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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

冠山峠道路塚奥山道路改良他工事

鏡

岐阜県揖斐郡揖斐川町塚地先

　１）　発注年月　　　　　令和 4年10月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　福井河川国道事務所　工務第二課          　　　　　

　３）　工事番号　　　　　7022010010　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４）　契約区分　　　　　国債（翌債を含む）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　　　　　  358日間 　　　　自　　　令和 4年11月 8日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 5年10月31日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　岐阜県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　冠山峠地区　その２　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 4年 9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10月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2022年10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 4年 9月 2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

冠山峠道路塚奥山道路改良他工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

道路改良

式         1        159,200,641

　道路土工

　

式         1         28,483,539

　　掘削工(ICT)

　　

式         1          2,386,500

　　　掘削(ICT)

　　　

土砂 片切掘削

m3       800            1,265         1,012,000

単-1号

　　　掘削

　　　

土砂 片切掘削

m3       800            1,159           927,200

単-2号

　　　掘削(ICT)

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無

し 5,000m3未満

m3       600              420.3         252,180

単-3号

　　　掘削

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無

 障害無 5,000m3未満

m3       600              325.2         195,120

単-4号

　　路体盛土工(ICT)

　　

式         1         21,498,128

　　　路体(築堤)盛土(ICT)

　　　

m3    39,500              239.7       9,468,150

単-5号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3    12,490              752.2       9,394,978

単-6号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3    12,500              210.8       2,635,000

単-7号

　　法面整形工(ICT)

　　

式         1          3,651,562

              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

冠山峠道路塚奥山道路改良他工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　法面整形(切土部)(ICT)

　　　

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

m2       760              862           655,120

単-8号

　　　法面整形(盛土部)(ICT)

　　　

法面締固め無し

m2     5,490              545.8       2,996,442

単-9号

　　盛土内排水工

　　

式         1            947,349

　　　基盤排水層

　　　

C-40

m3       140            5,736           803,040

単-10号

　　　吸出し防止材

　　　

長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織

布(基盤排水層用)

m2       330              437.3         144,309

単-11号

　地盤改良工

　

式         1         14,863,680

　　路床安定処理工

　　(横山ﾔｰﾄﾞ浚渫土)

式         1         14,863,680

　　　安定処理

　　　

2m 固化材100m2あたり

使用量10t/100m2 ｾﾒﾝﾄ

系固化材 m2     6,240            2,382        14,863,680

単-12号

　法面工

　

式         1          4,671,310

　　植生工

　　

式         1            977,200

　　　植生基材吹付

　　　

4cm 植生基材吹付工 2

50m2未満

m2       200            4,886           977,200

単-13号

　　法枠工

　　

式         1          3,694,110
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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

冠山峠道路塚奥山道路改良他工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　簡易吹付法枠(A)

　　　

1.5m×1.5m

m2       343           10,770         3,694,110

単-14号

　擁壁工

　

式         1         89,108,498

　　ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)

　　(4号補強土壁)

式         1         89,108,498

　　　補強土壁壁面材組立・設置

　　　

m2       883           38,200        33,730,600

単-15号

　　　補強材取付

　　　

m2     9,824            2,488        24,442,112

単-16号

　　　砕石投入

　　　

単粒度砕石 4号

m3       314            6,452         2,025,928

単-17号

　　　まき出し･敷均し、締固め

　　　

m3     9,100            1,734        15,779,400

単-18号

　　　基盤排水層

　　　

C-40

m3       390            6,578         2,565,420

単-19号

　　　水平排水材

　　　

不織布系(幅300mm 厚5

mm)

m     4,135              487.7       2,016,639

単-20号

　　　吸出し防止材

　　　

長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織

布(天端排水材)

m2     2,330              810         1,887,300

単-21号

　　　吸出し防止材

　　　

長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織

布(基盤排水層用)

m2       860              437.3         376,078

単-22号

　　　笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

24-12-25(20)(高炉)

m       193           27,720         5,349,960

単-23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

冠山峠道路塚奥山道路改良他工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　地下排水

　　　

 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150

 360°ｼﾝｸﾞﾙ構造 有孔

管 m        84            4,552           382,368

単-24号

　　　横断管

　　　

 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150

 240°ｼﾝｸﾞﾙ構造 有孔

管 m       103            5,343           550,329

単-25号

　　　縦排水

　　　

多連排水材

m         2            1,182             2,364

単-26号

　石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

　

式         1         16,405,292

　　作業土工

　　

式         1             60,012

　　　床掘り(掘削)

　　　

軟岩

m3        10            1,793            17,930

単-27号

　　　床掘り

　　　

土砂

m3        10            2,059            20,590

単-28号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3         6            3,582            21,492

単-29号

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

　　

式         1         16,345,280

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎

　　　

底幅 71cm 高さ 20cm 

50型

m        73           19,930         1,454,890

単-30号

　　　大型ﾌﾞﾛｯｸ積

　　　

控え 50cm

m2       475           21,120        10,032,000

単-31号

　　　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m3       147           24,450         3,594,150

単-32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

冠山峠道路塚奥山道路改良他工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　胴込･裏込材(砕石)

　　　

再生砕石 RC-40

m3       130            5,915           768,950

単-33号

　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8ｰ40(高炉)

m3         7           58,550           409,850

単-34号

　　　小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m3         0.8        106,800            85,440

単-35号

　排水構造物工

　

式         1          5,668,322

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　

式         1            276,960

　　　現場打ち集水桝

　　　(小段桝-4)

B500×L500×H850 18-

8-40(高炉)

箇所         3           57,040           171,120

単-36号

　　　現場打ち集水桝

　　　(小段桝-6)

B300×L300×H840 18-

8-40(高炉)

箇所         2           42,780            85,560

単-37号

　　　蓋

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300×300用

枚         2            2,454             4,908

単-38号

　　　蓋

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500×500用

枚         3            5,124            15,372

単-39号

　　排水工

　　

式         1          5,391,362

　　　小段排水

　　　-2

PU1-B240×H240 18-8-

40(高炉)

m        21           17,430           366,030

単-40号

　　　小段排水

　　　-3

PU1-B240×H240 18-8-

40(高炉)

m       193           15,320         2,956,760

単-41号

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



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

冠山峠道路塚奥山道路改良他工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　小段排水

　　　-7

PU1-B240×H240

m        54            6,168           333,072

単-42号

　　　縦排水

　　　

PU1-B240×H240(ｿｹｯﾄ

付)

m        39           24,500           955,500

単-43号

　　　縦排水管

　　　

VPφ300

m        20           39,000           780,000

単-44号

直接工事費

式         1        159,200,641

共通仮設費

式         1         18,248,326

　共通仮設費

　

式         1          2,790,326

　　技術管理費

　　

式         1          1,358,326

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

式         1           50,750            50,750

単-45号

　　　六価ｸﾛﾑ溶出試験

　　　

検体         1            7,300             7,300

単-46号

　　　保守管理(ICT)

　　　

式         1            154,276

内-1号

　　　ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

　　　

式         1          1,146,000

内-2号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1          1,432,000

              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

冠山峠道路塚奥山道路改良他工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　共通仮設費（率計上）

　

式         1         15,458,000

純工事費

式         1        177,448,967

　現場管理費

　

式         1         52,150,000

工事原価

式         1        229,598,967

　一般管理費等

　

式         1         35,211,033

工事価格

式         1        264,810,000

消費税相当額

式         1         26,481,000

工事費計

式         1        291,291,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



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) 2022.10

第  1号内訳書 2022.10

1.000-00-00-2-0

掘削（ＩＣＴ）保守点検 土砂 片切掘削 800m3                             

                                                

                                                式         1              4,487   

掘削（ＩＣＴ）保守点検 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満                  

600m3                                           

                                                式         1              3,263   

路体（築堤）盛土（ＩＣＴ 10,000m3以上 無し 39500m3                       

）保守点検                                                 

                                                式         1            108,970   

法面整形（ＩＣＴ）保守点 切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 760m2         

検                                                 

                                                式         1              6,717   

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 5490m2                                          

                                                式         1             30,839   

        合  計

        154,276   

              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) 2022.10

第  2号内訳書 2022.10

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（ＩＣＴ） ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ                                        

                                                

                                                式         1            548,000   

        合  計

      1,146,000   

              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

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－2号

掘削 土砂 片切掘削

m3

        1            1,159   

掘削 土砂 片切掘削 

 ｍ３         1            1,159             1,159   

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－1号

掘削(ICT) 土砂 片切掘削

m3

        1            1,265   

掘削（ＩＣＴ） 土砂 片切掘削 

 ｍ３         1            1,265             1,265   

               計

          1,265   

               単価

        1,265   円／m3

               計

          1,159   

               単価

        1,159   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

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－4号

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満

m3

        1              325.2 

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 

 ｍ３         1              325.2             325.2 

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－3号

掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満

m3

        1              420.3 

掘削（ＩＣＴ） 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 

 ｍ３         1              420.3             420.3 

               計

            420.3 

               単価

          420.3 円／m3

               計

            325.2 

               単価

          325.2 円／m3
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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

