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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

熊野川北檜杖地区護岸工事

鏡

三重県南牟婁郡紀宝町北檜杖地先

　１）　発注年月　　　　　令和 3年 8月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　紀南河川国道事務所　工務第一課　　　　　　　　　　

　３）　工事番号　　　　　6621010007　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４）　契約区分　　　　　単年度（繰越を含む）の分任官　　　　　　　　　　　

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　河川工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  188日間 　　　　自　　　令和 3年 8月25日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 4年 2月28日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　三重県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　紀宝町　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　新宮川本川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 3年 6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 8月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2021年 8月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年 6月22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

熊野川北檜杖地区護岸工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

築堤･護岸

式         1        113,441,950

　河川土工

　

式         1         16,747,154

　　掘削工(ICT)

　　

式         1         13,883,806

　　　掘削(ICT)

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無

し 5,000m3以上10,000

m3未満 m3     5,500              353.3       1,943,150

単-1号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)　片道運搬距離L

=0.1km(DID無) m3     4,130              350.4       1,447,152

単-2号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 小規模(標準)

m3     4,130              983.8       4,063,094

単-3号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)　片道運搬距離L

=2.7km(DID無) m3     4,130            1,355         5,596,150

単-4号

　　　掻き上げ

　　　

積込（ﾙｰｽﾞ）

m3     4,130              202           834,260

単-5号

　　盛土工

　　

式         1          1,150,590

　　　路体(築堤)盛土

　　　

2.5m未満

m3       210            5,479         1,150,590

単-6号

　　法面整形工(ICT)

　　

式         1          1,712,758

　　　法面整形(切土部)(ICT)

　　　

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

m2     1,980              820.4       1,624,392

単-7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

熊野川北檜杖地区護岸工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　法面整形(盛土部)(ICT)

　　　

法面締固め無し

m2       170              519.8          88,366

単-8号

　法覆護岸工

　

式         1         93,721,118

　　作業土工

　　

式         1         30,639,772

　　　床掘り

　　　

土砂

m3    10,000              225.3       2,253,000

単-9号

　　　基面整正

　　　

m2       880              411.6         362,208

単-10号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)　片道運搬距離L

=0.1km(DID無) m3     9,670              350.4       3,388,368

単-11号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 小規模(標準)

m3     9,670              983.8       9,513,346

単-12号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)　片道運搬距離L

=2.7km(DID無) m3     9,670            1,355        13,102,850

単-13号

　　　掻き上げ

　　　

積込（ﾙｰｽﾞ）

m3     9,670              202         1,953,340

単-14号

　　　土砂投入

　　　

積込（ﾙｰｽﾞ）

m3       330              202            66,660

単-15号

　　根固めﾌﾞﾛｯｸ工

　　

式         1         55,953,476

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

　　　

2t平型　標準型 ﾌﾞﾛｯｸ

種類（実質量） 2.08

ｔ 個     1,112           36,570        40,665,840

単-16号

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



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

単価

設計内訳書

熊野川北檜杖地区護岸工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　根固めﾌﾞﾛｯｸ据付

　　　

無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(

実質量) 2.08ｔ ﾌﾞﾛｯｸ

購入無 個     1,112            5,835         6,488,520

単-17号

　　　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

　　　

2.5t以下 積込み･荷卸

 5個 3.0km以下

個     1,112            6,193         6,886,616

単-18号

　　　吸出し防止材

　　　

10mm

m2     3,000              637.5       1,912,500

単-19号

　　護岸付属物工

　　

式         1          7,127,870

　　　横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

幅 20ｃｍ 高さ 60ｃ

ｍ 18-8-40(高炉)

m3         4          119,900           479,600

単-20号

　　　巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m3        12          429,300         5,151,600

単-21号

　　　小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　（A)

幅 30ｃｍ 高さ 100ｃ

ｍ 18-8-40(高炉)

m3         6          100,300           601,800

単-22号

　　　小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　（B)

幅 30ｃｍ 高さ 100ｃ

ｍ 18-8-40(高炉)

m3         9           99,430           894,870

単-23号

　構造物撤去工

　

式         1             18,516

　　防護柵撤去工

　　

式         1             15,876

　　　防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

　　　

m        12            1,323            15,876

単-24号

　　運搬処理工

　　

式         1              2,640
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

熊野川北檜杖地区護岸工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　現場発生品運搬

　　　

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

回         1            2,640             2,640

単-25号

　仮設工

　

式         1          2,955,162

　　工事用道路工

　　

式         1            797,430

　　　工事用道路盛土

　　　

4.0m以上

m3       750              470.6         352,950

単-26号

　　　大型土のう製作・設置

　　　

耐候性3年

袋        64            6,945           444,480

単-27号

　　施工ﾔｰﾄﾞ工

　　

式         1          1,324,452

　　　施工ﾔｰﾄﾞ盛土

　　　

敷均し（ﾙｰｽﾞ）

m3       290              128.4          37,236

単-28号

　　　敷鉄板

　　　

22×1524×3048 設置･

撤去

m2     1,277            1,008         1,287,216

単-29号

　　交通管理工

　　

式         1            833,280

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        62           13,440           833,280

単-30号

直接工事費

式         1        113,441,950

共通仮設費

式         1         12,798,332
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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

熊野川北檜杖地区護岸工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　共通仮設費

　

式         1          4,313,332

　　運搬費

　　

式         1          2,585,700

　　　仮設材運搬費

　　　

敷鉄板

t       221           11,700         2,585,700

単-31号

　　技術管理費

　　

式         1            638,632

　　　保守管理(ICT)

　　　

式         1             40,632

内-1号

　　　ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

　　　

式         1            598,000

内-2号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1          1,089,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          8,485,000

純工事費

式         1        126,240,282

　現場管理費

　

式         1         31,257,000

工事原価

式         1        157,497,282

　一般管理費等

　

式         1         22,892,718
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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

熊野川北檜杖地区護岸工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

工事価格

式         1        180,390,000

消費税相当額

式         1         18,039,000

工事費計

式         1        198,429,000
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数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
保守管理(ICT) 2021.08

第  1号内訳書 2021.08

1.000-00-00-2-0

掘削（ＩＣＴ）保守点検 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し                              

5,000m3以上10,000m3未満                         

5500m3                                          式         1             23,690   

法面整形（ＩＣＴ）保守点 切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土               

検 1980m2                                          

                                                式         1             16,068   

法面整形（ＩＣＴ）保守点 盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土          

検 170m2                                           

                                                式         1                874   

        合  計

         40,632   

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 2021.08

第  2号内訳書 2021.08

1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ） ﾊﾞｯｸﾎｳ                                          

                                                

                                                式         1            598,000   

        合  計

        598,000   

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－2号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)　片道運搬距離L=0.1km(D

ID無) m3

        1              350.4 

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 5,000m3以上                                     

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                      

110m以下                                         ｍ３         1              350.4             350.4 

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－1号

掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満

m3

        1              353.3 

掘削（ＩＣＴ） 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満 

 ｍ３         1              353.3             353.3 

               計

            353.3 

               単価

          353.3 円／m3

               計

            350.4 

               単価

          350.4 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－4号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)　片道運搬距離L=2.7km(D

ID無) m3

        1            1,355   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下         ｍ３         1            1,355             1,355   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－3号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 小規模(標準)

m3

        1              983.8 

積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準) 

 ｍ３         1              983.8             983.8 

               計

            983.8 

               単価

          983.8 円／m3

               計

          1,355   

               単価

        1,355   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－6号

路体(築堤)盛土 2.5m未満

m3

        1            5,479   

路体（築堤）盛土 2.5m未満 

 ｍ３         1            5,479             5,479   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－5号

