
 
 

契約年月日 令和 4 年 10 月 14 日（単価合意日 令和 4 年 10 月 19 日） 

 
 

桂川桂上野下流地区河道整備他工事 

【工事設計書（公表資料）】 
 

淀川河川事務所 

 

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

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 

ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、 

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。 

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



工事地名

３．予算科目

２．工事内容

工事名

4)  事業名：3)  目の細分：2)  目：1)  予算科目：

１．工事名

桂川桂上野下流地区河道整備他工事

鏡

(自)京都府京都市西京区桂上野川原町地先　　　　　　　　　　　

(至)京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町地先

　１）　発注年月　　　　　令和 4年 9月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　淀川河川事務所　工務第一課              　　　　　

　３）　工事番号　　　　　4021030001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　河川工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  229日間 　　　　自　　　令和 4年10月15日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 5年 5月31日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　京都市（１）　他　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　桂川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 4年 7月　　　　　　　　　　　　　　　

１３）　機械損料一括補正　　　　　 0　　　　労務費一括割増　　　　  0％ 　　

１４）　単価適用年月　　　　　　　2022年 9月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2022年 9月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　     38,832,200 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 4年 7月22日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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

単価

設計内訳書

桂川桂上野下流地区河道整備他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

築堤･護岸

(桂上野地区)

式         1        129,545,120

[(自)京都府京都市西京区桂上野川原町地先　　　　　]

　河川土工

　

式         1        127,262,000

　　掘削工(ICT)

　　

式         1          4,284,000

　　　掘削(ICT)

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無

し 10,000m3以上50,00

0m3未満 m3     8,500              289.3       2,459,050

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     8,500              214.7       1,824,950

単-2号

　　残土処理工

　　

式         1        122,978,000

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3    17,000            5,144        87,448,000

単-3号

　　　残土等処分

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3    17,000            2,090        35,530,000

単-4号

　仮設工

　

式         1          2,283,120

　　交通管理工

　　

式         1          2,283,120

　　　交通誘導警備員

　　　

人日       189           12,080         2,283,120

単-5号

直接工事費

式         1        129,545,120

              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

桂川桂上野下流地区河道整備他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

共通仮設費

式         1         11,855,082

[(自)京都府京都市西京区桂上野川原町地先　　　　　]

　共通仮設費

　

式         1          2,809,082

　　技術管理費

　　

式         1            628,082

　　　保守管理(ICT)

　　　

式         1             30,082

内-1号

　　　ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

　　　

式         1            598,000

内-2号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1          2,181,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          9,046,000

純工事費

式         1        141,400,202

　現場管理費

　

式         1         30,808,000

工事原価

式         1        279,219,322

　一般管理費等

　

式         1         36,060,678

工事価格

式         1        315,280,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



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

単価

設計内訳書

桂川桂上野下流地区河道整備他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

消費税相当額

式         1         31,528,000

[(自)京都府京都市西京区桂上野川原町地先　　　　　]

工事費計

式         1        346,808,000

              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

(嵐山)桂川桂上野下流地区河道整備他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

築堤･護岸

(嵐山地区)

式         1         73,807,120

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

　河川土工

　

式         1         11,429,720

　　残土処理工

　　

式         1         11,429,720

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     1,580            5,144         8,127,520

単-1号

　　　残土等処分

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3     1,580            2,090         3,302,200

単-2号

　護床工

　

式         1         52,844,904

　　作業土工

　　

式         1          1,831,564

　　　床掘り

　　　

土砂

m3     1,600              224.3         358,880

単-3号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        40            2,627           105,080

単-4号

　　　基面整正

　　　

m2     3,240              422.1       1,367,604

単-5号

　　かご工

　　

式         1         51,013,340

　　　かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)

　　　

t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割

栗石 径15～20cm

m2     3,241           15,740        51,013,340

単-6号

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



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

単価

設計内訳書

(嵐山)桂川桂上野下流地区河道整備他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　仮設工

　

式         1          9,532,496

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

　　工事用道路工

　　

式         1            465,489

　　　工事用道路盛土

　　　

4.0m以上

m3        40            4,252           170,080

単-7号

　　　敷砂利

　　　

RC-40 敷厚 100ｍｍ

m2        99              424.5          42,025

単-8号

　　　大型土のう

　　　

設置 流用品

袋        76            3,334           253,384

単-9号

　　工事用道路撤去工

　　

式         1            386,144

　　　掘削

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無

 障害無 5,000m3未満

m3        50              308.2          15,410

単-10号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3        50            3,448           172,400

単-11号

　　　整地

　　　

残土受入れ地での処理

m3        50              115             5,750

単-12号

　　　大型土のう

　　　

撤去

袋        76            2,534           192,584

単-13号

　　土留･仮締切工

　　

式         1          4,199,778

　　　大型土のう

　　　

設置 流用品 右岸側

袋       495            3,334         1,650,330

単-14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

(嵐山)桂川桂上野下流地区河道整備他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

　　　大型土のう

　　　

設置 流用品 左岸側

袋       594            1,758         1,044,252

単-15号

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

　　　大型土のう

　　　

撤去

袋       594            2,534         1,505,196

単-16号

　　汚濁防止工

　　

式         1          2,693,245

　　　汚濁防止ﾌｪﾝｽ

　　　

右岸側

m       148           11,170         1,653,160

単-17号

　　　汚濁防止ﾌｪﾝｽ

　　　

左岸側

m       145            7,173         1,040,085

単-18号

　　交通管理工

　　

式         1          1,787,840

　　　交通誘導警備員

　　　

人日       148           12,080         1,787,840

単-19号

直接工事費

式         1         73,807,120

共通仮設費

式         1          8,817,000

　共通仮設費

　

式         1          1,720,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1          1,720,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          7,097,000

              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

(嵐山)桂川桂上野下流地区河道整備他工事 (当　初) 河川改修
築堤･護岸

純工事費

式         1         82,624,120

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

　現場管理費

　

式         1         24,387,000

工事原価

式         1        107,011,120

              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) 2022.09

第  1号内訳書 2022.09

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                              

10,000m3以上50,000m3未満                        

8500m3                                          式         1             30,082   

[(自)京都府京都市西京区桂上野川原町地先　　　　　]

        合  計

         30,082   

              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) 2022.09

第  2号内訳書 2022.09

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                式         1            598,000   

[(自)京都府京都市西京区桂上野川原町地先　　　　　]

        合  計

        598,000   

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－2号

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              214.7 

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              214.7             214.7 

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－1号

掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満

m3

        1              289.3 

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

 ｍ３         1              289.3             289.3 

               計

            289.3 

               単価

          289.3 円／m3

[(自)京都府京都市西京区桂上野川原町地先　　　　　]

               計

            214.7 

               単価

          214.7 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－4号

残土等処分 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            2,090   

残土等処分

 ｍ３         1            2,090             2,090   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－3号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            5,144   

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                  

60.0km以下                                       ｍ３         1            5,144             5,144   

               計

          5,144   

               単価

        5,144   円／m3

[(自)京都府京都市西京区桂上野川原町地先　　　　　]

               計

          2,090   

               単価

        2,090   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－5号

交通誘導警備員

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           12,080            12,080   

[(自)京都府京都市西京区桂上野川原町地先　　　　　]

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              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

参考資料（１）

2022.09

2022.09

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                              

10,000m3以上50,000m3未満                        

8500m3                                          

式

        1           30,082   

土木一般世話役  

人         1.214        24,780            30,082   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,075            12,075   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

[(自)京都府京都市西京区桂上野川原町地先　　　　　]

               計

         30,082   

               単価

       30,082   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

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   

[(自)京都府京都市西京区桂上野川原町地先　　　　　]

               計

        598,000   

               単価

      598,000   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－2号

残土等処分 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            2,090   

残土等処分

 ｍ３         1            2,090             2,090   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－1号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            5,144   

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                  

60.0km以下                                       ｍ３         1            5,144             5,144   

               計

          5,144   

               単価

        5,144   円／m3

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

               計

          2,090   

               単価

        2,090   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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－4号

埋戻し 土砂

m3

        1            2,627   

埋戻し 最大埋戻幅1m未満 

 ｍ３         1            2,627             2,627   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－3号

床掘り 土砂

m3

        1              224.3 

床掘り 土砂 標準 無し 無し                             

                                                

                                                 ｍ３         1              224.3             224.3 

               計

            224.3 

               単価

          224.3 円／m3

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

               計

          2,627   

               単価

        2,627   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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－6号

かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型) t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径15～20cm

m2

    3,241           15,740   

かごマット設置（スロープ型） t=50cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石                        

径15～20cm 全ての費用                           

                                                 ｍ２     3,241           14,050        45,536,050   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－5号

基面整正

m2

        1              422.1 

基面整正

 ｍ２         1              422.1             422.1 

               計

            422.1 

               単価

          422.1 円／m2

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

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                  

31.5km以下                                       ｍ３     1,580            3,448         5,447,840   

               計

     50,983,890   

               単価

       15,740   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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－7号

工事用道路盛土 4.0m以上

m3

       10            4,252   

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

                                                

                                                 ｍ３        11.11           198.4           2,204.22

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

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                  

31.5km以下                                       ｍ３        11.11         3,448            38,307.28

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

                                                

                                                 ｍ３        10              200.6           2,006   

               計

         42,517.5 

               単価

        4,252   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－8号

敷砂利 RC-40 敷厚 100ｍｍ

m2

        1              424.5 

下層路盤（車道・路肩部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-40 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              424.5             424.5 

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

               計

            424.5 

               単価

          424.5 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－9号

大型土のう 設置 流用品

袋

       10            3,334   

大型土のう工 積込み

袋        10            1,153            11,530   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

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         8.33           984.9           8,204.21

大型土のう工 設置 6m以下                                     

                                                

                                                袋        10            1,360            13,600   

               計

         33,334.21

               単価

        3,334   円／袋

              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

2022.09

2022.09

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            3,448   

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                  

31.5km以下                                       ｍ３         1            3,448             3,448   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－10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              308.2 

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 

 ｍ３         1              308.2             308.2 

               計

            308.2 

               単価

          308.2 円／m3

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

               計

          3,448   

               単価

        3,448   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－12号

整地 残土受入れ地での処理

m3

        1              115   

整地 残土受入れ地での処理 

 ｍ３         1              115               115   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

               計

            115   

               単価

          115   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－13号

大型土のう 撤去

袋

       10            2,534   

大型土のう工 再利用撤去

袋        10              672.3           6,723   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

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 2.0km以下        

                                                 ｍ３         8.33           601.9           5,013.82

大型土のう工 設置 6m以下                                     

                                                

                                                袋        10            1,360            13,600   

               計

         25,336.82

               単価

        2,534   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－14号

大型土のう 設置 流用品 右岸側

袋

       10            3,334   

大型土のう工 積込み

袋        10            1,153            11,530   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

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         8.33           984.9           8,204.21

大型土のう工 設置 6m以下                                     

                                                

                                                袋        10            1,360            13,600   

               計

         33,334.21

               単価

        3,334   円／袋

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－15号

大型土のう 設置 流用品 左岸側

袋

      594            1,758   

大型土のう工 積込み

袋        10            1,153            11,530   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

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        80              984.9          78,792   

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 0.3km以下        

                                                 ｍ３       410              355.7         145,837   

大型土のう工 設置 6m以下                                     

                                                

                                                袋       594            1,360           807,840   

               計

      1,043,999   

               単価

        1,758   円／袋

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－16号

大型土のう 撤去

袋

       10            2,534   

大型土のう工 再利用撤去

袋        10              672.3           6,723   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

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 2.0km以下        

                                                 ｍ３         8.33           601.9           5,013.82

大型土のう工 設置 6m以下                                     

                                                

                                                袋        10            1,360            13,600   

               計

         25,336.82

               単価

        2,534   円／袋

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－17号

汚濁防止ﾌｪﾝｽ 右岸側

m

      148           11,170   

汚濁防止フェンス 設置                                            

                                                

                                                ｍ       148           10,590         1,567,320   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

汚濁防止フェンス設置・撤去 撤去                                            

                                                

                                                ｍ         3            1,123             3,369   

汚濁防止フェンス設置・撤去 転用撤去

ｍ       145              561.5          81,417.5 

               計

      1,652,106.5 

               単価

       11,170   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－19号

交通誘導警備員

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           12,080            12,080   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－18号

汚濁防止ﾌｪﾝｽ 左岸側

m

      145            7,173   

汚濁防止フェンス設置・撤去 転用設置

ｍ       145            6,050           877,250   

汚濁防止フェンス設置・撤去 撤去                                            

                                                

                                                ｍ       145            1,123           162,835   

               計

      1,040,085   

               単価

        7,173   円／m

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 積込み

袋

       10            1,153   

土木一般世話役  

人         0.12        24,780             2,973   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

特殊作業員  

人         0.12        22,155             2,658   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 標準･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ対策型 山積0.8m3 吊能力2.9t

日         0.12        49,140             5,896   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         11,530   

               単価

        1,153   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 設置 6m以下                                     

                                                

                                                

袋

       10            1,360   

土木一般世話役  

人         0.116        24,780             2,874   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

特殊作業員  

人         0.116        22,155             2,569   

普通作業員  

人         0.116        21,105             2,448   

バックホウ運転（クレーン仕様） 設置 6m以下 

日         0.116        49,140             5,700   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         13,600   

               単価

        1,360   円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

大型土のう工 再利用撤去

袋

       10              672.3 

土木一般世話役  

人         0.07        24,780             1,734   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

特殊作業員  

人         0.07        22,155             1,550   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 標準･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ対策型 山積0.8m3 吊能力2.9t

日         0.07        49,140             3,439   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,723   

               単価

          672.3 円／袋

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス 設置                                            

                                                

                                                

ｍ

      100           10,590   

汚濁防止フェンス設置・撤去 設置 

ｍ       100            1,628           162,800   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

汚濁防止フェンス（45日）  単独ﾌﾛｰﾄ φ300 高さ2m×長さ20m 1000N/3㎝未満

ｍ       100            8,140           814,000   

アンカー工

        10%

式         1             81,400   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                800   

               計

      1,059,000   

               単価

       10,590   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス設置・撤去 撤去                                            

                                                

                                                

ｍ

      100            1,123   

土木一般世話役  

人         0.9         24,780            22,302   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

普通作業員  

人         2.2         21,105            46,431   

バックホウ（クローラ型）運転

日         0.9         44,860            40,374   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              3,193   

               計

        112,300   

               単価

        1,123   円／ｍ

              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

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス設置・撤去 転用撤去

ｍ

      100              561.5 

汚濁防止フェンス設置・撤去 撤去                                            

                                                

                                                ｍ        50            1,123            56,150   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         56,150   

               単価

          561.5 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

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス設置・撤去 転用設置

ｍ

      100            6,050   

汚濁防止フェンス設置・撤去 設置                                            

                                                

                                                ｍ        50            1,628            81,400   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

汚濁防止ﾌｪﾝｽ(左岸68日)転用  単独ﾌﾛｰﾄ φ300 高さ2m×長さ20m 1000N/3㎝未満

ｍ       100            4,760           476,000   

アンカー工

       10%

式         1             47,600   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        605,000   

               単価

        6,050   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

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,075            12,075   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 標準･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ対策型 山積0.8m3 吊能力2.9t

日

        1           49,140   

運転手（特殊）  

人         1           22,260            22,260   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        88              137            12,056   

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         1.36        10,900            14,824   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         49,140   

               単価

       49,140   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

バックホウ運転（クレーン仕様） 設置 6m以下 

日

        1           49,140   

運転手（特殊）  

人         1           22,260            22,260   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        88              137            12,056   

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         1.36        10,900            14,824   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         49,140   

               単価

       49,140   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 標準･ｸﾚｰﾝ付 排ｶﾞｽ対策型 山積0.8m3 吊能力2.9t

日

        1           49,140   

運転手（特殊）  

人         1           22,260            22,260   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        88              137            12,056   

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         1.36        10,900            14,824   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         49,140   

               単価

       49,140   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス設置・撤去 設置 

ｍ

      100            1,628   

土木一般世話役  

人         1.3         24,780            32,214   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

普通作業員  

人         3.2         21,105            67,536   

バックホウ（クローラ型）運転

日         1.3         44,860            58,318   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              4,732   

               計

        162,800   

               単価

        1,628   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

バックホウ（クローラ型）運転

日

        1           44,860   

運転手（特殊）  

人         1           22,260            22,260   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

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                  2   

               計

         44,860   

               単価

       44,860   円／日

              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（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

汚濁防止フェンス設置・撤去 設置                                            

                                                

                                                

ｍ

      100            1,628   

土木一般世話役  

人         1.3         24,780            32,214   

[(自)京都府京都市西京区桂上野河原町地先　　　　　]

普通作業員  

人         3.2         21,105            67,536   

バックホウ（クローラ型）運転

日         1.3         44,860            58,318   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              4,732   

               計

        162,800   

               単価

        1,628   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -


