
令和４年 9 月 30 日（令和 4 年 10 月 18 日） 

 

 

大和御所道路曽我地区他整備工事 

【工事設計書（公表資料）】 
 

奈良国道事務所 

 

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

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

大和御所道路曽我地区他整備工事

鏡

自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

至)奈良県御所市條地先

　１）　発注年月　　　　　令和 4年 9月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　奈良国道事務所　工務課                  　　　　　

　３）　工事番号　　　　　6120010007　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　道路改良工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  151日間 　　　　自　　　令和 4年10月 1日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 5年 2月28日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　奈良県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　生駒市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 4年 7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　　　　　　　2022年 9月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2022年 9月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　     17,312,000 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 4年 7月15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

大和御所道路曽我地区他整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

道路改良

(曽我地区)

式         1         50,328,020

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

　道路土工

　

式         1         38,977,510

　　掘削工

　　

式         1             55,000

　　　掘削

　　　

土砂 小規模

m3        50            1,100            55,000

単-1号

　　路体盛土工

　　

式         1            170,732

　　　路体(築堤)盛土

　　　

2.5m未満

m3        20            5,508           110,160

単-2号

　　　路体(築堤)盛土

　　　

4.0m以上

m3       110              203            22,330

単-3号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3        20            1,711            34,220

単-4号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3        20              201.1           4,022

単-5号

　　路床盛土工

　　

式         1          1,416,725

　　　路床盛土

　　　

2.5m未満

m3        30            5,596           167,880

単-6号

　　　路床盛土

　　　

2.5m以上4.0m未満

m3        70              770.7          53,949

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

大和御所道路曽我地区他整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　路床盛土

　　　

4.0m以上

m3       400              310.3         124,120

単-8号

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3       560            1,711           958,160

単-9号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3       560              201.1         112,616

単-10号

　　除根工

　　

式         1         37,335,053

　　　伐根

　　　(夜間)

本     4,430            8,138        36,051,340

単-11号

　　　集積積込み

　　　(夜間)

m2     2,990               90.77         271,402

単-12号

　　　伐採木運搬

　　　(夜間)

m2     2,990               18.94          56,630

単-13号

　　　集積積込み

　　　

m2     2,990               47.88         143,161

単-14号

　　　伐採木運搬

　　　

m3       148            1,490           220,520

単-15号

　　　処分費

　　　

m3       148            4,000           592,000

単-16号

　地盤改良工

　

式         1            969,488

　　固結工

　　

式         1            969,488
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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

大和御所道路曽我地区他整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　中層混合処理

　　　

改良深度 2m<L≦5m 固

化材1m3当り使用量 13

0kg/m3 ｾﾒﾝﾄ系固化材(

一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ) m3       158            6,136           969,488

単-17号

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

　擁壁工

　

式         1          2,449,292

　　作業土工

　　

式         1             83,892

　　　床掘り

　　　

土砂

m3        60              228.2          13,692

単-18号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        40            1,755            70,200

単-19号

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

　　

式         1          2,365,400

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

　　　

幅 165ｃｍ 1.0mを超

え2.0m以下 18-8-40(

高炉) m         5          118,600           593,000

単-20号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

　　　

幅 170ｃｍ 2.0mを超

え3.5m以下 18-8-40(

高炉) m         4          105,600           422,400

単-21号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

　　　

幅 180ｃｍ 2.0mを超

え3.5m以下 18-8-40(

高炉) m         4          111,100           444,400

単-22号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

　　　

幅 190ｃｍ 2.0mを超

え3.5m以下 18-8-40(

高炉) m         4          116,600           466,400

単-23号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

　　　

幅 175ｃｍ 2.0mを超

え3.5m以下 18-8-40(

高炉) m         4          109,800           439,200

単-24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

大和御所道路曽我地区他整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　排水構造物工

　

式         1          5,708,730

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

　　作業土工

　　

式         1            253,850

　　　床掘り

　　　

土砂

m3       160              228.2          36,512

単-25号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        60            1,755           105,300

単-26号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        30            2,659            79,770

単-27号

　　　基面整正

　　　

m2        78              413.7          32,268

単-28号

　　側溝工

　　

式         1          4,949,340

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

PU1-B600-H600

m        19           13,640           259,160

単-29号

　　　自由勾配側溝

　　　

B800×H800

m         3           49,080           147,240

単-30号

　　　自由勾配側溝

　　　

B800×H900

m         4           52,010           208,040

単-31号

　　　自由勾配側溝

　　　

B1000×H800

m        30           59,310         1,779,300

単-32号

　　　自由勾配側溝

　　　

B1000×H900

m         2           60,790           121,580

単-33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

大和御所道路曽我地区他整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　自由勾配側溝

　　　

B800×H1000 片土留め

m         6           63,910           383,460

単-34号

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

　　　自由勾配側溝

　　　

B800×H1100 片土留め

m         4           66,770           267,080

単-35号

　　　自由勾配側溝

　　　

B800×H1200 片土留め

m         4           69,880           279,520

単-36号

　　　自由勾配側溝

　　　

B800×H1300 片土留め

m         4           72,490           289,960

単-37号

　　　側溝蓋

　　　

自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ

蓋 800用 歩道用

枚        20           10,780           215,600

単-38号

　　　側溝蓋

　　　

自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝ

ｸﾞ蓋 800用 歩道用 細

目 枚         5           45,540           227,700

単-39号

　　　側溝蓋

　　　

自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ

蓋 1000用 歩道用

枚        26           15,120           393,120

単-40号

　　　側溝蓋

　　　

自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝ

ｸﾞ蓋 1000用 歩道用 

細目 枚         7           53,940           377,580

単-41号

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　

式         1            505,540

　　　現場打ち集水桝

　　　

G2-B1000-L1000-H1600

 18-8-40(高炉)

箇所         1          183,400           183,400

単-42号

　　　現場打ち集水桝

　　　

G2-B1200-L1200-H1100

 18-8-40(高炉)

箇所         1          163,000           163,000

単-43号

　　　蓋

　　　

縞鋼板蓋 1100×1100 

t=4.5 溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ

35 枚         1           70,720            70,720

単-44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

大和御所道路曽我地区他整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　蓋

　　　

縞鋼板蓋 1300×1300 

t=4.5 溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ

35 枚         1           88,420            88,420

単-45号

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

　仮設工

　

式         1          2,223,000

　　交通管理工

　　

式         1          2,223,000

　　　交通誘導警備員

　　　

昼間

人日        29           12,600           365,400

単-46号

　　　交通誘導警備員

　　　

夜間

人日        90           20,640         1,857,600

単-47号

直接工事費

式         1         50,328,020

共通仮設費

式         1          9,474,050

　共通仮設費

　

式         1          2,383,050

　　運搬費

　　

式         1          1,763,000

　　　重建設機械分解組立輸送費

　　　

回         1        1,763,000         1,763,000

単-48号

　　技術管理費

　　

式         1             58,050

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

工事         1           50,750            50,750

単-49号

              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

大和御所道路曽我地区他整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　六価ｸﾛﾑ溶出試験費

　　　

検体         1            7,300             7,300

単-50号

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            562,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          7,091,000

純工事費

式         1         59,802,070

　現場管理費

　

式         1         20,635,000

工事原価

式         1        164,712,520

　一般管理費等

　

式         1         24,507,480

工事価格

式         1        189,220,000

消費税相当額

式         1         18,922,000

工事費計

式         1        208,142,000
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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

大和御所道路曽我地区他整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

道路改良

(雲梯地区)

式         1         15,535,800

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

　道路土工

　

式         1         14,956,200

　　残土処理工

　　

式         1         14,956,200

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3     2,000              201.1         402,200

単-1号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     2,000            5,187        10,374,000

単-2号

　　　残土等処分

　　　

m3     2,000            2,090         4,180,000

単-3号

　仮設工

　

式         1            579,600

　　交通管理工

　　

式         1            579,600

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        46           12,600           579,600

単-4号

直接工事費

式         1         15,535,800

共通仮設費

式         1          1,645,000

　共通仮設費

　

式         1            172,000
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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

大和御所道路曽我地区他整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            172,000

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          1,473,000

純工事費

式         1         17,180,800

　現場管理費

　

式         1          4,621,000

工事原価

式         1         21,801,800
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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

大和御所道路曽我地区他整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

道路改良

(御所南地区)

式         1         45,688,650

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

　道路土工

　

式         1         44,868,600

　　残土処理工

　　

式         1         44,868,600

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3     6,000              201.1       1,206,600

単-1号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     6,000            5,187        31,122,000

単-2号

　　　残土等処分

　　　

m3     6,000            2,090        12,540,000

単-3号

　仮設工

　

式         1            820,050

　　交通管理工

　　

式         1            820,050

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        55           14,910           820,050

単-4号

直接工事費

式         1         45,688,650

共通仮設費

式         1          4,286,000

　共通仮設費

　

式         1            407,000
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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

大和御所道路曽我地区他整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            407,000

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          3,879,000

純工事費

式         1         49,974,650

　現場管理費

　

式         1         12,499,000

工事原価

式         1         62,473,650
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数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

              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＞
[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

              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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－2号

路体(築堤)盛土 2.5m未満

m3

        1            5,508   

路体（築堤）盛土 2.5m未満 

 ｍ３         1            5,508             5,508   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－1号

掘削 土砂 小規模

m3

        1            1,100   

掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 

 ｍ３         1            1,100             1,100   

               計

          1,100   

               単価

        1,100   円／m3

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          5,508   

               単価

        5,508   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

2022.09

2022.09

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)

m3

        1            1,711   

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                  

11.0km以下                                       ｍ３         1            1,711             1,711   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－3号

路体(築堤)盛土 4.0m以上

m3

        1              203   

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

                                                

                                                 ｍ３         1              203               203   

               計

            203   

               単価

          203   円／m3

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          1,711   

               単価

        1,711   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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－6号

路床盛土 2.5m未満

m3

        1            5,596   

路床盛土 2.5m未満 

 ｍ３         1            5,596             5,596   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－5号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満

m3

        1              201.1 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              201.1             201.1 

               計

            201.1 

               単価

          201.1 円／m3

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          5,596   

               単価

        5,596   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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－8号

路床盛土 4.0m以上

m3

        1              310.3 

路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 無し                      

                                                

                                                 ｍ３         1              310.3             310.3 

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－7号

路床盛土 2.5m以上4.0m未満

m3

        1              770.7 

路床盛土 2.5m以上4.0m未満 

 ｍ３         1              770.7             770.7 

               計

            770.7 

               単価

          770.7 円／m3

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

            310.3 

               単価

          310.3 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－10号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満

m3

        1              201.1 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              201.1             201.1 

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－9号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            1,711   

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                  

11.0km以下                                       ｍ３         1            1,711             1,711   

               計

          1,711   

               単価

        1,711   円／m3

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

            201.1 

               単価

          201.1 円／m3

              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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－12号

集積積込み

(夜間) m2

        1               90.77

集積積込み（機械施工）（伐木除根） 有り 全ての費用                                 

                                                

                                                 ｍ２         1               90.77              90.77

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－11号

伐根

(夜間) 本

        1            8,138   

伐根

【歩掛見積-1】

夜間施工(時間的制約を著しく受ける)

本         1            8,138             8,138   

               計

          8,138   

               単価

        8,138   円／本

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

             90.77

               単価

           90.77 円／m2

              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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－14号

集積積込み

m2

        1               47.88

集積積込み（機械施工）（伐木除根） 無し 全ての費用                                 

                                                

                                                 ｍ２         1               47.88              47.88

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－13号

伐採木運搬

(夜間) m2

        1               18.94

運搬（伐木除根） 機械施工 有り 有り 2.0km以下 全ての費用         

                                                

                                                 ｍ２         1               18.94              18.94

               計

             18.94

               単価

           18.94 円／m2

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

             47.88

               単価

           47.88 円／m2

              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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－16号

処分費

m3

        1            4,000   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            4,000             4,000   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－15号

伐採木運搬

m3

        1            1,490   

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 8.5km以下        

                                                 ｍ３         1            1,490             1,490   

               計

          1,490   

               単価

        1,490   円／m3

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          4,000   

               単価

        4,000   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－18号

床掘り 土砂

m3

        1              228.2 

床掘り 土砂 標準 無し 無し                             

                                                

                                                 ｍ３         1              228.2             228.2 

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－17号

中層混合処理 改良深度 2m<L≦5m 固化材1m3当り使用量 130kg/m3 ｾ

ﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ) m3

        1            6,136   

中層混合処理工 2m＜L≦5m 1,000m3未満                           

130kg/m3 無                                     

                                                 ｍ３         1            6,136             6,136   

               計

          6,136   

               単価

        6,136   円／m3

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

            228.2 

               単価

          228.2 円／m3

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－19号

埋戻し 土砂

m3

        1            1,755   

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 

 ｍ３         1            1,755             1,755   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          1,755   

               単価

        1,755   円／m3

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－20号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 幅 165ｃｍ 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)

m

        5          118,600   

プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 無し 有り                    

                                                

                                                ｍ         2            9,268            18,536   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 短尺(L=2.0m未満/個)

【歩掛見積-2】

高さ1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有

ｍ         3           38,150           114,450   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1898/1942-B1650-L1732 天端斜切 水抜き孔高変更

個         1          176,000           176,000   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1942/1968-B1650-L1000 天端斜切･水抜き孔高変更

個         1          103,000           103,000   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1968/2035-B1650-L2000 天端斜切･水抜き孔高変更

個         1          181,000           181,000   

               計

        592,986   

               単価

      118,600   円／m

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－21号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 幅 170ｃｍ 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)

m

        4          105,600   

プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準               

                                                

                                                ｍ         4           11,520            46,080   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2035/2105-B1700-L2000 天端斜切･水抜き孔高変更

個         1          186,000           186,000   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2105/2176-B1700-H2000 天端斜切･水抜き孔高変更

個         1          190,000           190,000   

               計

        422,080   

               単価

      105,600   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－22号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 幅 180ｃｍ 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)

m

        4          111,100   

プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準               

                                                

                                                ｍ         4           11,520            46,080   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2176/2246-B1800-L2000 天端斜切･水抜き孔高変更

個         1          197,000           197,000   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2246/2316-B1800-L2000 天端斜切･水抜き孔高変更

個         1          201,000           201,000   

               計

        444,080   

               単価

      111,100   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－23号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 幅 190ｃｍ 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)

m

        4          116,600   

プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準               

                                                

                                                ｍ         4           11,520            46,080   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2316/2386-B1900-L2000 天端斜切･水抜き孔高変更

個         1          208,000           208,000   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2386/2457-B1900-L2000 天端斜切･水抜き孔高変更

個         1          212,000           212,000   

               計

        466,080   

               単価

      116,600   円／m

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－24号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 幅 175ｃｍ 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)

m

        4          109,800   

プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準               

                                                

                                                ｍ         4           11,520            46,080   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2157/2227-B1750-L2000 天端斜切

個         1          195,000           195,000   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2227/2297-B1750-L2000 天端斜切

個         1          198,000           198,000   

               計

        439,080   

               単価

      109,800   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－26号

埋戻し 土砂

m3

        1            1,755   

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 

 ｍ３         1            1,755             1,755   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－25号

床掘り 土砂

m3

        1              228.2 

床掘り 土砂 標準 無し 無し                             

                                                

                                                 ｍ３         1              228.2             228.2 

               計

            228.2 

               単価

          228.2 円／m3

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          1,755   

               単価

        1,755   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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－28号

基面整正

m2

        1              413.7 

基面整正

 ｍ２         1              413.7             413.7 

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－27号

埋戻し 土砂

m3

        1            2,659   

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 

 ｍ３         1            2,659             2,659   

               計

          2,659   

               単価

        2,659   円／m3

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

            413.7 

               単価

          413.7 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－30号

自由勾配側溝 B800×H800

m

        1           49,080   

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 1.15m3/10m 有り                   ｍ         1           49,080            49,080   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－29号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B600-H600

m

        1           13,640   

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS              

A 5372 600 600×600×600 無し                   

無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                     ｍ         1           13,640            13,640   

               計

         13,640   

               単価

       13,640   円／m

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         49,080   

               単価

       49,080   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－32号

自由勾配側溝 B1000×H800

m

        1           59,310   

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 2.025m3/10m                       ｍ         1           59,310            59,310   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－31号

自由勾配側溝 B800×H900

m

        1           52,010   

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 1.15m3/10m 有り                   ｍ         1           52,010            52,010   

               計

         52,010   

               単価

       52,010   円／m

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         59,310   

               単価

       59,310   円／m

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－33号

自由勾配側溝 B1000×H900

m

        1           60,790   

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 2.025m3/10m                       ｍ         1           60,790            60,790   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         60,790   

               単価

       60,790   円／m

              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

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－34号

自由勾配側溝 B800×H1000 片土留め

m

       10           63,910   

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 1.35m3/10m 有り                   ｍ        10           61,120           611,200   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

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         0.375        33,490            12,558.75

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1.5          7,842            11,763   

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         0.02       175,300             3,506   

               計

        639,027.75

               単価

       63,910   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

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－35号

自由勾配側溝 B800×H1100 片土留め

m

       10           66,770   

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 1.4m3/10m 有り                    ｍ        10           63,730           637,300   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

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         0.45        33,490            15,070.5 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1.5          7,842            11,763   

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         0.02       175,300             3,506   

               計

        667,639.5 

               単価

       66,770   円／m

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－36号

自由勾配側溝 B800×H1200 片土留め

m

       10           69,880   

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 1.45m3/10m 有り                   ｍ        10           66,590           665,900   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

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         0.525        33,490            17,582.25

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1.5          7,842            11,763   

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         0.02       175,300             3,506   

               計

        698,751.25

               単価

       69,880   円／m

              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

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－37号

自由勾配側溝 B800×H1300 片土留め

m

       10           72,490   

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 1.5m3/10m 有り                    ｍ        10           68,950           689,500   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

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         0.6         33,490            20,094   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1.5          7,842            11,763   

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         0.02       175,300             3,506   

               計

        724,863   

               単価

       72,490   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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－39号

側溝蓋 自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800用 歩道用 細目

枚

        1           45,540   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

無し                                            

                                                枚         1           45,540            45,540   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－38号

側溝蓋 自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 800用 歩道用

枚

        1           10,780   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         1           10,780            10,780   

               計

         10,780   

               単価

       10,780   円／枚

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         45,540   

               単価

       45,540   円／枚

              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

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－41号

側溝蓋 自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000用 歩道用 細目

枚

        1           53,940   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

無し                                            

                                                枚         1           53,940            53,940   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－40号

側溝蓋 自由勾配側溝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 1000用 歩道用

枚

        1           15,120   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         1           15,120            15,120   

               計

         15,120   

               単価

       15,120   円／枚

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         53,940   

               単価

       53,940   円／枚

              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

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－43号

現場打ち集水桝 G2-B1200-L1200-H1100 18-8-40(高炉)

箇所

        1          163,000   

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-40(高炉)                                   

1.29m3を超え1.36m3以下                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                          箇所         1          159,000           159,000   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－42号

現場打ち集水桝 G2-B1000-L1000-H1600 18-8-40(高炉)

箇所

        1          183,400   

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-40(高炉)                                   

1.44m3を超え1.52m3以下                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                          箇所         1          175,400           175,400   

足掛金物 W=300 全樹脂巻

本         4            1,980             7,920   

               計

        183,320   

               単価

      183,400   円／箇所

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

足掛金物 W=300 全樹脂巻

本         2            1,980             3,960   

               計

        162,960   

               単価

      163,000   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－45号

蓋 縞鋼板蓋 1300×1300 t=4.5 溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ35

枚

        1           88,420   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         1           88,420            88,420   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－44号

蓋 縞鋼板蓋 1100×1100 t=4.5 溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ35

枚

        1           70,720   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         1           70,720            70,720   

               計

         70,720   

               単価

       70,720   円／枚

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         88,420   

               単価

       88,420   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

単－47号

交通誘導警備員 夜間

人日

       90           20,640   

交通誘導警備員Ａ

人日        45           22,370         1,006,650   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－46号

交通誘導警備員 昼間

人日

        1           12,600   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           12,600            12,600   

               計

         12,600   

               単価

       12,600   円／人日

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

交通誘導警備員Ｂ

人日        45           18,900           850,500   

               計

      1,857,150   

               単価

       20,640   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－49号

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事

        1           50,750   

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事         1           50,750            50,750   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－48号

重建設機械分解組立輸送費

回

        1        1,763,000   

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機              

機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)                

                                                回         1        1,763,000         1,763,000   

               計

      1,763,000   

               単価

    1,763,000   円／回

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         50,750   

               単価

       50,750   円／工事

              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

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－50号

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

検体

        1            7,300   

六価ｸﾛﾑ溶出試験費 環境庁告示第46号溶出試験

検体         1            7,300             7,300   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          7,300   

               単価

        7,300   円／検体

              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） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

伐根

【歩掛見積-1】

夜間施工(時間的制約を著しく受ける)

本

      100            8,138   

土木一般世話役  

人         3           44,348           133,044   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

普通作業員  

人        12           35,371           424,452   

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転 山積0.13m3

日         2           46,790            93,580   

諸雑費（率＋まるめ）

       25%

式         1            162,724   

               計

        813,800   

               単価

        8,138   円／本

              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） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            4,000   

処分費 根

 ｍ３       100            4,000           400,000   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

        400,000   

               単価

        4,000   円／ｍ３

              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） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

中層混合処理工 2m＜L≦5m 1,000m3未満                           

130kg/m3 無                                     

                                                

 ｍ３

      100            6,136   

土木一般世話役  

人         0.556        25,935            14,419   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         0.556        23,940            13,310   

普通作業員  

人         1.111        20,685            22,981   

ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ

ｔ        13.78        20,600           283,868   

中層混合処理機運転 2m＜L≦5m 

日         0.556       276,800           153,900   

スラリープラント運転

日         0.556        81,340            45,225   

諸雑費（率＋まるめ）

        32%

式         1             79,897   

               計

        613,600   

               単価

        6,136   円／ｍ３

              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） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置 短尺(L=2.0m未満/

個)

【歩掛見積-2】

高さ1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石無 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有

ｍ

        1           38,150   

土木一般世話役  

人         0.1         25,935             2,593   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         0.1         23,940             2,394   

普通作業員  

人         0.3         20,685             6,205   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］ 排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊

日         0.1         50,430             5,043   

雑工種

       95%

式         1             15,423   

諸雑費（率＋まるめ）

       40%

式         1              6,492   

               計

         38,150   

               単価

       38,150   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS              

A 5372 600 600×600×600 無し                   

無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                     

ｍ

       10           13,640   

Ｕ型側溝 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            5,723            57,230   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

鉄筋コンクリートＵ形 ６００　６００×６００×６００

個        16.5          4,700            77,550   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         0.96         1,650             1,584   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 36   

               計

        136,400   

               単価

       13,640   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 1.15m3/10m 有り                   

ｍ

       10           49,080   

自由勾配側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            7,046            70,460   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

自由勾配側溝 B800×H800

個         5           75,800           379,000   

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)

 ｍ３         0.695        19,800            13,761   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         1.219        19,800            24,136   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         2.07         1,650             3,415   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 28   

               計

        490,800   

               単価

       49,080   円／ｍ

              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） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 1.15m3/10m 有り                   

ｍ

       10           52,010   

自由勾配側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            7,046            70,460   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

自由勾配側溝 B800×H900

個         5           80,500           402,500   

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)

 ｍ３         0.988        19,800            19,562   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         1.219        19,800            24,136   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         2.07         1,650             3,415   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 27   

               計

        520,100   

               単価

       52,010   円／ｍ

              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） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 2.025m3/10m                       

ｍ

       10           59,310   

自由勾配側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            7,046            70,460   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

自由勾配側溝 B1000×H800

個         5           89,300           446,500   

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)

 ｍ３         1.494        19,800            29,581   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         2.147        19,800            42,510   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         2.43         1,650             4,009   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 40   

               計

        593,100   

               単価

       59,310   円／ｍ

              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） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 2.025m3/10m                       

ｍ

       10           60,790   

自由勾配側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            7,046            70,460   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

自由勾配側溝 B1000×H900

個         5           94,500           472,500   

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)

 ｍ３         0.928        19,800            18,374   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         2.147        19,800            42,510   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         2.43         1,650             4,009   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 47   

               計

        607,900   

               単価

       60,790   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 1.35m3/10m 有り                   

ｍ

       10           61,120   

自由勾配側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            7,046            70,460   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

自由勾配側溝 B800×H1000 片土留め鉄筋付き

個         5           97,700           488,500   

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)

 ｍ３         0.997        19,800            19,740   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         1.431        19,800            28,333   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         2.52         1,650             4,158   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

        611,200   

               単価

       61,120   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

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          175,300   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03       108,000           111,240   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

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                 63   

               計

        175,300   

               単価

      175,300   円／ｔ

              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） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 1.4m3/10m 有り                    

ｍ

       10           63,730   

自由勾配側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            7,046            70,460   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

自由勾配側溝 B800×H1100 片土留め鉄筋付き

個         5          102,900           514,500   

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)

 ｍ３         0.937        19,800            18,552   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         1.484        19,800            29,383   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         2.61         1,650             4,306   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 99   

               計

        637,300   

               単価

       63,730   円／ｍ

              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） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 1.45m3/10m 有り                   

ｍ

       10           66,590   

自由勾配側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            7,046            70,460   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

自由勾配側溝 B800×H1200 片土留め鉄筋付き

個         5          108,200           541,000   

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)

 ｍ３         0.983        19,800            19,463   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         1.537        19,800            30,432   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         2.7          1,650             4,455   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 90   

               計

        665,900   

               単価

       66,590   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 1.5m3/10m 有り                    

ｍ

       10           68,950   

自由勾配側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            7,046            70,460   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

自由勾配側溝 B800×H1300 片土留め鉄筋付き

個         5          112,800           564,000   

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)

 ｍ３         0.954        19,800            18,889   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         1.59        19,800            31,482   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         2.79         1,650             4,603   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 66   

               計

        689,500   

               単価

       68,950   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 45 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                

枚

      100           10,780   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              818            81,800   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 自由勾配側溝用 B800用 歩道用

枚       100            9,960           996,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                200   

               計

      1,078,000   

               単価

       10,780   円／枚

              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） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

無し                                            

                                                

枚

      100           45,540   

蓋版コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              338            33,800   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 自由勾配側溝用 B800用 歩道用 細目

枚       100           45,200         4,520,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                200   

               計

      4,554,000   

               単価

       45,540   円／枚

              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） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                

枚

      100           15,120   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              818            81,800   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 自由勾配側溝用 B1000用 歩道用

枚       100           14,300         1,430,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                200   

               計

      1,512,000   

               単価

       15,120   円／枚

              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） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

無し                                            

                                                

枚

      100           53,940   

蓋版コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              338            33,800   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 自由勾配側溝用 B1000用 歩道用 細目

枚       100           53,600         5,360,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                200   

               計

      5,394,000   

               単価

       53,940   円／枚

              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（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                

枚

      100           70,720   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              818            81,800   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

縞鋼板蓋 1100×1100 t=4.5 溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ35

枚       100           69,900         6,990,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                200   

               計

      7,072,000   

               単価

       70,720   円／枚

              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（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                

枚

      100           88,420   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              818            81,800   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

縞鋼板蓋 1300×1300 t=4.5 溶融亜鉛ﾒｯｷHDZ35

枚       100           87,600         8,760,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                200   

               計

      8,842,000   

               単価

       88,420   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -



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）

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           22,370   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           22,365            22,365   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,600   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,600            12,600   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         12,600   

               単価

       12,600   円／人日

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         22,370   

               単価

       22,370   円／人日

              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（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           18,900   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           18,900            18,900   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         18,900   

               単価

       18,900   円／人日

              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（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機              

機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)                

                                                

回

        1        1,763,000   

特殊作業員  

人        16           23,940           383,040   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         2.4         41,600            99,840   

運搬費等率

       265%

式         1          1,279,632   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                488   

               計

      1,763,000   

               単価

    1,763,000   円／回

              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（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事

        1           50,750   

技術員

人         1.75        29,000            50,750   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         50,750   

               単価

       50,750   円／工事

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)運転 山積0.13m3

日

        1           46,790   

運転手（特殊）  

人         1           39,680            39,680   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ        20              136             2,720   

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３）

日         1            4,390             4,390   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         46,790   

               単価

       46,790   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

中層混合処理機運転 2m＜L≦5m 

日

        1          276,800   

運転手（特殊）  

人         1           23,205            23,205   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ       118              136            16,048   

中層混合処理機［ベースマシン］ ２０ｔ（０．８ｍ３）級バックホウ

供用日         1.66        26,100            43,326   

中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］ 改良深度（標準）５ｍ　適合ベースマシン２０ｔ級

供用日         1.66        87,700           145,582   

施工管理装置 １ピースブーム用

供用日         1.66        29,300            48,638   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

        276,800   

               単価

      276,800   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

スラリープラント運転

日

        1           81,340   

深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］ 能力２０ｍ３／ｈ

供用日         1.66        49,000            81,340   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         81,340   

               単価

       81,340   円／日

              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

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き

］

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊

日

        1           50,430   

運転手（特殊）  

人         1           23,205            23,205   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ       120              136            16,320   

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           10,900            10,900   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         50,430   

               単価

       50,430   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 59 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

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)                       

                                          m3

        1            5,187   

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                  

60.0km以下                                       ｍ３         1            5,187             5,187   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－1号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満                           

                                          m3

        1              201.1 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              201.1             201.1 

               計

            201.1 

               単価

          201.1 円／m3

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          5,187   

               単価

        5,187   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 60 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－4号

交通誘導警備員

人日

        1           12,600   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           12,600            12,600   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－3号

残土等処分

m3

        1            2,090   

残土等処分

 ｍ３         1            2,090             2,090   

               計

          2,090   

               単価

        2,090   円／m3

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         12,600   

               単価

       12,600   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 61 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,600   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,600            12,600   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         12,600   

               単価

       12,600   円／人日

              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

2022.09

2022.09

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)

m3

        1            5,187   

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                  

60.0km以下                                       ｍ３         1            5,187             5,187   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－1号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満

m3

        1              201.1 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              201.1             201.1 

               計

            201.1 

               単価

          201.1 円／m3

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          5,187   

               単価

        5,187   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－4号

交通誘導警備員

人日

        1           14,910   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           14,910            14,910   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－3号

残土等処分

m3

        1            2,090   

残土等処分

 ｍ３         1            2,090             2,090   

               計

          2,090   

               単価

        2,090   円／m3

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         14,910   

               単価

       14,910   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 64 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           14,910   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           14,910            14,910   

[自)奈良県橿原市曽我町　　　　　　　　　　　　　 ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         14,910   

               単価

       14,910   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 65 -