 掻き上げ 積込（ﾙｰｽﾞ）

m3

        1              202   

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

                                                

                                                 ｍ３         1              202               202   

               計

            202   

               単価

          202   円／m3

               計

          5,479   

               単価

        5,479   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－8号

法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し

m2

        1              519.8 

法面整形（ＩＣＴ） 盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土          

                                                

                                                 ｍ２         1              519.8             519.8 

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－7号

法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

m2

        1              820.4 

法面整形（ＩＣＴ） 切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 

 ｍ２         1              820.4             820.4 

               計

            820.4 

               単価

          820.4 円／m2

               計

            519.8 

               単価

          519.8 円／m2
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歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－10号

基面整正

m2

        1              411.6 

基面整正

 ｍ２         1              411.6             411.6 

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－9号

床掘り 土砂

m3

        1              225.3 

床掘り 土砂 標準 無し 無し                             

                                                

                                                 ｍ３         1              225.3             225.3 

               計

            225.3 

               単価

          225.3 円／m3

               計

            411.6 

               単価

          411.6 円／m2

              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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－12号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 小規模(標準)

m3

        1              983.8 

積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準) 

 ｍ３         1              983.8             983.8 

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－11号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)　片道運搬距離L=0.1km(D

ID無) m3

        1              350.4 

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 5,000m3以上                                     

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                      

110m以下                                         ｍ３         1              350.4             350.4 

               計

            350.4 

               単価

          350.4 円／m3

               計

            983.8 

               単価

          983.8 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－14号

 掻き上げ 積込（ﾙｰｽﾞ）

m3

        1              202   

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

                                                

                                                 ｍ３         1              202               202   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－13号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)　片道運搬距離L=2.7km(D

ID無) m3

        1            1,355   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.5km以下         ｍ３         1            1,355             1,355   

               計

          1,355   

               単価

        1,355   円／m3

               計

            202   

               単価

          202   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－16号

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 2t平型　標準型 ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量） 2.08ｔ

個

      100           36,570   

消波根固めブロック製作 2.5t以下 鋼製型枠　異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満             

18-8-40(高炉)                                   

0.86m3を超え0.94m3以下                          個       100           35,850         3,585,000   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－15号

土砂投入 積込（ﾙｰｽﾞ）

m3

        1              202   

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

                                                

                                                 ｍ３         1              202               202   

               計

            202   

               単価

          202   円／m3

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)         

差筋及び杭頭処理                                ｔ         0.47       151,400            71,158   

               計

      3,656,158   

               単価

       36,570   円／個

              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 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－17号

根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 2.08ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無

個

        1            5,835   

消波根固めブロック横取り 2.5t以下                                        

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊                 

標準                                            個         1            1,422             1,422   

消波根固めブロック据付け 2.5t以下 陸上 15個 層積                         

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊                 

標準                                            個         1            4,413             4,413   

               計

          5,835   

               単価

        5,835   円／個

              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 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－18号

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5t以下 積込み･荷卸 5個 3.0km以下

個

        1            6,193   

消波根固めブロック横取り 2.5t以下                                        

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊                 

標準                                            個         1            1,422             1,422   

消波根固めブロック積込み 2.5t以下                                        

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊                 

標準                                            個         1            1,611             1,611   

消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み･荷卸 5個 3.0km以下 

個         1            1,616             1,616   

消波根固めブロック荷卸 2.5t以下                                        

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊                 

標準                                            個         1            1,544             1,544   

               計

          6,193   

               単価

        6,193   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－20号

横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ 幅 20ｃｍ 高さ 60ｃｍ 18-8-40(高炉)

m3

        4          119,900   

コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設               

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用               

                                                 ｍ３         4           37,580           150,320   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－19号

吸出し防止材 10mm

m2

        1              637.5 

吸出し防止材設置

 ｍ２         1              637.5             637.5 

               計

            637.5 

               単価

          637.5 円／m2

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        42            7,839           329,238   

               計

        479,558   

               単価

      119,900   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－21号

巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m3

       12          429,300   

コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設               

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用               

                                                 ｍ３        12           37,580           450,960   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２       590            7,839         4,625,010   

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                  

40～0 全ての費用                                

                                                 ｍ２        40            1,829            73,160   

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

                                                

                                                 ｍ２         1            1,909             1,909   

               計

      5,151,039   

               単価

      429,300   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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－23号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

（B)

幅 30ｃｍ 高さ 100ｃｍ 18-8-40(高炉)

m3

        9           99,430   

コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設               

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用               

                                                 ｍ３         9           37,580           338,220   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－22号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

（A)

幅 30ｃｍ 高さ 100ｃｍ 18-8-40(高炉)

m3

        6          100,300   

コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設               

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用               

                                                 ｍ３         6           37,580           225,480   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        48            7,839           376,272   

               計

        601,752   

               単価

      100,300   円／m3

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        71            7,839           556,569   

               計

        894,789   

               単価

       99,430   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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－25号

現場発生品運搬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

回

        1            2,640   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5

.0km以下 0.1t超0.2t以下 

回         1            2,640             2,640   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－24号

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

m

        1            1,323   

防護柵撤去工（ガードレール撤去工） ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無                 

                                                

                                                ｍ         1            1,323             1,323   

               計

          1,323   

               単価

        1,323   円／m

               計

          2,640   

               単価

        2,640   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－26号

工事用道路盛土 4.0m以上

m3

      750              470.6 

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

                                                

                                                 ｍ３       750              202.4         151,800   

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準                               

                                                

                                                 ｍ３        40              128.4           5,136   

クラッシャーラン Ｃ－４０

 ｍ３        40            4,900           196,000   

               計

        352,936   

               単価

          470.6 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

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－28号

施工ﾔｰﾄﾞ盛土 敷均し（ﾙｰｽﾞ）

m3

        1              128.4 

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準                               

                                                

                                                 ｍ３         1              128.4             128.4 

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－27号

大型土のう製作・設置 耐候性3年

袋

        1            6,945   

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

                                                

                                                袋         1            6,945             6,945   

               計

          6,945   

               単価

        6,945   円／袋

               計

            128.4 

               単価

          128.4 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－30号

交通誘導警備員

人日

        1           13,440   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           13,440            13,440   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－29号

敷鉄板 22×1524×3048 設置･撤去

m2

    1,277            1,008   

敷鉄板設置・撤去 設置･撤去 

 ｍ２     1,277              369.2         471,468.4 

敷鉄板賃料 22×1524×3048 無 58日 無 有                    

                                                

                                                枚       275            2,962           814,550   

               計

      1,286,018.4 

               単価

        1,008   円／m2

               計

         13,440   

               単価

       13,440   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

単－31号

仮設材運搬費 敷鉄板

t

        1           11,700   

仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 関東･中部･近畿 5.2km 12m以内                    

各種(実数入力) 0無 無                           

                                                ｔ         1            4,350             4,350   

仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 関東･中部･近畿 5.2km 12m以内                    

各種(実数入力) 0無 無                           

                                                ｔ         1            4,350             4,350   

仮設材等の積込み，取卸し費 積込み,取卸し(往復分)                           

                                                

                                                ｔ         1            3,000             3,000   

               計

         11,700   

               単価

       11,700   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

土砂運搬工（不整地運搬車による運

 搬）

5,000m3以上                                     

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                      

110m以下                                        

 ｍ３

      100              350.4 

不整地運搬車運転 5,000m3以上 

日         0.366        95,740            35,040   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         35,040   

               単価

          350.4 円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.08

2021.08

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)         

差筋及び杭頭処理                                

ｔ

        1          151,400   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５

ｔ         1.03        88,000            90,640   

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                 23   

               計

        151,400   

               単価

      151,400   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

防護柵撤去工（ガードレール撤去工

）

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-C-2B 無 無                 

                                                

                                                

ｍ

        1            1,323   

ガードレール撤去工　コンクリート建込用 Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ

ｍ         1            1,323             1,323   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,323   

               単価

        1,323   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                

袋

       10            6,945   

土木一般世話役  

人         0.278        24,990             6,947   

特殊作業員  

人         0.278        23,835             6,626   

普通作業員  

人         0.278        20,580             5,721   

大型土のう袋材 Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ

袋        10            3,520            35,200   

バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 6m以下 

日         0.278        51,060            14,194   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1                762   

               計

         69,450   

               単価

        6,945   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去 設置･撤去 

 ｍ２

      100              369.2 

土木一般世話役  

人         0.295        24,990             7,372   

とび工  

人         0.295        29,190             8,611   

普通作業員  

人         0.295        20,580             6,071   

バックホウ（クローラ型）運転

日         0.295        49,160            14,502   

諸雑費（率＋まるめ）

         1%

式         1                364   

               計

         36,920   

               単価

          369.2 円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料 22×1524×3048 無 58日 無 有                    

                                                

                                                

枚

        1            2,962   

敷き鉄板賃料 ２２×１５２４×３０４８

枚         1            2,262             2,262   

整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８

枚         1              700               700   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          2,962   

               単価

        2,962   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板

、敷鉄板等)の運

関東･中部･近畿 5.2km 12m以内                    

各種(実数入力) 0無 無                           

                                                

ｔ

        1            4,350   

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 10kmまで

t         1            4,350             4,350   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           13,440   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           13,440            13,440   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         13,440   

               単価

       13,440   円／人日

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,350   

               単価

        4,350   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

掘削（ＩＣＴ）保守点検 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し                              

5,000m3以上10,000m3未満                         

5500m3                                          

式

        1           23,690   

土木一般世話役  

人         0.948        24,990            23,690   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

仮設材等の積込み，取卸し費 積込み,取卸し(往復分)                           

                                                

                                                

ｔ

        1            3,000   

積込み．取卸し費（仮設材等）  

ｔ         2            1,500             3,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          3,000   

               単価

        3,000   円／ｔ

               計

         23,690   

               単価

       23,690   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

法面整形（ＩＣＴ）保守点検 盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土          

170m2                                           

                                                

式

        1              874   

土木一般世話役  

人         0.035        24,990               874   

2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

法面整形（ＩＣＴ）保守点検 切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土               

1980m2                                          

                                                

式

        1           16,068   

土木一般世話役  

人         0.643        24,990            16,068   

               計

         16,068   

               単価

       16,068   円／式

               計

            874   

               単価

          874   円／式

              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） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ） ﾊﾞｯｸﾎｳ                                          

                                                

                                                

式

        1          598,000   

システム初期費 バックホウ

式         1            598,000   

               計

        598,000   

               単価

      598,000   円／式

              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（２） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

不整地運搬車運転 5,000m3以上 

日

        1           95,740   

運転手（特殊）  

人         1           24,045            24,045   

軽油  １．２号

Ｌ       175              121            21,175   

不整地運搬車 ［クローラ型・ダンプ・全旋回式］１０～１１ｔ積級

日         1.54        32,800            50,512   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         95,740   

               単価

       95,740   円／日

              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（２） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 6m以下 

日

        1           51,060   

運転手（特殊）  

人         1           24,045            24,045   

軽油  １．２号

Ｌ        98              121            11,858   

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

日         1.39        10,900            15,151   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         51,060   

               単価

       51,060   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.08

2021.08

1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ型）運転

日

        1           49,160   

運転手（特殊）  

人         1           24,045            24,045   

軽油  １．２号

Ｌ       112              121            13,552   

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         1.06        10,900            11,554   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         49,160   

               単価

       49,160   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -