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－6号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              752.2 

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 3.0km以下        

                                                 ｍ３         1              752.2             752.2 

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－5号

路体(築堤)盛土(ICT)

m3

        1              239.7 

路体（築堤）盛土（ＩＣＴ） 10,000m3以上 無し                               

                                                

                                                 ｍ３         1              239.7             239.7 

               計

            239.7 

               単価

          239.7 円／m3

               計

            752.2 

               単価

          752.2 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

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－8号

法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

m2

        1              862   

法面整形（ＩＣＴ） 切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 

 ｍ２         1              862               862   

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－7号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満

m3

        1              210.8 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              210.8             210.8 

               計

            210.8 

               単価

          210.8 円／m3

               計

            862   

               単価

          862   円／m2

              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

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－10号

基盤排水層 C-40

m3

        1            5,736   

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

                                                

                                                 ｍ３         1              215.6             215.6 

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－9号

法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し

m2

        1              545.8 

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              545.8             545.8 

               計

            545.8 

               単価

          545.8 円／m2

クラッシャーラン Ｃ－４０

 ｍ３         1.2          4,600             5,520   

               計

          5,735.6 

               単価

        5,736   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

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－12号

安定処理 2m 固化材100m2あたり使用量10t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材

m2

        1            2,382   

安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ混合 深さ2.0m 10t/100m2

m2         1            2,382             2,382   

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－11号

吸出し防止材 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布(基盤排水層用)

m2

        1              437.3 

吸出し防止材設置

 ｍ２         1              437.3             437.3 

               計

            437.3 

               単価

          437.3 円／m2

               計

          2,382   

               単価

        2,382   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－13号

植生基材吹付 4cm 植生基材吹付工 250m2未満

m2

        1            4,886   

機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 4cm 250m2未満 無 無 有           

                                                

                                                 ｍ２         1            4,886             4,886   

               計

          4,886   

               単価

        4,886   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 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－14号

簡易吹付法枠(A) 1.5m×1.5m

m2

      100           10,770   

ラス張工［市場単価］ 250m2以上500m2未満 無                           

                                                

                                                 ｍ２       100            2,678           267,800   

配筋(鉄筋加工組立)工 SD295 D10

kg       161.41           695.9         112,325.21

組立枠設置工 Mﾀｲﾌﾟ

個        94            1,031            96,914   

交点ｱﾝｶｰ打設工 砂質、礫質混じり、玉石混じり土、軟岩

本        52            2,203           114,556   

枠ｼｰﾄ工 Mﾀｲﾌﾟ

m2       100              993.8          99,380   

枠吹付工

m3         5.27        73,130           385,395.1 

               計

      1,076,370.31

               単価

       10,770   円／m2

              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

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－16号

補強材取付

m2

        1            2,488   

補強材取付(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))

 ｍ２         1              227.2             227.2 

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－15号

補強土壁壁面材組立・設置

m2

        1           38,200   

補強土壁壁面材組立・設置 ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ） 

 ｍ２         1            2,195             2,195   

補強土壁壁面材（材料費）

 ｍ２         1           36,000            36,000   

               計

         38,195   

               単価

       38,200   円／m2

補強材（材料費）(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))

 ｍ２         1            2,260             2,260   

               計

          2,487.2 

               単価

        2,488   円／m2

              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 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－17号

砕石投入 単粒度砕石 4号

m3

        1            6,452   

砕石投入

 ｍ３         1            1,702             1,702   

単粒度砕石 ４号３０－２０ｍｍ

 ｍ３         1            4,750             4,750   

               計

          6,452   

               単価

        6,452   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 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－18号

まき出し･敷均し、締固め

m3

    9,100            1,734   

まき出し・敷均し，締固め ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ） 

 ｍ３     9,100            1,058         9,627,800   

積込（ルーズ） 破砕岩 土量50,000m3未満                         

                                                

                                                 ｍ３     5,300              260.5       1,380,650   

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

硬岩 無し 2.0km以下                             

                                                 ｍ３     5,280              902.3       4,764,144   

               計

     15,772,594   

               単価

        1,734   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－20号

水平排水材 不織布系(幅300mm 厚5mm)

m

        1              487.7 

盛土内排水工 ﾘﾌﾞ型不織布(R-5×300C) t=5mm W=300mm

m         1              487.7             487.7 

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－19号

基盤排水層 C-40

m3

        1            6,578   

まき出し・敷均し，締固め ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁（二重壁ﾀｲﾌﾟ）                 

                                                

                                                 ｍ３         1            1,058             1,058   

クラッシャーラン Ｃ－４０

 ｍ３         1.2          4,600             5,520   

               計

          6,578   

               単価

        6,578   円／m3

               計

            487.7 

               単価

          487.7 円／m

              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

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－22号

吸出し防止材 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布(基盤排水層用)

m2

        1              437.3 

吸出し防止材設置

 ｍ２         1              437.3             437.3 

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－21号

吸出し防止材 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布(天端排水材)

m2

        1              810   

吸出し防止材設置

 ｍ２         1              810               810   

               計

            810   

               単価

          810   円／m2

               計

            437.3 

               単価

          437.3 円／m2

              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 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－23号

笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉)

m

      193           27,720   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設                        

24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し                

全ての費用                                       ｍ３        45           27,680         1,245,600   

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２       290            9,274         2,689,460   

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         4.4        193,100           849,640   

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

                                                

                                                 ｍ２        19            1,951            37,069   

足場設置・撤去［砂防］

ｍ       193            2,727           526,311   

               計

      5,348,080   

               単価

       27,720   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 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－24号

地下排水  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150 360°ｼﾝｸﾞﾙ構造 有孔管

m

       10            4,552   

暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要              

全ての費用                                      

                                                ｍ        10            1,544            15,440   

フィルター材 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用                         

                                                

                                                 ｍ３         2.257         9,451            21,330.9 

吸出し防止材設置

 ｍ２        20              437.3           8,746   

               計

         45,516.9 

               単価

        4,552   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－25号

横断管  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ150 240°ｼﾝｸﾞﾙ構造 有孔管

m

      103            5,343   

暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要              

全ての費用                                      

                                                ｍ       103            1,595           164,285   

T字ｼﾞｮｲﾝﾄ管  φ150(波状管)

個        10            6,300            63,000   

フィルター材 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用                         

                                                

                                                 ｍ３        24            9,451           226,824   

吸出し防止材設置

 ｍ２       220              437.3          96,206   

               計

        550,315   

               単価

        5,343   円／m

              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

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－27号

床掘り(掘削) 軟岩

m3

        1            1,793   

掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満                  

無し 無し                                       

                                                 ｍ３         1            1,505             1,505   

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－26号

縦排水 多連排水材

m

        1            1,182   

ﾊﾟｲﾌﾟ状排水材設置 W=170

m         1            1,182             1,182   

               計

          1,182   

               単価

        1,182   円／m

積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満                     

                                                

                                                 ｍ３         1              288               288   

               計

          1,793   

               単価

        1,793   円／m3

              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

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－29号

埋戻し 土砂

m3

        1            3,582   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            3,582             3,582   

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－28号

床掘り 土砂

m3

        1            2,059   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            2,059             2,059   

               計

          2,059   

               単価

        2,059   円／m3

               計

          3,582   

               単価

        3,582   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－30号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 底幅 71cm 高さ 20cm 50型

m

       10           19,930   

プレキャスト基礎ブロック

ｍ        10            4,720            47,200   

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.56        27,360            15,321.6 

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.91        27,360            24,897.6 

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         2            4,750             9,500   

水平積用基礎ﾌﾞﾛｯｸ 50型 L=3.0m

個         3.333        30,700           102,323.1 

               計

        199,242.3 

               単価

       19,930   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 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－31号

大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控え 50cm

m2

      475           21,120   

大型ブロック積 有り 標準                                       

                                                

                                                 ｍ２       475            4,151         1,971,725   

大型ﾌﾞﾛｯｸ 50型 666×1500

個       475           16,900         8,027,500   

瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ

 ｍ２        30            1,060            31,800   

               計

     10,031,025   

               単価

       21,120   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－33号

胴込･裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40

m3

        1            5,915   

胴込・裏込材（砕石） 大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40                        

                                                

