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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

紀の川野原東地区築堤護岸工事

鏡

自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　　　　　　　

至)奈良県五條市野原東地先

　１）　発注年月　　　　　令和 4年 6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　和歌山河川国道事務所　工務第一課        　　　　　

　３）　工事番号　　　　　6521010001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　河川工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  246日間 　　　　自　　　令和 4年 6月28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　　　　　五條市（旧西吉野村、旧大塔村除く）　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　紀の川本川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 4年 4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 6月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2022年 6月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　     19,501,480 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 4年 4月19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

紀の川野原東地区築堤護岸工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

築堤･護岸

(野原東地区)

式         1         62,257,853

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

　河川土工

　

式         1          6,685,425

　　掘削工

　　

式         1              4,352

　　　掘削

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無

 障害無 10,000m3以上

50,000m3未満 m3        20              217.6           4,352

単-1号

　　盛土工

　　

式         1          5,741,883

　　　路体(築堤)盛土

　　　

2.5m未満

m3       150            5,508           826,200

単-2号

　　　路体(築堤)盛土

　　　

2.5m以上4.0m未満

m3        20              734.6          14,692

単-3号

　　　路体(築堤)盛土

　　　

4.0m以上

m3     3,030              203.3         615,999

単-4号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     3,580              994.4       3,559,952

単-5号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3     3,600              201.4         725,040

単-6号

　　法面整形工

　　

式         1            391,183

　　　法面整形(切土部)

　　　

現場制約無 ﾚｷ質土､砂

及び砂質土､粘性土

m2        30              797.3          23,919

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

紀の川野原東地区築堤護岸工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　法面整形(盛土部)

　　　

法面締固め無 現場制

約無 築堤部

m2       720              399.2         287,424

単-8号

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

　　　法面整形(盛土部)

　　　

法面締固め無 現場制

約無 覆土部

m2       200              399.2          79,840

単-9号

　　残土処理工

　　

式         1            548,007

　　　整地

　　　

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3       370              118.7          43,919

単-10号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3       370            1,161           429,570

単-11号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3       370              201.4          74,518

単-12号

　法覆護岸工

　

式         1         15,747,979

　　作業土工

　　

式         1            180,580

　　　床掘り

　　　

土砂

m3        40            1,945            77,800

単-13号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        30            3,426           102,780

単-14号

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)

　　低水護岸(下段)

式         1          4,516,079

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

　　　(2)

18-8-40(高炉) 底幅 5

0ｃｍ 高さ 70ｃｍ

m        35           23,570           824,950

単-15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

紀の川野原東地区築堤護岸工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　間知ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　

150kg/個未満 控え350

mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石 C-4

0 18-8-40(高炉) 遮水

ｼｰﾄ無 m2       162           18,180         2,945,160

単-16号

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

　　　目地板

　　　

瀝青繊維質目地板t=10

m2         7            1,917            13,419

単-17号

　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　(2)

18-8ｰ40(高炉)

m        35           20,930           732,550

単-18号

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)

　　低水護岸(上段)

式         1          4,855,536

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

　　　(1)

18-8-40(高炉) 底幅 5

0ｃｍ 高さ 50ｃｍ

m        36           15,550           559,800

単-19号

　　　間知ﾌﾞﾛｯｸ張

　　　

150kg/個未満 控え350

mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石 C-4

0 18-8-40(高炉) 遮水

ｼｰﾄ無 m2       194           18,180         3,526,920

単-20号

　　　目地板

　　　

瀝青繊維質目地板t=10

m2         8            1,917            15,336

単-21号

　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　(1)

18-8ｰ40(高炉)

m        36           20,930           753,480

単-22号

　　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ)高水護岸

　　

式         1             69,600

　　　天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　(3)

18-8ｰ40(高炉)

m        30            2,320            69,600

単-23号

　　護岸付属物工

　　

式         1            737,619
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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

紀の川野原東地区築堤護岸工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　小口止

　　　

18-8-40(高炉) 幅 20

ｃｍ 高さ 100ｃｍ

m        14.1         22,800           321,480

単-24号

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

　　　小口止

　　　(A)

18-8-40(高炉) 幅 20

ｃｍ 高さ 20ｃｍ

m         6.4          4,553            29,139

単-25号

　　　張ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

t=150 18-8-40(高炉)

m2        60            6,450           387,000

単-26号

　　多自然護岸工

　　

式         1          4,230,395

　　　かごﾏｯﾄ(多段積型)

　　　

中詰材流用

m2        64           21,560         1,379,840

単-27号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

岩塊･玉石 土量50,000

m3未満

m3        60              240.1          14,406

単-28号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3        60              994.4          59,664

単-29号

　　　整地

　　　

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3        60              118.7           7,122

単-30号

　　　ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ

　　　

t=100

m2       181            7,430         1,344,830

単-31号

　　　ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ

　　　(端部擦付)

t=100

m2       193            7,381         1,424,533

単-32号

　　植生工

　　

式         1          1,074,450

　　　張芝

　　　

張芝工 300m2未満

m2       110            2,244           246,840

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

紀の川野原東地区築堤護岸工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　筋芝

　　　

筋芝工 300m2以上500m

2未満

m2       490            1,689           827,610

単-34号

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

　　覆土工

　　

式         1             83,720

　　　覆土(採取土)

　　　

t=300

m3        70            1,196            83,720

単-35号

　根固め工

　

式         1         18,314,862

　　根固めﾌﾞﾛｯｸ工

　　

式         1          1,516,440

　　　袋詰玉石設置

　　　

2t用 流用品

袋       120            5,757           690,840

単-36号

　　　袋詰玉石設置

　　　

2t用

袋       150            5,504           825,600

単-37号

　　捨石工

　　

式         1         16,798,422

　　　中詰土

　　　

岩塊・玉石

m3       523            1,354           708,142

単-38号

　　　捨石

　　　

 φ950内外

m3       400           36,790        14,716,000

単-39号

　　　捨石

　　　

 φ950内外(流用品)

m3       142            2,365           335,830

単-40号

　　　表面均し

　　　

m2       690            1,505         1,038,450

単-41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

紀の川野原東地区築堤護岸工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　構造物撤去工

　

式         1          3,791,630

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

　　構造物取壊し工

　　

式         1          2,532,661

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物 機械施工

m3       271            7,587         2,056,077

単-42号

　　　袋詰玉石撤去

　　　

2t用

袋       120            1,851           222,120

単-43号

　　　捨石撤去

　　　

 φ950内外

m3       142            1,792           254,464

単-44号

　　運搬処理工

　　

式         1          1,258,969

　　　殻運搬

　　　

コンクリート殻(無筋)

m3       271            1,439           389,969

単-45号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3       271            1,880           509,480

単-46号

　　　現場発生品運搬

　　　

袋詰玉石 2t用

袋       120            2,996           359,520

単-47号

　仮設工

　

式         1         17,717,957

　　工事用道路工

　　

式         1            116,844

　　　敷鉄板

　　　

22×1524×6096

m2        84            1,391           116,844

単-48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

紀の川野原東地区築堤護岸工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　土留･仮締切工

　　

式         1         11,934,267

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

　　　瀬替掘削

　　　

m3     4,700              217.6       1,022,720

単-49号

　　　整地

　　　

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3        20              118.7           2,374

単-50号

　　　大型土のう

　　　

製作･設置

袋       521            4,579         2,385,659

単-51号

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

土砂 土量50,000m3未

満

m3       430              201.4          86,602

単-52号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3       430              994.4         427,592

単-53号

　　　締切盛土

　　　

2.5m未満

m3        40            5,508           220,320

単-54号

　　　締切盛土

　　　

2.5m以上4.0m未満

m3        90              734.6          66,114

単-55号

　　　締切盛土

　　　

4.0m以上

m3     4,100              203.3         833,530

単-56号

　　　締切盛土撤去

　　　

m3     4,200            1,487         6,245,400

単-57号

　　　大型土のう

　　　

撤去

袋       521            1,236           643,956

単-58号

　　仮水路工

　　

式         1            301,086
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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

紀の川野原東地区築堤護岸工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ

　　　

 ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1500 めっ

き仕上げ 2.7mm(支給

品) m        17           16,700           283,900

単-59号

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

　　　支給品運搬

　　　

 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ φ1500

回         1            8,593             8,593

単-60号

　　　現場発生品運搬

　　　

 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ φ1500

回         1            8,593             8,593

単-61号

　　汚濁防止工

　　

式         1          3,430,800

　　　汚濁防止ﾌｪﾝｽ

　　　

 連続ﾌﾛｰﾄφ300 H=2.0m

 1000以上2000N/3cm未

満 m       180           19,060         3,430,800

単-62号

　　交通管理工

　　

式         1          1,934,960

　　　交通誘導警備員

　　　

人日       152           12,730         1,934,960

単-63号

直接工事費

式         1         62,257,853

共通仮設費

式         1         25,613,041

　共通仮設費

　

式         1         20,214,041

　　運搬費

　　

式         1            169,065

　　　仮設材運搬費

　　　

t        28.9          5,850           169,065

単-64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

紀の川野原東地区築堤護岸工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　準備費

　　

式         1         19,369,976

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

　　　木根等処分費

　　　

竹枝葉･幹､竹根

式         1         19,088,596

内-1号

　　　表土はぎ土処理

　　　

m3       220            1,279           281,380

単-65号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            675,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          5,399,000

純工事費

式         1         87,870,894

　現場管理費

　

式         1         20,018,000

工事原価

式         1        134,590,214

　一般管理費等

　

式         1         19,239,786

工事価格

式         1        153,830,000

消費税相当額

式         1         15,383,000

工事費計

式         1        169,213,000
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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

紀の川野原東地区築堤護岸工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

築堤･護岸

(野原西地区)

式         1         17,399,320

[自)奈良県五條市野原東地先　　　　　　　　　　　 ]

　河川土工

　

式         1          9,699,520

　　掘削工

　　

式         1          4,963,320

　　　掘削

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無

 障害無 5,000m3以上1

0,000m3未満 m3     3,600              265.6         956,160

単-1号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     3,600              994.4       3,579,840

単-2号

　　　整地

　　　

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3     3,600              118.7         427,320

単-3号

　　残土処理工

　　

式         1          4,736,200

　　　積込(ﾙｰｽﾞ)

　　　

岩塊･玉石 土量50,000

m3未満

m3     3,500              240.1         840,350

単-4号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     3,500              994.4       3,480,400

単-5号

　　　整地

　　　

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3     3,500              118.7         415,450

単-6号

　根固め工

　

式         1          2,307,000

　　根固めﾌﾞﾛｯｸ工

　　

式         1          2,307,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



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

単価

設計内訳書

紀の川野原東地区築堤護岸工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　袋詰玉石製作

　　　

2t用(長期性能型) 中

詰材流用

袋       150           15,380         2,307,000

単-7号

[自)奈良県五條市野原東地先　　　　　　　　　　　 ]

　仮設工

　

式         1          5,392,800

　　交通管理工

　　

式         1          5,392,800

　　　交通誘導警備員

　　　

人日       420           12,840         5,392,800

単-8号

直接工事費

式         1         17,399,320

共通仮設費

式         1          2,097,000

　共通仮設費

　

式         1            243,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            243,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          1,854,000

純工事費

式         1         19,496,320

　現場管理費

　

式         1          7,205,000

工事原価

式         1         26,701,320

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
木根等処分費 2022.06

第  1号内訳書 2022.06

1.000-00-00-2-0

【伐竹 枝葉･幹】

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

運搬（伐木除根） 機械施工 有り 有り 21.0km以下 全ての費用        

                                                

                                                 ｍ２       300               50.84          15,252   

処分費（ｍ３）

 ｍ３       248            4,000           992,000   

【伐竹 根】

運搬（伐木除根） 機械施工 有り 有り 21.0km以下 全ての費用        

                                                

                                                 ｍ２     1,600               50.84          81,344   

処分費（ｍ３）

 ｍ３     1,200           15,000        18,000,000   

        合  計

     19,088,596   

              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)奈良県五條市野原東地先　　　　　　　　　　　 ]

              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

2022.06

2022.06

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   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－1号

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3

未満 m3

        1              217.6 

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満

 

 ｍ３         1              217.6             217.6 

               計

            217.6 

               単価

          217.6 円／m3

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－4号

路体(築堤)盛土 4.0m以上

m3

        1              203.3 

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

                                                

                                                 ｍ３         1              203.3             203.3 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－3号

路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満

m3

        1              734.6 

路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満 

 ｍ３         1              734.6             734.6 

               計

            734.6 

               単価

          734.6 円／m3

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

            203.3 

               単価

          203.3 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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－6号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満

m3

        1              201.4 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              201.4             201.4 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－5号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              994.4 

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下        

                                                 ｍ３         1              994.4             994.4 

               計

            994.4 

               単価

          994.4 円／m3

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

            201.4 

               単価

          201.4 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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－8号

法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無 築堤部

m2

        1              399.2 

法面整形 盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土     

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              399.2             399.2 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－7号

法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

m2

        1              797.3 

法面整形 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土          

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              797.3             797.3 

               計

            797.3 

               単価

          797.3 円／m2

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

            399.2 

               単価

          399.2 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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－10号

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3

        1              118.7 

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)                 

無し                                            

                                                 ｍ３         1              118.7             118.7 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－9号

法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無 覆土部

m2

        1              399.2 

法面整形 盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土     

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              399.2             399.2 

               計

            399.2 

               単価

          399.2 円／m2

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

            118.7 

               単価

          118.7 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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－12号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満

m3

        1              201.4 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              201.4             201.4 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－11号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            1,161   

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 6.0km以下        

                                                 ｍ３         1            1,161             1,161   

               計

          1,161   

               単価

        1,161   円／m3

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

            201.4 

               単価

          201.4 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－14号

埋戻し 土砂

m3

        1            3,426   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            3,426             3,426   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－13号

床掘り 土砂

m3

        1            1,945   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            1,945             1,945   

               計

          1,945   

               単価

        1,945   円／m3

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

          3,426   

               単価

        3,426   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－16号

間知ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石 C-40 18-8-4

0(高炉) 遮水ｼｰﾄ無 m2

        1           18,180   

間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石 C-40 18-8-4

0(高炉) 不要 

 ｍ２         1           18,180            18,180   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－15号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

(2)

18-8-40(高炉) 底幅 50ｃｍ 高さ 70ｃｍ

m

       10           23,570   

現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 有り                              

一般養生･特殊養生(練炭)                         

                                                 ｍ３         3.2         73,650           235,680   

               計

        235,680   

               単価

       23,570   円／m

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

         18,180   

               単価

       18,180   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－17号

目地板 瀝青繊維質目地板t=10

m2

        1            1,917   

目地板 瀝青繊維質目地板t=10 

 ｍ２         1            1,917             1,917   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

          1,917   

               単価

        1,917   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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－18号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

(2)

18-8ｰ40(高炉)

m

       10           20,930   

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

                                                

                                                 ｍ３         3.52        57,790           203,420.8 

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

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

                                                

                                                 ｍ２         0.35         1,917               670.95

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                  

40～0 全ての費用                                

                                                 ｍ２         3.4          1,507             5,123.8 

               計

        209,215.55

               単価

       20,930   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－20号

間知ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石 C-40 18-8-4

0(高炉) 遮水ｼｰﾄ無 m2

        1           18,180   

間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石 C-40 18-8-4

0(高炉) 不要 

 ｍ２         1           18,180            18,180   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－19号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

(1)

18-8-40(高炉) 底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ

m

       10           15,550   

現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 有り                              

一般養生･特殊養生(練炭)                         

                                                 ｍ３         2.11        73,650           155,401.5 

               計

        155,401.5 

               単価

       15,550   円／m

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

         18,180   

               単価

       18,180   円／m2

              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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－21号

目地板 瀝青繊維質目地板t=10

m2

        1            1,917   

目地板 瀝青繊維質目地板t=10 

 ｍ２         1            1,917             1,917   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

          1,917   

               単価

        1,917   円／m2

              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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－22号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

(1)

18-8ｰ40(高炉)

m

       10           20,930   

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

                                                

                                                 ｍ３         3.52        57,790           203,420.8 

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

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

                                                

                                                 ｍ２         0.35         1,917               670.95

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                  

40～0 全ての費用                                

                                                 ｍ２         3.4          1,507             5,123.8 

               計

        209,215.55

               単価

       20,930   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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－23号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

(3)

18-8ｰ40(高炉)

m

       10            2,320   

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

                                                

                                                 ｍ３         0.4         57,790            23,116   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

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

                                                

                                                 ｍ２         0.04         1,917                76.68

               計

         23,192.68

               単価

        2,320   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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－24号

小口止 18-8-40(高炉) 幅 20ｃｍ 高さ 100ｃｍ

m

       10           22,800   

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         2           34,600            69,200   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        20.2          7,842           158,408.4 

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

                                                

                                                 ｍ２         0.2          1,917               383.4 

               計

        227,991.8 

               単価

       22,800   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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－25号

小口止

(A)

18-8-40(高炉) 幅 20ｃｍ 高さ 20ｃｍ

m

       10            4,553   

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         0.4         34,600            13,840   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         4.04         7,842            31,681.68

               計

         45,521.68

               単価

        4,553   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－26号

張ｺﾝｸﾘｰﾄ t=150 18-8-40(高炉)

m2

       60            6,450   

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

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用               

                                                 ｍ３         9           34,600           311,400   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                   

40～0 全ての費用                                

                                                 ｍ２        60            1,231            73,860   

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

                                                

                                                 ｍ２         0.9          1,917             1,725.3 

               計

        386,985.3 

               単価

        6,450   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－27号

かごﾏｯﾄ(多段積型) 中詰材流用

m2

       64           21,560   

かごﾏｯﾄ工(多段積型)[独自] C型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 12段 7段 割栗石 15～20cm

m2        19           20,940           397,860   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

かごﾏｯﾄ工(多段積型)[独自] C型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 11段 7段 割栗石 15～20cm

m2        18           20,940           376,920   

かごマット工（多段積型） C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 6段 7段 割栗石         

15～20cm 標準以外 0m3/100m2                     

0m2/100m2                                        ｍ２        13           20,940           272,220   

かごマット工（多段積型） C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 5段 3段 割栗石         

15～20cm 標準以外 0m3/100m2                     

0m2/100m2                                        ｍ２         8           20,940           167,520   

かごマット工（多段積型） C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 2段 4段 割栗石         

15～20cm 標準以外 0m3/100m2                     

0m2/100m2                                        ｍ２         6           20,940           125,640   

吸出し防止シート （イ）

 ｍ２        73              540            39,420   

               計

      1,379,580   

               単価

       21,560   円／m2

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－29号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              994.4 

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下        

                                                 ｍ３         1              994.4             994.4 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－28号

積込(ﾙｰｽﾞ) 岩塊･玉石 土量50,000m3未満

m3

        1              240.1 

積込（ルーズ） 岩塊･玉石 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              240.1             240.1 

               計

            240.1 

               単価

          240.1 円／m3

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

            994.4 

               単価

          994.4 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－31号

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=100

m2

        1            7,430   

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ超え18m以下） 5.5mを超え6.5m以下 1:1.8以上                    

1:2.0未満 標準                                  

                                                 ｍ２         1            7,430             7,430   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－30号

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3

        1              118.7 

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)                 

無し                                            

                                                 ｍ３         1              118.7             118.7 

               計

            118.7 

               単価

          118.7 円／m3

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

          7,430   

               単価

        7,430   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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－33号

張芝 張芝工 300m2未満

m2

        1            2,244   

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

                                                

                                                 ｍ２         1            2,244             2,244   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－32号

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ

(端部擦付)

t=100

m2

      193            7,381   

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ超え18m以下） 5.5mを超え6.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満 標準                                  

                                                 ｍ２       104            7,367           766,168   

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ超え18m以下） 4.5mを超え5.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満 標準                                  

                                                 ｍ２        89            7,397           658,333   

               計

      1,424,501   

               単価

        7,381   円／m2

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

          2,244   

               単価

        2,244   円／m2

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－35号

覆土(採取土) t=300

m3

        1            1,196   

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

                                                

                                                 ｍ３         1              201.4             201.4 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－34号

筋芝 筋芝工 300m2以上500m2未満

m2

        1            1,689   

人力施工による植生工 筋芝工 300m2以上500m2未満 無                    

                                                

                                                 ｍ２         1            1,689             1,689   

               計

          1,689   

               単価

        1,689   円／m2

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下        

                                                 ｍ３         1              994.4             994.4 

               計

          1,195.8 

               単価

        1,196   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－36号

袋詰玉石設置 2t用 流用品

袋

        1            5,757   

袋詰玉石設置[独自] 2t用(流用品) 据付作業半径5mを超え18m以下 標準

袋         1            2,693             2,693   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

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

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

標準                                            個         1            1,628             1,628   

消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み･荷卸 5個 0.5km以下              

                                                

                                                個         1            1,436             1,436   

               計

          5,757   

               単価

        5,757   円／袋

              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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－37号

袋詰玉石設置 2t用

袋

        1            5,504   

袋詰玉石設置[独自] 2t用 据付作業半径5mを超え18m以下 標準

袋         1            2,440             2,440   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

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

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

標準                                            個         1            1,628             1,628   

消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み･荷卸 5個 0.5km以下              

                                                

                                                個         1            1,436             1,436   

               計

          5,504   

               単価

        5,504   円／袋

              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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－38号

中詰土 岩塊・玉石

m3

        1            1,354   

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)                 

無し                                            

                                                 ｍ３         1              118.7             118.7 

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下        

                                                 ｍ３         1              994.4             994.4 

積込（ルーズ） 岩塊･玉石 土量50,000m3未満                      

                                                

                                                 ｍ３         1              240.1             240.1 

               計

          1,353.2 

               単価

        1,354   円／m3

              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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－39号

捨石  φ950内外

m3

      400           36,790   

捨石 9mを超え24m以下 標準                            

                                                

                                                 ｍ３       400            1,444           577,600   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

捨石  φ950内外

 ｍ３       483           28,500        13,765,500   

吸出し防止材設置

 ｍ２       480              769           369,120   

               計

     14,712,220   

               単価

       36,790   円／m3

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－41号

表面均し

m2

        1            1,505   

表面均し

 ｍ２         1            1,505             1,505   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－40号

捨石  φ950内外(流用品)

m3

      142            2,365   

捨石 9mを超え24m以下 標準                            

                                                

                                                 ｍ３       142            1,444           205,048   

吸出し防止材設置

 ｍ２       170              769           130,730   

               計

        335,778   

               単価

        2,365   円／m3

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

          1,505   

               単価

        1,505   円／m2

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－43号

袋詰玉石撤去 2t用

袋

        1            1,851   

袋詰玉石撤去[独自] 2t用 撤去 積込含む

袋         1            1,851             1,851   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－42号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工

m3

        1            7,587   

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要              

                                                

                                                 ｍ３         1            7,587             7,587   

               計

          7,587   

               単価

        7,587   円／m3

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

          1,851   

               単価

        1,851   円／袋

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－45号

殻運搬 コンクリート殻(無筋)

m3

        1            1,439   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込           

有り 5.7km以下 全ての費用                       

                                                 ｍ３         1            1,439             1,439   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－44号

捨石撤去  φ950内外

m3

        1            1,792   

捨石撤去[独自] 9mを超え24m以下 標準

m3         1            1,792             1,792   

               計

          1,792   

               単価

        1,792   円／m3

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

          1,439   

               単価

        1,439   円／m3

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－47号

現場発生品運搬 袋詰玉石 2t用

袋

        1            2,996   

消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み･荷卸 5個 0.5km以下              

                                                

                                                個         1            1,436             1,436   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－46号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            1,880   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            1,880             1,880   

               計

          1,880   

               単価

        1,880   円／m3

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

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

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

標準                                            個         1            1,560             1,560   

               計

          2,996   

               単価

        2,996   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－49号

瀬替掘削

m3

        1              217.6 

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し                         

10,000m3以上50,000m3未満                        

                                                 ｍ３         1              217.6             217.6 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－48号

敷鉄板 22×1524×6096

m2

       84            1,391   

敷鉄板設置・撤去 設置･撤去 

 ｍ２        84              364.2          30,592.8 

敷鉄板賃料 22×1524×6096 無 110日 無 有                   

                                                

                                                枚         9            9,580            86,220   

               計

        116,812.8 

               単価

        1,391   円／m2

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

            217.6 

               単価

          217.6 円／m3

              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

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－51号

大型土のう 製作･設置

袋

        1            4,579   

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

                                                

                                                袋         1            4,579             4,579   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－50号

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3

        1              118.7 

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)                 

無し                                            

                                                 ｍ３         1              118.7             118.7 

               計

            118.7 

               単価

          118.7 円／m3

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

          4,579   

               単価

        4,579   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－53号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              994.4 

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下        

                                                 ｍ３         1              994.4             994.4 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－52号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満

m3

        1              201.4 

積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              201.4             201.4 

               計

            201.4 

               単価

          201.4 円／m3

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

            994.4 

               単価

          994.4 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－55号

締切盛土 2.5m以上4.0m未満

m3

        1              734.6 

路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満 

 ｍ３         1              734.6             734.6 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－54号

締切盛土 2.5m未満

m3

        1            5,508   

路体（築堤）盛土 2.5m未満 

 ｍ３         1            5,508             5,508   

               計

          5,508   

               単価

        5,508   円／m3

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

            734.6 

               単価

          734.6 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

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－56号

締切盛土 4.0m以上

m3

        1              203.3 

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

                                                

                                                 ｍ３         1              203.3             203.3 

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

            203.3 

               単価

          203.3 円／m3

              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

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－57号

締切盛土撤去

m3

    4,200            1,487   

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

                                                

                                                 ｍ３     4,200              201.4         845,880   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下        

                                                 ｍ３     4,220            1,161         4,899,420   

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)                 

無し                                            

                                                 ｍ３     4,200              118.7         498,540   

               計

      6,243,840   

               単価

        1,487   円／m3

              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

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－58号

大型土のう 撤去

袋

      521            1,236   

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し                         

10,000m3以上50,000m3未満                        

                                                 ｍ３       430              217.6          93,568   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 6.0km以下        

                                                 ｍ３       430            1,161           499,230   

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)                 

無し                                            

                                                 ｍ３       430              118.7          51,041   

               計

        643,839   

               単価

        1,236   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 37 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－60号

支給品運搬  ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ φ1500

回

        1            8,593   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 

5.0km以下 2.0t超2.6t以下 

回         1            8,593             8,593   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－59号

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ  ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1500 めっき仕上げ 2.7mm(支給品)

m

        1           16,700   

コルゲートパイプ 据付･撤去 ﾌﾗﾝｼﾞ型                               

1200を超え1800以下 全ての費用                   

                                                ｍ         1           16,700            16,700   

               計

         16,700   

               単価

       16,700   円／m

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

          8,593   

               単価

        8,593   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－62号

汚濁防止ﾌｪﾝｽ  連続ﾌﾛｰﾄφ300 H=2.0m 1000以上2000N/3cm未満

m

        1           19,060   

汚濁防止フェンス 設置･撤去 

ｍ         1           19,060            19,060   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－61号

現場発生品運搬  ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ φ1500

回

        1            8,593   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 

5.0km以下 2.0t超2.6t以下 

回         1            8,593             8,593   

               計

          8,593   

               単価

        8,593   円／回

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

         19,060   

               単価

       19,060   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－64号

仮設材運搬費

t

        1            5,850   

仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 関東･中部･近畿 4km 12m以内                      

各種(実数入力) 0無 無                           

                                                ｔ         1            4,350             4,350   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－63号

交通誘導警備員

人日

      152           12,730   

交通誘導警備員Ａ

人日         8           14,910           119,280   

交通誘導警備員Ｂ

人日       144           12,600         1,814,400   

               計

      1,933,680   

               単価

       12,730   円／人日

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

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

                                                

                                                ｔ         1            1,500             1,500   

               計

          5,850   

               単価

        5,850   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

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－65号

表土はぎ土処理

m3

        1            1,279   

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 6.0km以下        

                                                 ｍ３         1            1,161             1,161   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

整地 残土受入れ地での処理                            

                                                

                                                 ｍ３         1              117.1             117.1 

               計

          1,278.1 

               単価

        1,279   円／m3

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

かごﾏｯﾄ工(多段積型)[独自] C型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 12段 7段 割栗石 15～20cm

m2

      100           20,940   

土木一般世話役  

人         2.8         25,935            72,618   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         3.2         23,940            76,608   

普通作業員  

人         7.4         20,685           153,069   

かごマット多段積型 Ｃ-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線

ｍ        10.5          7,490            78,645   

かごマット多段積型 Ｃ-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線

ｍ       115.8          7,490           867,342   

かごマット多段積型 Ｃ-c型　亜鉛アルミメッキ鉄線

ｍ        73.7          7,490           552,013   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転[独自]

日         8           36,060           288,480   

諸雑費（率＋まるめ）

       1%

式         1              5,225   

               計

      2,094,000   

               単価

       20,940   円／m2

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

かごﾏｯﾄ工(多段積型)[独自] C型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 11段 7段 割栗石 15～20cm

m2

      100           20,940   

土木一般世話役  

人         2.8         25,935            72,618   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         3.2         23,940            76,608   

普通作業員  

人         7.4         20,685           153,069   

かごマット多段積型 Ｃ-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線

ｍ        11.1          7,490            83,139   

かごマット多段積型 Ｃ-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線

ｍ       111.1          7,490           832,139   

かごマット多段積型 Ｃ-c型　亜鉛アルミメッキ鉄線

ｍ        77.8          7,490           582,722   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転[独自]

日         8           36,060           288,480   

諸雑費（率＋まるめ）

       1%

式         1              5,225   

               計

      2,094,000   

               単価

       20,940   円／m2

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

かごマット工（多段積型） C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 6段 7段 割栗石         

15～20cm 標準以外 0m3/100m2                     

0m2/100m2                                       

 ｍ２

      100           20,940   

土木一般世話役  

人         2.8         25,935            72,618   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         3.2         23,940            76,608   

普通作業員  

人         7.4         20,685           153,069   

かごマット多段積型 Ｃ-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線

ｍ        15.4          7,490           115,346   

かごマット多段積型 Ｃ-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線

ｍ        76.9          7,490           575,981   

かごマット多段積型 Ｃ-c型　亜鉛アルミメッキ鉄線

ｍ       107.7          7,490           806,673   

バックホウ（クローラ型）運転

日         8           36,060           288,480   

諸雑費（率＋まるめ）

         1%

式         1              5,225   

               計

      2,094,000   

               単価

       20,940   円／ｍ２

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

かごマット工（多段積型） C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 5段 3段 割栗石         

15～20cm 標準以外 0m3/100m2                     

0m2/100m2                                       

 ｍ２

      100           20,940   

土木一般世話役  

人         2.8         25,935            72,618   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         3.2         23,940            76,608   

普通作業員  

人         7.4         20,685           153,069   

かごマット多段積型 Ｃ-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線

ｍ        25            7,490           187,250   

かごマット多段積型 Ｃ-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線

ｍ       100            7,490           749,000   

かごマット多段積型 Ｃ-c型　亜鉛アルミメッキ鉄線

ｍ        75            7,490           561,750   

バックホウ（クローラ型）運転

日         8           36,060           288,480   

諸雑費（率＋まるめ）

         1%

式         1              5,225   

               計

      2,094,000   

               単価

       20,940   円／ｍ２

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

かごマット工（多段積型） C型 亜鉛アルミメッキ鉄線 2段 4段 割栗石         

15～20cm 標準以外 0m3/100m2                     

0m2/100m2                                       

 ｍ２

      100           20,940   

土木一般世話役  

人         2.8         25,935            72,618   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         3.2         23,940            76,608   

普通作業員  

人         7.4         20,685           153,069   

かごマット多段積型 Ｃ-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線

ｍ        33.3          7,490           249,417   

かごマット多段積型 Ｃ-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線

ｍ        33.4          7,490           250,166   

かごマット多段積型 Ｃ-c型　亜鉛アルミメッキ鉄線

ｍ       133.3          7,490           998,417   

バックホウ（クローラ型）運転

日         8           36,060           288,480   

諸雑費（率＋まるめ）

         1%

式         1              5,225   

               計

      2,094,000   

               単価

       20,940   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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ

超え18m以下）

5.5mを超え6.5m以下 1:1.8以上                    

1:2.0未満 標準                                  

                                                

 ｍ２

      100            7,430   

土木一般世話役  

人         0.35        25,935             9,077   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

普通作業員  

人         1.748        20,685            36,157   

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=100

 ｍ２       100            6,430           643,000   

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16 600×200×600mm

本        60              625            37,500   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.35        41,600            14,560   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              2,706   

               計

        743,000   

               単価

        7,430   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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ

超え18m以下）

5.5mを超え6.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満 標準                                  

                                                

 ｍ２

      100            7,367   

土木一般世話役  

人         0.35        25,935             9,077   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

普通作業員  

人         1.748        20,685            36,157   

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=100

 ｍ２       100            6,430           643,000   

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16 600×200×600mm

本        50              625            31,250   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.35        41,600            14,560   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              2,656   

               計

        736,700   

               単価

        7,367   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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

ブロックマット工（最大法長5.5ｍ

超え18m以下）

4.5mを超え5.5m以下 1:2.0以上                    

1:3.0未満 標準                                  

                                                

 ｍ２

      100            7,397   

土木一般世話役  

人         0.366        25,935             9,492   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

普通作業員  

人         1.832        20,685            37,894   

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ t=100

 ｍ２       100            6,430           643,000   

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ用ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16 600×200×600mm

本        50              625            31,250   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.366        41,600            15,225   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              2,839   

               計

        739,700   

               単価

        7,397   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



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）

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

人力施工による植生工 筋芝工 300m2以上500m2未満 無                    

                                                

                                                

 ｍ２

        1            1,689   

法面工（筋芝工） 野芝・高麗芝

 ｍ２         1            1,689.12           1,689   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                

 ｍ２

        1            2,244   

法面工（張芝工） 野芝・高麗芝（全面張）

 ｍ２         1            2,244.51           2,244   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          2,244   

               単価

        2,244   円／ｍ２

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,689   

               単価

        1,689   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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

袋詰玉石設置[独自] 2t用(流用品) 据付作業半径5mを超え18m以下 標準

袋

       10            2,693   

土木一般世話役  

人         0.2         25,935             5,187   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         0.2         23,940             4,788   

普通作業員  

人         0.4         20,685             8,274   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.2         41,600             8,320   

諸雑費（率＋まるめ）

       2%

式         1                361   

               計

         26,930   

               単価

        2,693   円／袋

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

袋詰玉石設置[独自] 2t用 据付作業半径5mを超え18m以下 標準

袋

       10            2,440   

土木一般世話役  

人         0.18        25,935             4,668   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         0.18        23,940             4,309   

普通作業員  

人         0.36        20,685             7,446   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.18        41,600             7,488   

諸雑費（率＋まるめ）

       3%

式         1                489   

               計

         24,400   

               単価

        2,440   円／袋

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要              

                                                

                                                

 ｍ３

        1            7,587   

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

 ｍ３         1            7,587             7,587   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,587   

               単価

        7,587   円／ｍ３

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

袋詰玉石撤去[独自] 2t用 撤去 積込含む

袋

       10            1,851   

土木一般世話役  

人         0.14        25,935             3,630   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         0.14        23,940             3,351   

普通作業員  

人         0.27        20,685             5,584   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.14        41,600             5,824   

諸雑費（率＋まるめ）

       1%

式         1                121   

               計

         18,510   

               単価

        1,851   円／袋

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

捨石撤去[独自] 9mを超え24m以下 標準

m3

      100            1,792   

土木一般世話役  

人         0.4         25,935            10,374   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         0.5         23,940            11,970   

普通作業員  

人         0.9         20,685            18,616   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.8         41,600            33,280   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転[独自]

日         1.6         64,340           102,944   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              2,016   

               計

        179,200   

               単価

        1,792   円／m3

              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（１） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            1,880   

処分費 Co殻(無筋)

 ｍ３       100            1,880           188,000   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

        188,000   

               単価

        1,880   円／ｍ３

              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（１） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去 設置･撤去 

 ｍ２

      100              364.2 

土木一般世話役  

人         0.295        25,935             7,650   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

とび工  

人         0.295        25,515             7,526   

普通作業員  

人         0.295        20,685             6,102   

バックホウ（クローラ型）運転

日         0.295        50,110            14,782   

諸雑費（率＋まるめ）

         1%

式         1                360   

               計

         36,420   

               単価

          364.2 円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料 22×1524×6096 無 110日 無 有                   

                                                

                                                

枚

        1            9,580   

敷き鉄板賃料 ２２×１５２４×６０９６

枚         1            8,580             8,580   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×６０９６

枚         1            1,000             1,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,580   

               単価

        9,580   円／枚

              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（１） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                

袋

       10            4,579   

土木一般世話役  

人         0.278        25,935             7,209   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         0.278        23,940             6,655   

普通作業員  

人         0.278        20,685             5,750   

大型土のう Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ

袋        10            1,100            11,000   

バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 6m以下 

日         0.278        51,790            14,397   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1                779   

               計

         45,790   

               単価

        4,579   円／袋

              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（１） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス 設置･撤去 

ｍ

      100           19,060   

汚濁防止フェンス設置・撤去 設置･撤去 

ｍ       100            2,776           277,600   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

汚濁防止ﾌｪﾝｽ  連続ﾌﾛｰﾄφ300 H=2.0m

ｍ       100           14,795         1,479,500   

アンカー工

        10%

式         1            147,950   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                950   

               計

      1,906,000   

               単価

       19,060   円／ｍ

              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

参考資料（１）

2022.06

2022.06

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   

2022.06

2022.06

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   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         14,910   

               単価

       14,910   円／人日

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

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- 61 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                

ｔ

        1            1,500   

積込み．取卸し費（仮設材等）  

ｔ         1            1,500             1,500   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板

、敷鉄板等)の運

関東･中部･近畿 4km 12m以内                      

各種(実数入力) 0無 無                           

                                                

ｔ

        1            4,350   

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 10kmまで

t         1            4,350             4,350   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,350   

               単価

        4,350   円／ｔ

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,500   

               単価

        1,500   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 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

参考資料（１）

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100           15,000   

処分費 根

 ｍ３       100           15,000         1,500,000   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            4,000   

処分費 枝葉･幹

 ｍ３       100            4,000           400,000   

               計

        400,000   

               単価

        4,000   円／ｍ３

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

      1,500,000   

               単価

       15,000   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転[独自]

日

        1           36,060   

運転手（特殊）  

人         1           23,205            23,205   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ        31              137             4,247   

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊

日         1.2          7,170             8,604   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         36,060   

               単価

       36,060   円／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（２） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ型）運転

日

        1           36,060   

運転手（特殊）  

人         1           23,205            23,205   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ        31              137             4,247   

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊

日         1.2          7,170             8,604   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         36,060   

               単価

       36,060   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 65 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転[独自]

日

        1           64,340   

運転手（特殊）  

人         1           23,205            23,205   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ       117              137            16,029   

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３

供用日         1.41        17,800            25,098   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         64,340   

               単価

       64,340   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 66 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ型）運転

日

        1           50,110   

運転手（特殊）  

人         1           23,205            23,205   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ       112              137            15,344   

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

日         1.06        10,900            11,554   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         50,110   

               単価

       50,110   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -



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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

バックホウ運転（クレーン仕様） 製作･設置 6m以下 

日

        1           51,790   

運転手（特殊）  

人         1           23,205            23,205   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ        98              137            13,426   

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

日         1.39        10,900            15,151   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         51,790   

               単価

       51,790   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 68 -



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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス設置・撤去 設置･撤去 

ｍ

      100            2,776   

土木一般世話役  

人         2.2         25,935            57,057   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

普通作業員  

人         5.4         20,685           111,699   

バックホウ（クローラ型）運転

日         2.2         45,810           100,782   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              8,062   

               計

        277,600   

               単価

        2,776   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 69 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（３） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ型）運転

日

        1           45,810   

運転手（特殊）  

人         1           23,205            23,205   

[自)奈良県五條市野原西地先　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ        83              137            11,371   

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         1.03        10,900            11,227   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         45,810   

               単価

       45,810   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 70 -



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

2022.06

2022.06

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              994.4 

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下        

                                                 ｍ３         1              994.4             994.4 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－1号

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3

未満 m3

        1              265.6 

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

 ｍ３         1              265.6             265.6 

               計

            265.6 

               単価

          265.6 円／m3

[自)奈良県五條市野原東地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

            994.4 

               単価

          994.4 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 71 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－4号

積込(ﾙｰｽﾞ) 岩塊･玉石 土量50,000m3未満

m3

        1              240.1 

積込（ルーズ） 岩塊･玉石 土量50,000m3未満 

 ｍ３         1              240.1             240.1 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－3号

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3

        1              118.7 

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)                 

無し                                            

                                                 ｍ３         1              118.7             118.7 

               計

            118.7 

               単価

          118.7 円／m3

[自)奈良県五條市野原東地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

            240.1 

               単価

          240.1 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 72 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－6号

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3

        1              118.7 

整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)                 

無し                                            

                                                 ｍ３         1              118.7             118.7 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－5号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1              994.4 

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.0km以下        

                                                 ｍ３         1              994.4             994.4 

               計

            994.4 

               単価

          994.4 円／m3

[自)奈良県五條市野原東地先　　　　　　　　　　　 ]

               計

            118.7 

               単価

          118.7 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 73 -



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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－7号

袋詰玉石製作 2t用(長期性能型) 中詰材流用

袋

        1           15,380   

袋詰玉石製作[独自] 2t用 中詰材流用

袋         1           10,390            10,390   

[自)奈良県五條市野原東地先　　　　　　　　　　　 ]

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

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

標準                                            個         1            1,628             1,628   

消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み･荷卸 5個 5.0km以下              

                                                

                                                個         1            1,801             1,801   

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

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

標準                                            個         1            1,560             1,560   

               計

         15,379   

               単価

       15,380   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 74 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－8号

交通誘導警備員

人日

      420           12,840   

交通誘導警備員Ａ

人日        42           14,910           626,220   

[自)奈良県五條市野原東地先　　　　　　　　　　　 ]

交通誘導警備員Ｂ

人日       378           12,600         4,762,800   

               計

      5,389,020   

               単価

       12,840   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 75 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

袋詰玉石製作[独自] 2t用 中詰材流用

袋

       10           10,390   

土木一般世話役  

人         0.13        25,935             3,371   

[自)奈良県五條市野原東地先　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         0.13        23,940             3,112   

普通作業員  

人         0.25        20,685             5,171   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転[独自]

日         0.13        54,250             7,052   

袋詰玉石用袋材 ２ｔ用

袋        10            8,500            85,000   

諸雑費（率＋まるめ）

       2%

式         1                194   

               計

        103,900   

               単価

       10,390   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 76 -



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）

2022.06

2022.06

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   

2022.06

2022.06

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   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         14,910   

               単価

       14,910   円／人日

[自)奈良県五條市野原東地先　　　　　　　　　　　 ]

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- 77 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転[独自]

日

        1           54,250   

運転手（特殊）  

人         1           23,205            23,205   

[自)奈良県五條市野原東地先　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ       112              137            15,344   

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

日         1.44        10,900            15,696   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         54,250   

               単価

       54,250   円／日
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