﾙ  

 ｍ３         1          234,000           234,000   

[                                                ]

               計

        234,000   

               単価

      234,000   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 77 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

型枠工［砂防］ 標準(1.0)                                       

                                                

                                                

 ｍ２

      100            9,337   

土木一般世話役  

人         3.9         25,095            97,870   

[                                                ]

型わく工  

人        14.9         27,090           403,641   

特殊作業員  

人         0.85        22,155            18,831   

普通作業員  

人         8.5         20,265           172,252   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         2.3         41,600            95,680   

諸雑費（率＋まるめ）

        21%

式         1            145,426   

               計

        933,700   

               単価

        9,337   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 78 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物 10t未満                

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              

ｔ

        1          145,400   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５

ｔ         1.03        79,000            81,370   

[                                                ]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           63,997.5          63,997   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 33   

               計

        145,400   

               単価

      145,400   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 79 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

材料費（ｍ）

ｍ

        1            3,360   

鋼製半割管 φ300 t=1.6mm 

ｍ         1            3,360             3,360   

[                                                ]

               計

          3,360   

               単価

        3,360   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 80 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

足場工 単管傾斜足場 必要 標準                          

                                                

                                                

掛ｍ２

      100            3,382   

土木一般世話役  

人         1.4         25,095            35,133   

[                                                ]

とび工  

人         5.6         25,200           141,120   

普通作業員  

人         2.5         20,265            50,662   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.8         41,600            33,280   

諸雑費（率＋まるめ）

        30%

式         1             78,005   

               計

        338,200   

               単価

        3,382   円／掛ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 81 -



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）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

殻運搬 人力積込  17.0km以上22.0km以下

m3

       10           11,950   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級

日         4.3         27,770           119,411   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                

 ｍ３

        1           29,040   

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無

 ｍ３         1           29,040            29,040   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         29,040   

               単価

       29,040   円／ｍ３

[                                                ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 89   

               計

        119,500   

               単価

       11,950   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 82 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,820   

処分費 コンクリート殻(無筋)

 ｍ３       100            2,820           282,000   

[                                                ]

               計

        282,000   

               単価

        2,820   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 83 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下               

標準(1.0)                                       

                                                

袋

       10            5,738   

土木一般世話役  

人         0.192        25,095             4,818   

[                                                ]

特殊作業員  

人         0.192        22,155             4,253   

普通作業員  

人         0.192        20,265             3,890   

大型土のう袋材 Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ

袋        10            2,620            26,200   

バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 6mを超え20m以下 

日         0.192        49,250             9,456   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.192        41,600             7,987   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1                776   

               計

         57,380   

               単価

        5,738   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 84 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)                  

                                                

                                                

袋

       10            1,364   

土木一般世話役  

人         0.125        25,095             3,136   

[                                                ]

特殊作業員  

人         0.125        22,155             2,769   

普通作業員  

人         0.125        20,265             2,533   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.125        41,600             5,200   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         13,640   

               単価

        1,364   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 85 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)                  

                                                

                                                

袋

       10              666.3 

土木一般世話役  

人         0.075        25,095             1,882   

[                                                ]

特殊作業員  

人         0.075        22,155             1,661   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.075        41,600             3,120   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,663   

               単価

          666.3 円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 86 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

大型土のう運搬 50m以内

袋

       10              689   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級

日         0.13        53,000             6,890   

[                                                ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,890   

               単価

          689   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 87 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 撤去 6m以下                                     

                                                

                                                

袋

       10              622.6 

土木一般世話役  

人         0.069        25,095             1,731   

[                                                ]

特殊作業員  

人         0.069        22,155             1,528   

バックホウ運転（クレーン仕様） 撤去 6m以下 

日         0.069        43,000             2,967   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,226   

               単価

          622.6 円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 88 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,075            12,075   

[                                                ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 89 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ）［後方超小

旋回・超低騒音］

クレーン付２０１１年　山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ

日

        1           62,560   

運転手（特殊）  

人         1           20,895            20,895   

[                                                ]

軽油  １．２号

Ｌ        69              113             7,797   

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］ クレーン付２０１１年　山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ

供用日         1.66        20,400            33,864   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         62,560   

               単価

       62,560   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 90 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

発動発電機運転(賃料) ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA

日

        1            1,565   

ガソリン レギュラー

Ｌ         8.4            130             1,092   

[                                                ]

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ２ｋＶＡ

日         1              473               473   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,565   

               単価

        1,565   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 91 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ダンプトラック［オンロード・ディ

ーゼル］

２ｔ積級

日

        1           27,770   

運転手（一般）  

人         1           19,005            19,005   

[                                                ]

軽油  １．２号

Ｌ        22              113             2,486   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級

供用日         1.28         4,620             5,913   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ(供用日当り)

供用日         1.28           280               358   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         27,770   

               単価

       27,770   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 92 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 6mを超え20m以下 

日

        1           49,250   

運転手（特殊）  

人         1           20,895            20,895   

[                                                ]

軽油  １．２号

Ｌ       112              113            12,656   

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

日         1.44        10,900            15,696   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         49,250   

               単価

       49,250   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 93 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ダンプトラック［オンロード・ディ

ーゼル］

１０ｔ積級

日

        1           53,000   

運転手（一般）  

人         1           19,005            19,005   

[                                                ]

軽油  １．２号

Ｌ        65              113             7,345   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級

供用日         1.28        19,700            25,216   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ(供用日当り)

供用日         1.28         1,120             1,433   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         53,000   

               単価

       53,000   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 94 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

バックホウ運転（クレーン仕様） 撤去 6m以下 

日

        1           43,000   

運転手（特殊）  

人         1           20,895            20,895   

[                                                ]

軽油  １．２号

Ｌ        74              113             8,362   

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

日         1.26        10,900            13,734   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         43,000   

               単価

       43,000   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 95 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－1号

パネル式修景 化粧石材 t=100㎜内外 乱積み･割肌仕上げ

m2

        1           54,950   

パネル式修景 260kg/m2内外

m2         1            9,944             9,944   

[                                                ]

材料費（ｍ２）

 ｍ２         1           45,000            45,000   

               計

         54,944   

               単価

       54,950   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 96 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－2号

アンカー付石積 自然石 300内外　控え500　練積

m2

       10           28,800   

アンカー付石積  自然石 φ300内外　控え500

m2        10           16,150           161,500   

[                                                ]

材料費（個）

個       128              250            32,000   

材料費（本）

本       128              170            21,760   

材料費（ｍ２）

 ｍ２        10            1,600            16,000   

石材（割石、雑割、野面石、雑石）採取 野面石及び雑石 控長 30cm                        

                                                

                                                 ｍ２        10            5,674            56,740   

               計

        288,000   

               単価

       28,800   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 97 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－3号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉B)

m3

        1           26,290   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設               

18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満                 

一般養生 延長無し 全ての費用                     ｍ３         1           26,290            26,290   

[                                                ]

               計

         26,290   

               単価

       26,290   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 98 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－4号

補強鉄筋 SD345　D13　L=1.0m

本

      100            1,691   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

差筋及び杭頭処理                                ｔ         0.1        144,200            14,420   

[                                                ]

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)  削孔径φ16　削孔深500mm

孔       100            1,523           152,300   

材料費（ｍ３）

 ｍ３         0.01       234,000             2,340   

               計

        169,060   

               単価

        1,691   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 99 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－5号

型枠 一般型枠

m2

        1            9,337   

型枠工［砂防］ 標準(1.0)                                       

                                                

                                                 ｍ２         1            9,337             9,337   

[                                                ]

               計

          9,337   

               単価

        9,337   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 100 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－6号

浸透防止対策  鋼製半割管 φ300 t=1.6mm 18-8-25(高炉B)

m

       30           16,180   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設               

18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満                 

一般養生 延長無し 全ての費用                     ｍ３        13           26,500           344,500   

[                                                ]

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物 10t未満                

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.28       145,400            40,712   

材料費（ｍ）

ｍ        27            3,360            90,720   

止水板設置 CF 300×7                                       

                                                

                                                ｍ         2            4,718             9,436   

               計

        485,368   

               単価

       16,180   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 101 -



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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－8号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工

m3

        1           29,040   

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                 ｍ３         1           29,040            29,040   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－7号

足場 安全ネット必要

掛m2

        1            3,382   

足場工 単管傾斜足場 必要 標準                          

                                                

                                                掛ｍ２         1            3,382             3,382   

               計

          3,382   

               単価

        3,382   円／掛m2

[                                                ]

               計

         29,040   

               単価

       29,040   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 102 -



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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－10号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1           11,950   

殻運搬 人力積込 17.0km以上22.0km以下

m3         1           11,950            11,950   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－9号

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 平均はつり厚 3cm

m2

       10            4,404   

コンクリートはつり 3cm以下 全ての費用                              

                                                

                                                 ｍ２        10            4,282            42,820   

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                                        

                                                

                                                 ｍ３         0.3          4,053             1,215.9 

               計

         44,035.9 

               単価

        4,404   円／m2

[                                                ]

               計

         11,950   

               単価

       11,950   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 103 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－11号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            2,820   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,820             2,820   

[                                                ]

               計

          2,820   

               単価

        2,820   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 104 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－12号

大型土のう 製作・設置　流用土 短期仮設（１年対応）

袋

      100            6,460   

大型土のう工 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下               

標準(1.0)                                       

                                                袋       100            5,738           573,800   

[                                                ]

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

                                                

                                                 ｍ３        83.3            189.4          15,777.02

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下        

                                                 ｍ３        83.3            677.3          56,419.09

               計

        645,996.11

               単価

        6,460   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 105 -



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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－14号

大型土のう 撤去

袋

        1              622.6 

大型土のう工 撤去 6m以下                                     

                                                

                                                袋         1              622.6             622.6 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－13号

大型土のう 移設　20ｍ以下

袋

        1            1,364   

大型土のう工 設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)                  

                                                

                                                袋         1            1,364             1,364   

               計

          1,364   

               単価

        1,364   円／袋

[                                                ]

               計

            622.6 

               単価

          622.6 円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 106 -



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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－16号

残土等処分 土砂

m3

        1            1,800   

残土等処分

 ｍ３         1            1,800             1,800   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－15号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              937.8 

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 5.5km以下        

                                                 ｍ３         1              937.8             937.8 

               計

            937.8 

               単価

          937.8 円／m3

[                                                ]

               計

          1,800   

               単価

        1,800   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 107 -



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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－17号

交通誘導警備員

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           12,080            12,080   

[                                                ]

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 108 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

パネル式修景 260kg/m2内外

m2

       10            9,944   

土木一般世話役  

人         0.29        25,095             7,277   

[                                                ]

溶接工  

人         0.58        26,775            15,529   

ブロック工  

人         1.21        26,250            31,762   

普通作業員  

人         0.85        20,265            17,225   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.25        41,600            10,400   

コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満                               

                                                

                                                孔        28              546.4          15,299   

諸雑費（率＋まるめ）

       2%

式         1              1,948   

               計

         99,440   

               単価

        9,944   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 109 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

材料費（ｍ２）

 ｍ２

        1           45,000   

パネル式化粧石材 t=100㎜内外 乱積･割肌仕上

 ｍ２         1           45,000            45,000   

[                                                ]

               計

         45,000   

               単価

       45,000   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 110 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

アンカー付石積  自然石 φ300内外　控え500

m2

       10           16,150   

土木一般世話役  

人         0.66        25,095            16,562   

[                                                ]

石工  

人         2.31        32,550            75,190   

普通作業員  

人         1.82        20,265            36,882   

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］ クレーン付２０１１年　山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ

日         0.25        62,560            15,640   

諸雑費（率＋まるめ）

       12%

式         1             17,226   

               計

        161,500   

               単価

       16,150   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 111 -



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）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

材料費（本）

本

        1              170   

ｱﾝｶｰ側ｼｬﾌﾄ  φ6　L=300　亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ鉄線(ｼﾞｮｲﾝﾄ金具含む)

本         1              170               170   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

材料費（個）

個

        1              250   

自在ｱﾝｶｰ L=57.5㎜　SUS304

個         1              250               250   

               計

            250   

               単価

          250   円／個

[                                                ]

               計

            170   

               単価

          170   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 112 -



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）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

石材（割石、雑割、野面石、雑石）

採取

野面石及び雑石 控長 30cm                        

                                                

                                                

 ｍ２

        1            5,674   

普通作業員  

人         0.28        20,265             5,674   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

材料費（ｍ２）

 ｍ２

        1            1,600   

背面金網  φ4 亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ　100mm目

 ｍ２         1            1,600             1,600   

               計

          1,600   

               単価

        1,600   円／ｍ２

[                                                ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,674   

               単価

        5,674   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 113 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

差筋及び杭頭処理                                

ｔ

        1          144,200   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03        81,000            83,430   

[                                                ]

鉄筋工 加工・組立共　差筋及び杭頭処理

ｔ         1           60,737.25          60,737   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 33   

               計

        144,200   

               単価

      144,200   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 114 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)  削孔径φ16　削孔深500mm

孔

      100            1,523   

土木一般世話役  

人         0.8         25,095            20,076   

[                                                ]

特殊作業員  

人         3.3         22,155            73,111   

普通作業員  

人         1.1         20,265            22,291   

発動発電機運転(賃料) ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA

日         4.7          1,565             7,355   

諸雑費（率＋まるめ）

       24%

式         1             29,467   

               計

        152,300   

               単価

        1,523   円／孔

              国土交通省　近畿地方整備局- 115 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

材料費（ｍ３）

 ｍ３

        1          234,000   

無収縮ﾓﾙﾀﾙ  

 ｍ３         1          234,000           234,000   

[                                                ]

               計

        234,000   

               単価

      234,000   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 116 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

型枠工［砂防］ 標準(1.0)                                       

                                                

                                                

 ｍ２

      100            9,337   

土木一般世話役  

人         3.9         25,095            97,870   

[                                                ]

型わく工  

人        14.9         27,090           403,641   

特殊作業員  

人         0.85        22,155            18,831   

普通作業員  

人         8.5         20,265           172,252   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         2.3         41,600            95,680   

諸雑費（率＋まるめ）

        21%

式         1            145,426   

               計

        933,700   

               単価

        9,337   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 117 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物 10t未満                

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              

ｔ

        1          145,400   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５

ｔ         1.03        79,000            81,370   

[                                                ]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           63,997.5          63,997   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 33   

               計

        145,400   

               単価

      145,400   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 118 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

材料費（ｍ）

ｍ

        1            3,360   

鋼製半割管 φ300 t=1.6mm 

ｍ         1            3,360             3,360   

[                                                ]

               計

          3,360   

               単価

        3,360   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 119 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

止水板設置 CF 300×7                                       

                                                

                                                

ｍ

       10            4,718   

土木一般世話役  

人         0.3         25,095             7,528   

[                                                ]

普通作業員  

人         0.8         20,265            16,212   

塩ビ止水板 ＣＦ　３００×７

ｍ        10.7          2,190            23,433   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         47,180   

               単価

        4,718   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 120 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

足場工 単管傾斜足場 必要 標準                          

                                                

                                                

掛ｍ２

      100            3,382   

土木一般世話役  

人         1.4         25,095            35,133   

[                                                ]

とび工  

人         5.6         25,200           141,120   

普通作業員  

人         2.5         20,265            50,662   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.8         41,600            33,280   

諸雑費（率＋まるめ）

        30%

式         1             78,005   

               計

        338,200   

               単価

        3,382   円／掛ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 121 -



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）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

殻運搬 人力積込 17.0km以上22.0km以下

m3

       10           11,950   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級

日         4.3         27,770           119,411   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                

 ｍ３

        1           29,040   

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無

 ｍ３         1           29,040            29,040   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         29,040   

               単価

       29,040   円／ｍ３

[                                                ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 89   

               計

        119,500   

               単価

       11,950   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 122 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,820   

処分費 コンクリート殻(無筋)

 ｍ３       100            2,820           282,000   

[                                                ]

               計

        282,000   

               単価

        2,820   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 123 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 製作・設置 流用土 6mを超え20m以下               

標準(1.0)                                       

                                                

袋

       10            5,738   

土木一般世話役  

人         0.192        25,095             4,818   

[                                                ]

特殊作業員  

人         0.192        22,155             4,253   

普通作業員  

人         0.192        20,265             3,890   

大型土のう袋材 Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ

袋        10            2,620            26,200   

バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 6mを超え20m以下 

日         0.192        49,250             9,456   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.192        41,600             7,987   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1                776   

               計

         57,380   

               単価

        5,738   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 124 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)                  

                                                

                                                

袋

       10            1,364   

土木一般世話役  

人         0.125        25,095             3,136   

[                                                ]

特殊作業員  

人         0.125        22,155             2,769   

普通作業員  

人         0.125        20,265             2,533   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.125        41,600             5,200   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         13,640   

               単価

        1,364   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 125 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 撤去 6m以下                                     

                                                

                                                

袋

       10              622.6 

土木一般世話役  

人         0.069        25,095             1,731   

[                                                ]

特殊作業員  

人         0.069        22,155             1,528   

バックホウ運転（クレーン仕様） 撤去 6m以下 

日         0.069        43,000             2,967   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,226   

               単価

          622.6 円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 126 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,075            12,075   

[                                                ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 127 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ）［後方超小

旋回・超低騒音］

クレーン付２０１１年　山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ

日

        1           62,560   

運転手（特殊）  

人         1           20,895            20,895   

[                                                ]

軽油  １．２号

Ｌ        69              113             7,797   

バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］ クレーン付２０１１年　山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ

供用日         1.66        20,400            33,864   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         62,560   

               単価

       62,560   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 128 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

発動発電機運転(賃料) ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 2kVA

日

        1            1,565   

ガソリン レギュラー

Ｌ         8.4            130             1,092   

[                                                ]

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ２ｋＶＡ

日         1              473               473   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,565   

               単価

        1,565   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 129 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ダンプトラック［オンロード・ディ

ーゼル］

２ｔ積級

日

        1           27,770   

運転手（一般）  

人         1           19,005            19,005   

[                                                ]

軽油  １．２号

Ｌ        22              113             2,486   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級

供用日         1.28         4,620             5,913   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ(供用日当り)

供用日         1.28           280               358   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         27,770   

               単価

       27,770   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 130 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 6mを超え20m以下 

日

        1           49,250   

運転手（特殊）  

人         1           20,895            20,895   

[                                                ]

軽油  １．２号

Ｌ       112              113            12,656   

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

日         1.44        10,900            15,696   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         49,250   

               単価

       49,250   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 131 -



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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

バックホウ運転（クレーン仕様） 撤去 6m以下 

日

        1           43,000   

運転手（特殊）  

人         1           20,895            20,895   

[                                                ]

軽油  １．２号

Ｌ        74              113             8,362   

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

日         1.26        10,900            13,734   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         43,000   

               単価

       43,000   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 132 -