                                                 ｍ３         1            5,915             5,915   

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－32号

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m3

        1           24,450   

胴込・裏込コンクリート 大型ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) 標準                    

                                                

                                                 ｍ３         1           24,450            24,450   

               計

         24,450   

               単価

       24,450   円／m3

               計

          5,915   

               単価

        5,915   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



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

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－35号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m3

        0.8        106,800   

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         0.8         33,810            27,048   

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－34号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8ｰ40(高炉)

m3

        7           58,550   

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

                                                

                                                 ｍ３         7           58,350           408,450   

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

                                                

                                                 ｍ２         0.7          1,951             1,365.7 

               計

        409,815.7 

               単価

       58,550   円／m3

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         7            8,339            58,373   

               計

         85,421   

               単価

      106,800   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



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

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－37号

現場打ち集水桝

(小段桝-6)

B300×L300×H840 18-8-40(高炉)

箇所

        1           42,780   

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

0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設                 

一般養生･特殊養生(練炭)                         箇所         1           42,780            42,780   

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－36号

現場打ち集水桝

(小段桝-4)

B500×L500×H850 18-8-40(高炉)

箇所

        1           57,040   

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

0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設                 

一般養生･特殊養生(練炭)                         箇所         1           57,040            57,040   

               計

         57,040   

               単価

       57,040   円／箇所

               計

         42,780   

               単価

       42,780   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－39号

蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500×500用

枚

        1            5,124   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 小段面部              

                                                枚         1            5,124             5,124   

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－38号

蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300×300用

枚

        1            2,454   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

小段面部                                        

                                                枚         1            2,454             2,454   

               計

          2,454   

               単価

        2,454   円／枚

               計

          5,124   

               単価

        5,124   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－40号

小段排水

-2

PU1-B240×H240 18-8-40(高炉)

m

       10           17,430   

Ｕ型側溝 据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)                 

L=2000mm 1000kg/個以下 無し                     

小段面部 無し                                   ｍ        10            6,168            61,680   

コンクリート打設工 小段排水溝 ラフテレーンクレーン                 

18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2                 

有り 標準                                        ｍ２        12.39         5,746            71,192.94

型枠工 小段排水溝                                      

                                                

                                                 ｍ２         3.82        10,240            39,116.8 

養生工 縦排水溝・小段排水溝                            

                                                

                                                 ｍ２        12.39           181.7           2,251.26

               計

        174,241   

               単価

       17,430   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－41号

小段排水

-3

PU1-B240×H240 18-8-40(高炉)

m

       10           15,320   

Ｕ型側溝 据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)                 

L=2000mm 1000kg/個以下 無し                     

小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                 ｍ        10            7,034            70,340   

コンクリート打設工 小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ           

18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2                 

有り                                             ｍ２        10.46         5,778            60,437.88

型枠工 小段排水溝                                      

                                                

                                                 ｍ２         2           10,240            20,480   

養生工 縦排水溝・小段排水溝                            

                                                

                                                 ｍ２        10.46           181.7           1,900.58

               計

        153,158.46

               単価

       15,320   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－42号

小段排水

-7

PU1-B240×H240

m

       10            6,168   

Ｕ型側溝 据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)                 

L=2000mm 1000kg/個以下 無し                     

小段面部 無し                                   ｍ        10            6,168            61,680   

               計

         61,680   

               単価

        6,168   円／m

              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

１次単価表 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－43号

縦排水 PU1-B240×H240(ｿｹｯﾄ付)

m

       10           24,500   

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm             

60kg/個以下 無し 縦排水部 無し                  

                                                ｍ        10           12,820           128,200   

コンクリート打設工 縦排水溝 ラフテレーンクレーン                   

18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2                 

有り 標準                                        ｍ２        10            7,057            70,570   

型枠工 縦排水溝                                        

                                                

                                                 ｍ２         4           11,100            44,400   

養生工 縦排水溝・小段排水溝                            

                                                

                                                 ｍ２        10              181.7           1,817   

               計

        244,987   

               単価

       24,500   円／m

              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

１次単価表 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－44号

縦排水管 VPφ300

m

       20           39,000   

排水管設置  VP管 φ300

m        20            6,579           131,580   

コンクリートアンカーボルト設置 無し                                            

                                                

                                                本        36            1,568            56,448   

排水管取付金具  VPφ300用 ﾒｯｷ品

組         9           26,700           240,300   

硬質塩化ビニル管 一般管　ＶＰ－３００

ｍ        20            6,860           137,200   

ﾁｰｽﾞ管 VP300用

個         3           71,440           214,320   

               計

        779,848   

               単価

       39,000   円／m

              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

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－46号

六価ｸﾛﾑ溶出試験

検体

        1            7,300   

六価ｸﾛﾑ溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験

検体         1            7,300             7,300   

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

単－45号

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

式

        1           50,750   

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事         1           50,750            50,750   

               計

         50,750   

               単価

       50,750   円／式

               計

          7,300   

               単価

        7,300   円／検体

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ混合 深さ2.0m 10t/100m2

m2

      100            2,382   

土木一般世話役  

人         0.15        27,195             4,079   

特殊作業員  

人         0.7         24,360            17,052   

普通作業員  

人         0.7         21,630            15,141   

ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用ﾌﾚｺﾝ

ｔ        10           15,800           158,000   

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ)運転 ｸﾚｰﾝ機能付き･排ｶﾞｽ対策型(第3次)]山積0.8m 2.9t吊

日         0.7         52,410            36,687   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1              7,241   

               計

        238,200   

               単価

        2,382   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



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）

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

ラス張工［市場単価］ 250m2以上500m2未満 無                           

                                                

                                                

 ｍ２

      100            2,678   

現場吹付法枠工　ラス張工  

 ｍ２       100            2,678           267,800   

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

機械播種施工による植生工 植生基材吹付工 4cm 250m2未満 無 無 有           

                                                

                                                

 ｍ２

        1            4,886   

法面工（植生基材吹付） 厚４ｃｍ

 ｍ２         1            4,886.2           4,886   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,886   

               単価

        4,886   円／ｍ２

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        267,800   

               単価

        2,678   円／ｍ２

              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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

配筋(鉄筋加工組立)工 SD295 D10

kg

    1,000              695.9 

土木一般世話役  

人         3.3         27,195            89,743   

法面工  

人        13.3         29,505           392,416   

普通作業員  

人         3.3         21,630            71,379   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１０

ｔ         1.17       117,000           136,890   

諸雑費（率＋まるめ）

       1%

式         1              5,472   

               計

        695,900   

               単価

          695.9 円／kg

              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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

組立枠設置工 Mﾀｲﾌﾟ

個

      100            1,031   

法面工  

人         0.5         29,505            14,752   

組立枠 H=140 W=330 L=400 M型

個       100              880            88,000   

諸雑費（率＋まるめ）

       3%

式         1                348   

               計

        103,100   

               単価

        1,031   円／個

              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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

交点ｱﾝｶｰ打設工 砂質、礫質混じり、玉石混じり土、軟岩

本

      100            2,203   

土木一般世話役  

人         0.91        27,195            24,747   

法面工  

人         3.64        29,505           107,398   

普通作業員  

人         1.82        21,630            39,366   

交点ｱﾝｶｰ D16 L=750

本       100              420            42,000   

諸雑費（率＋まるめ）

       4%

式         1              6,789   

               計

        220,300   

               単価

        2,203   円／本

              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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

枠ｼｰﾄ工 Mﾀｲﾌﾟ

m2

      100              993.8 

法面工  

人         3           29,505            88,515   

枠用ｼｰﾄ Mﾀｲﾌﾟ 1500×1500用

枚        42.3            236             9,982   

諸雑費（率＋まるめ）

       1%

式         1                883   

               計

         99,380   

               単価

          993.8 円／m2

              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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

枠吹付工

m3

       10           73,130   

土木一般世話役  

人         1.59        27,195            43,240   

法面工  

人         4.76        29,505           140,443   

特殊作業員  

人         3.17        24,360            77,221   

普通作業員  

人         3.17        21,630            68,567   

セメント 普通ポルトランド　２５ｋｇ袋入

ｔ         5.46        19,600           107,016   

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目

 ｍ３        16.12         4,670            75,280   

ﾓﾙﾀﾙ補強材 NAF-6

ｋｇ        13           11,000           143,000   

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]運転 [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

日         1.59        12,220            19,429   

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 排出ｶﾞｽ対策型(1次) 0.34m3

日         1.59        25,600            40,704   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1             16,400   

               計

        731,300   

              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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

枠吹付工

m3

       10           73,130   

               単価

       73,130   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

盛土内排水工 ﾘﾌﾞ型不織布(R-5×300C) t=5mm W=300mm

m

      100              487.7 

普通作業員  

人         0.2         21,630             4,326   

水平排水材 ﾘﾌﾞ型不織布(R-5×300C) t=5mm W=300mm

ｍ       101              440            44,440   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         48,770   

               単価

          487.7 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） 2022.10

2022.10

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          193,100   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03       120,000           123,600   

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           69,431.25          69,431   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 69   

               計

        193,100   

               単価

      193,100   円／ｔ

              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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

足場設置・撤去［砂防］

ｍ

       10            2,727   

土木一般世話役  

人         0.1         27,195             2,719   

とび工  

人         0.4         27,930            11,172   

普通作業員  

人         0.4         21,630             8,652   

諸雑費（率＋まるめ）

        21%

式         1              4,727   

               計

         27,270   

               単価

        2,727   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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

ﾊﾟｲﾌﾟ状排水材設置 W=170

m

      100            1,182   

普通作業員  

人         0.7         21,630            15,141   

多連排水材 排水ﾁｭｰﾌﾞ内蔵型  φ30mm×3本

ｍ       100            1,030           103,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 59   

               計

        118,200   

               単価

        1,182   円／m

              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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

小段面部                                        

                                                

枚

      100            2,454   

蓋版コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              354            35,400   

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300×300用

枚       100            2,100           210,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        245,400   

               単価

        2,454   円／枚

              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） 2022.10

2022.10

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 小段面部              

                                                

枚

      100            5,124   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              844            84,400   

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 500×500用

枚       100            4,280           428,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        512,400   

               単価

        5,124   円／枚

              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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

Ｕ型側溝 据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)                 

L=2000mm 1000kg/個以下 無し                     

小段面部 無し                                   

ｍ

       10            6,168   

Ｕ型側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            4,597.82          45,978   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 240 240×240×1000

個        10            1,570            15,700   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         61,680   

               単価

        6,168   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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

コンクリート打設工 小段排水溝 ラフテレーンクレーン                 

18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2                 

有り 標準                                       

 ｍ２

      100            5,746   

土木一般世話役  

人         2.8         27,195            76,146   

特殊作業員  

人         3.8         24,360            92,568   

普通作業員  

人         5.4         21,630           116,802   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３        12.1         18,500           223,850   

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   

諸雑費（率＋まるめ）

         1%

式         1              2,834   

               計

        574,600   

               単価

        5,746   円／ｍ２

              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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

型枠工 小段排水溝                                      

                                                

                                                

 ｍ２

       10           10,240   

土木一般世話役  

人         0.9         27,195            24,475   

型わく工  

人         1.6         28,875            46,200   

普通作業員  

人         1.2         21,630            25,956   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              5,769   

               計

        102,400   

               単価

       10,240   円／ｍ２

              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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

養生工 縦排水溝・小段排水溝                            

                                                

                                                

 ｍ２

      100              181.7 

土木一般世話役  

人         0.21        27,195             5,710   

普通作業員  

人         0.56        21,630            12,112   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1                348   

               計

         18,170   

               単価

          181.7 円／ｍ２

              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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

Ｕ型側溝 据付け L=1000mm 無し 側溝(各種)                 

L=2000mm 1000kg/個以下 無し                     

小段面部 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                 

ｍ

       10            7,034   

Ｕ型側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            5,284.51          52,845   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 240 240×240×1000

個        10            1,570            15,700   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         0.528         3,400             1,795   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         70,340   

               単価

        7,034   円／ｍ

              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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

コンクリート打設工 小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ           

18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2                 

有り                                            

 ｍ２

      100            5,778   

土木一般世話役  

人         1.8         27,195            48,951   

特殊作業員  

人         2.1         24,360            51,156   

普通作業員  

人         3.5         21,630            75,705   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３        12.1         18,500           223,850   

バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 排ガス２０１１年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ

時間        13.3         13,130           174,629   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              3,509   

               計

        577,800   

               単価

        5,778   円／ｍ２

              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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm             

60kg/個以下 無し 縦排水部 無し                  

                                                

ｍ

       10           12,820   

Ｕ型側溝 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            4,816.01          48,160   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 240×240×600(ｿｹｯﾄ付)

個        16.5          4,850            80,025   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 15   

               計

        128,200   

               単価

       12,820   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

コンクリート打設工 縦排水溝 ラフテレーンクレーン                   

18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2                 

有り 標準                                       

 ｍ２

      100            7,057   

土木一般世話役  

人         3.9         27,195           106,060   

特殊作業員  

人         5           24,360           121,800   

普通作業員  

人         8           21,630           173,040   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３        12.1         18,500           223,850   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         1.9         41,600            79,040   

諸雑費（率＋まるめ）

        0.5%

式         1              1,910   

               計

        705,700   

               単価

        7,057   円／ｍ２

              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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

型枠工 縦排水溝                                        

                                                

                                                

 ｍ２

       10           11,100   

土木一般世話役  

人         1.2         27,195            32,634   

型わく工  

人         1.6         28,875            46,200   

普通作業員  

人         1.2         21,630            25,956   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              6,210   

               計

        111,000   

               単価

       11,100   円／ｍ２

              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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

排水管設置  VP管 φ300

m

       10            6,579   

土木一般世話役  

人         0.54        27,195            14,685   

特殊作業員  

人         0.55        24,360            13,398   

普通作業員  

人         0.4         21,630             8,652   

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車) [ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床10～12m未満

日         0.54        53,790            29,046   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         65,790   

               単価

        6,579   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 54 -



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）

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

掘削（ＩＣＴ）保守点検 土砂 片切掘削 800m3                             

                                                

                                                

式

        1            4,487   

土木一般世話役  

人         0.165        27,195             4,487   

2022.10

2022.10

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   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         50,750   

               単価

       50,750   円／工事

               計

          4,487   

               単価

        4,487   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



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）

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点

検

10,000m3以上 無し 39500m3                       

                                                

                                                

式

        1          108,970   

土木一般世話役  

人         4.007        27,195           108,970   

2022.10

2022.10

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未満                  

600m3                                           

                                                

式

        1            3,263   

土木一般世話役  

人         0.12        27,195             3,263   

               計

          3,263   

               単価

        3,263   円／式

               計

        108,970   

               単価

      108,970   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



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）

2022.10

2022.10

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          

5490m2                                          

                                                

式

        1           30,839   

土木一般世話役  

人         1.134        27,195            30,839   

2022.10

2022.10

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 760m2         

                                                

                                                

式

        1            6,717   

土木一般世話役  

人         0.247        27,195             6,717   

               計

          6,717   

               単価

        6,717   円／式

               計

         30,839   

               単価

       30,839   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



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）

2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ） ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ                                        

                                                

                                                

式

        1          548,000   

システム初期費 ブルドーザ

式         1            548,000   

2022.10

2022.10

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

               計

        548,000   

               単価

      548,000   円／式

              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） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(ｸﾛｰﾗ)運転 ｸﾚｰﾝ機能付き･排ｶﾞｽ対策型(第3次)]山積0.8m 2.9t吊

日

        1           52,410   

運転手（特殊）  

人         1           25,830            25,830   

軽油  １．２号

Ｌ       112              140            15,680   

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                  0   

               計

         52,410   

               単価

       52,410   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 59 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]運

転

[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

日

        1           12,220   

モルタルコンクリート吹付機（法面用）［湿式］ ［モータ駆動］　０．８～１．２ｍ３／ｈ

供用日         1.29         9,470            12,216   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         12,220   

               単価

       12,220   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 60 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通] 排出ｶﾞｽ対策型(1次) 0.34m3

日

        1           25,600   

運転手（一般）  

人         0.8         22,575            18,060   

軽油  １．２号

Ｌ        15              140             2,100   

ホイールローダ（トラクタショベル）［普通］ 山積０．３４ｍ３

日         1.58         3,440             5,435   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         25,600   

               単価

       25,600   円／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（２） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ）標準・超低

騒音・クレーン付

排ガス２０１１年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ

時間

        1           13,130   

運転手（特殊）  

人         0.16        25,830             4,132   

軽油  １．２号

Ｌ        18              140             2,520   

バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付 排ガス２０１１年　山積０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ

時間         1            6,470             6,470   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         13,130   

               単価

       13,130   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 62 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.10

2022.10

1.000-00-00-2-0

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車) [ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ]作業床10～12m未満

日

        1           53,790   

運転手（特殊）  

人         1           25,830            25,830   

軽油  １．２号

Ｌ        24              140             3,360   

高所作業車（トラック架装リフト車） ［ﾌﾞｰﾑ型・幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ］作業床高10～12ｍ未満

日         1.2         20,500            24,600   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         53,790   

               単価

       53,790   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -


