
 

 

令和 3 年 5 月 12 日（令和 3 年 6 月 8 日） 

 

 

由良川油江地区上流護岸整備工事 

【工事設計書（公表資料）】 
 

福知山河川国道事務所 

 

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

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 

ダウンロードを行った個人又は法人における 1次利用に限るものとし、 

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。 

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



工事地名

３．予算科目

２．工事内容

工事名

4)  事業名：3)  目の細分：2)  目：1)  予算科目：

１．工事名

由良川油江地区上流護岸整備工事

鏡

京都府舞鶴市油江地先

　１）　発注年月　　　　　令和 3年 4月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　福知山河川国道事務所　工務第一課        　　　　　

　３）　工事番号　　　　　3521010002　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　  292日間 　　　　自　　　令和 3年 5月13日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 4年 2月28日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　舞鶴市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　由良川本川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 3年 2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 4月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2021年 4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 2月26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

由良川油江地区上流護岸整備工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

築堤･護岸

式         1        113,591,336

　河川土工

　

式         1          6,571,428

　　盛土工

　　

式         1          6,504,000

　　　路体(築堤)盛土

　　　

4.0m以上

m3     2,400              190           456,000

単-1号

　　　土材料

　　　

m3     2,400            2,520         6,048,000

単-2号

　　法面整形工

　　

式         1             67,428

　　　法面整形(盛土部)

　　　

法面締固め無 現場制

約無

m2       180              374.6          67,428

単-3号

　護岸基礎工

　

式         1         39,949,790

　　基礎工

　　

式         1          4,338,990

　　　現場打基礎

　　　

24-12-25(20)(高炉) 

底幅 80cm 高さ 95cm

m       111           39,090         4,338,990

単-4号

　　矢板工

　　

式         1         35,610,800

　　　広幅鋼矢板

　　　

25H型 広幅鋼矢板平均

長さ 9.5ｍ 鋼矢板打

込長 7ｍ 枚       127          280,400        35,610,800

単-5号

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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

単価

設計内訳書

由良川油江地区上流護岸整備工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　法覆護岸工

　

式         1          7,494,854

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)

　　

式         1          7,016,550

　　　間知ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　

150kg/個未満 控え350

mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石

 RC-40 18-8-40(高炉)

 遮水ｼｰﾄ無 m2       297           16,340         4,852,980

単-6号

　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8ｰ40(高炉)

m3        40           50,210         2,008,400

単-7号

　　　横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8ｰ40(高炉)

m3         0.9        101,500            91,350

単-8号

　　　小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m3         1           63,820            63,820

単-9号

　　植生工

　　

式         1            369,360

　　　張芝

　　　

張芝工 300m2未満

m2       180            2,052           369,360

単-10号

　　堤防天端工

　　

式         1            108,944

　　　敷砂利

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷

厚 50ｍｍ

m2       440              247.6         108,944

単-11号

　根固め工

　

式         1         52,458,796

              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

由良川油江地区上流護岸整備工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　捨石工

　　

式         1         52,458,796

　　　捨石

　　　

300kg/個内外

m3     2,640           15,710        41,474,400

単-12号

　　　割栗石

　　　

150～200mm

m3     1,626            6,216        10,107,216

単-13号

　　　表面均し

　　　

m2       610            1,438           877,180

単-14号

　構造物撤去工

　

式         1          4,734,086

　　構造物取壊し工

　　

式         1          4,734,086

　　　根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

2.0t型

式         1          4,734,086

内-1号

　仮設工

　

式         1          2,382,382

　　工事用道路工

　　

式         1            924,882

　　　敷鉄板

　　　

22×1524×6096 設置･

撤去

m2       427            2,166           924,882

単-15号

　　交通管理工

　　

式         1          1,457,500

　　　交通誘導警備員

　　　

人日       125           11,660         1,457,500

単-16号

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



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

由良川油江地区上流護岸整備工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

直接工事費

式         1        113,591,336

共通仮設費

式         1         11,345,816

　共通仮設費

　

式         1          2,849,816

　　運搬費

　　

式         1          1,759,816

　　　重建設機械分解組立輸送費

　　　

回         1          850,600           850,600

単-17号

　　　仮設材運搬費

　　　

敷鉄板

t       147.6          6,160           909,216

単-18号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1          1,090,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          8,496,000

純工事費

式         1        124,937,152

　現場管理費

　

式         1         30,996,000

工事原価

式         1        155,933,152

　一般管理費等

　

式         1         22,696,848

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



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

単価

設計内訳書

由良川油江地区上流護岸整備工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

工事価格

式         1        178,630,000

消費税相当額

式         1         17,863,000

工事費計

式         1        196,493,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



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
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 2021.04

第  1号内訳書 2021.04

1.000-00-00-2-0

根固めブロック撤去 撤去･積込み 無し                                

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

標準                                            個       721            1,751         1,262,471   

【独自-01】消波根固めブ 2.5t以下 積込み･荷卸 5個 20.0km以下

ロック運搬

個       721            3,325         2,397,325   

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       721            1,490         1,074,290   

        合  計

      4,734,086   

              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

2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－2号

土材料

m3

        1            2,520   

土材料

 ｍ３         1            2,520             2,520   

2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－1号

路体(築堤)盛土 4.0m以上

m3

        1              190   

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

                                                

                                                 ｍ３         1              190               190   

               計

            190   

               単価

          190   円／m3

               計

          2,520   

               単価

        2,520   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

2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－4号

現場打基礎 24-12-25(20)(高炉) 底幅 80cm 高さ 95cm

m

       10           39,090   

現場打基礎コンクリート 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し                               

一般養生･特殊養生(練炭)                         

                                                 ｍ３         6.7         54,660           366,222   

2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－3号

法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無

m2

        1              374.6 

法面整形 盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土     

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              374.6             374.6 

               計

            374.6 

               単価

          374.6 円／m2

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)               

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.17       144,900            24,633   

               計

        390,855   

               単価

       39,090   円／m

              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

2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－6号

間知ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1

8-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無 m2

       10           16,340   

間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 1

8-8-40(高炉) 不要 

 ｍ２        10           16,270           162,700   

2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－5号

広幅鋼矢板 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 9.5ｍ 鋼矢板打込長 7ｍ

枚

        1          280,400   

鋼矢板（各種） 鋼矢板材料                                      

                                                

                                                枚         1          268,000           268,000   

バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み 陸上 電動式 60kW 無し 25H型 9m以下              

                                                

                                                枚         1           12,330            12,330   

               計

        280,330   

               単価

      280,400   円／枚

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

                                                

                                                 ｍ２         0.35         1,898               664.3 

               計

        163,364.3 

               単価

       16,340   円／m2

              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 2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－7号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8ｰ40(高炉)

m3

       10           50,210   

天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生                          

                                                

                                                 ｍ３        10           48,340           483,400   

胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石                 

RC-40                                           

                                                 ｍ３         2.31         7,273            16,800.63

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

                                                

                                                 ｍ２         1            1,898             1,898   

               計

        502,098.63

               単価

       50,210   円／m3

              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 2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－8号

横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8ｰ40(高炉)

m3

        0.9        101,500   

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.9         25,270            22,743   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         9            7,558            68,022   

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

                                                

                                                 ｍ２         0.3          1,898               569.4 

               計

         91,334.4 

               単価

      101,500   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－9号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m3

        1           63,820   

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1           25,270            25,270   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         5            7,558            37,790   

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

                                                

                                                 ｍ２         0.4          1,898               759.2 

               計

         63,819.2 

               単価

       63,820   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

2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－11号

敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 50ｍｍ

m2

        1              247.6 

不陸整正・締固め 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)                         

25mm以上75mm未満 全ての費用                     

                                                 ｍ２         1              247.6             247.6 

2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－10号

張芝 張芝工 300m2未満

m2

        1            2,052   

人力施工による植生工 張芝工 300m2未満 無                             

                                                

                                                 ｍ２         1            2,052             2,052   

               計

          2,052   

               単価

        2,052   円／m2

               計

            247.6 

               単価

          247.6 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 2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－12号

捨石 300kg/個内外

m3

    2,640           15,710   

捨石 9m以下                                          

                                                

                                                 ｍ３     1,414            1,021         1,443,694   

捨石 9mを超え24m以下 標準                            

                                                

                                                 ｍ３     1,226            1,383         1,695,558   

捨石（材料費）

 ｍ３     3,194           12,000        38,328,000   

               計

     41,467,252   

               単価

       15,710   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 2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－13号

割栗石 150～200mm

m3

    1,626            6,216   

捨石 9m以下                                          

                                                

                                                 ｍ３     1,401            1,021         1,430,421   

捨石 9mを超え24m以下 標準                            

                                                

                                                 ｍ３       225            1,383           311,175   

捨石（材料費）

 ｍ３     1,968            4,250         8,364,000   

               計

     10,105,596   

               単価

        6,216   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－15号

敷鉄板 22×1524×6096 設置･撤去

m2

      427            2,166   

敷鉄板設置・撤去 設置･撤去 

 ｍ２       427              340.8         145,521.6 

2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－14号

表面均し

m2

        1            1,438   

表面均し

 ｍ２         1            1,438             1,438   

               計

          1,438   

               単価

        1,438   円／m2

敷鉄板賃料 22×1524×6096 無 231日 無 有                   

                                                

                                                枚        46           16,940           779,240   

               計

        924,761.6 

               単価

        2,166   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－17号

重建設機械分解組立輸送費

回

        1          850,600   

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

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

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

2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－16号

交通誘導警備員

人日

        1           11,660   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           11,660            11,660   

               計

         11,660   

               単価

       11,660   円／人日

               計

        850,600   

               単価

      850,600   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 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 2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

単－18号

仮設材運搬費 敷鉄板

t

        1            6,160   

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 18.5km 12m以内                   

各種(実数入力) 0無 無                           

                                                ｔ         1            4,660             4,660   

仮設材等の積込み，取卸し費 積込み,取卸し(片道分)                           

                                                

                                                ｔ         1            1,500             1,500   

               計

          6,160   

               単価

        6,160   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.04

2021.04

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)               

補正無(一般構造物)                              

ｔ

        1          144,900   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03        82,000            84,460   

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           60,375            60,375   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 65   

               計

        144,900   

               単価

      144,900   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

鋼矢板（各種） 鋼矢板材料                                      

                                                

                                                

枚

        1          268,000   

広幅鋼矢板 25H型 L=9.5m 重防食被覆

枚         1          268,000           268,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        268,000   

               単価

      268,000   円／枚

              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

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

バイブロハンマ施工による鋼矢板打

 込み

陸上 電動式 60kW 無し 25H型 9m以下              

                                                

                                                

枚

       10           12,330   

土木一般世話役  

人         0.4         23,940             9,576   

とび工  

人         0.8         24,570            19,656   

普通作業員  

人         0.4         20,370             8,148   

バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工） 打込み 電動式60kW 25H型 

日         0.4        172,300            68,920   

諸雑費（率＋まるめ）

        16%

式         1             17,000   

               計

        123,300   

               単価

       12,330   円／枚

              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

参考資料（１）

2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

【独自-01】消波根固めブロック運

搬

2.5t以下 積込み･荷卸 5個 20.0km以下

個

       10            3,325   

トラック［普通型］ １１ｔ積

時間         3.84         8,658            33,246   

2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

人力施工による植生工 張芝工 300m2未満 無                             

                                                

                                                

 ｍ２

        1            2,052   

法面工（張芝工） 野芝・高麗芝（全面張）

 ｍ２         1            2,052             2,052   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          2,052   

               単価

        2,052   円／ｍ２

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         33,250   

               単価

        3,325   円／個

              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

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去 設置･撤去 

 ｍ２

      100              340.8 

土木一般世話役  

人         0.295        23,940             7,062   

とび工  

人         0.295        24,570             7,248   

普通作業員  

人         0.295        20,370             6,009   

バックホウ（クローラ型）運転

日         0.295        45,530            13,431   

諸雑費（率＋まるめ）

         1%

式         1                330   

               計

         34,080   

               単価

          340.8 円／ｍ２

              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

参考資料（１） 2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料 22×1524×6096 無 231日 無 有                   

                                                

                                                

枚

        1           16,940   

敷き鉄板賃料 ２２×１５２４×６０９６

枚         1           15,939            15,939   

整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６

枚         1            1,000             1,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         16,940   

               単価

       16,940   円／枚

              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） 2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           11,660   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           11,655            11,655   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         11,660   

               単価

       11,660   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 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） 2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

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

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

標準(1.0)                                       

回

        1          850,600   

特殊作業員  

人         5.5         21,210           116,655   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         1.5         41,600            62,400   

運搬費等率

       375%

式         1            671,456   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 89   

               計

        850,600   

               単価

      850,600   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 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

参考資料（１）

2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

仮設材等の積込み，取卸し費 積込み,取卸し(片道分)                           

                                                

                                                

ｔ

        1            1,500   

積込み．取卸し費（仮設材等）  

ｔ         1            1,500             1,500   

2021.04

2021.04

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 18.5km 12m以内                   

各種(実数入力) 0無 無                           

                                                

ｔ

        1            4,660   

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 20kmまで

t         1            4,660             4,660   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,660   

               単価

        4,660   円／ｔ

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,500   

               単価

        1,500   円／ｔ

              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（２） 2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

バイブロハンマ杭打機運転（陸上施

 工）

打込み 電動式60kW 25H型 

日

        1          172,300   

運転手（特殊）  

人         1           21,315            21,315   

軽油  １．２号

Ｌ        69              113             7,797   

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

供用日         1.3         52,700            68,510   

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

供用日         1.3         57,400            74,620   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 58   

               計

        172,300   

               単価

      172,300   円／日

              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（２） 2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

トラック［普通型］ １１ｔ積

時間

        1            8,658   

運転手（一般）  

人         0.21        19,215             4,035   

軽油  １．２号

Ｌ        11              113             1,243   

トラック［普通型］ １１ｔ積

時間         1            3,380             3,380   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,658   

               単価

        8,658   円／時間

              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（２） 2021.04

2021.04

1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ型）運転

日

        1           45,530   

運転手（特殊）  

人         1           21,315            21,315   

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         1.06        10,900            11,554   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         45,530   

               単価

       45,530   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -


