
ｍ

施工延長　Ｌ＝３１６．４ｍ 別紙のとおり

土工

植生マット

植生シート

石積工

Ｕ型側溝　３種２５０型

Ｕ型側溝横断　Ｇ２５０

自由勾配側溝　Ｂ＝２５０

バイコン台付管　Φ３００

バイコン台付管　Φ６００

取付桝１

取付桝２

取付桝３

取付桝４

取付桝５

取付桝６

取付桝８

取付桝９

取付桝１１

集水桝１

集水桝２

構造物撤去工

下層路盤工

コンクリート舗装工

安全移設工

雑工

工 事 設 計 書

施 行 年 度 平成29年度
工　　事　　番　　号

伊賀市
4291000129

事 業 名
平成２９年度　社会資本整備総合交付金事業
　　　　　　　　　市道岡田大沢線外１線道路改良工事

設　　計　番　　号

29-39-0050-3-001

履 行 地 名 伊賀市 岡田・柏尾 地　内
設計・積算年月日

工 種 土木一式
積算者 検算者

設 計 金 額 円　　内消費税相当額 円

工 期 平成３０年２月２８日まで 延 長 316.40 幅 員 4.00～5.50 ｍ

業　　　務　　　の　　　大　　　要 起 工 理  由

Ｎ＝１式
Ａ＝１２０㎡

Ａ＝２６０㎡

Ｌ＝５１ｍ

Ｌ＝２０３ｍ

Ｌ＝７ｍ

Ｎ＝１式

Ｌ＝２５ｍ

Ｌ＝２２ｍ

Ｎ＝１箇所

Ｎ＝１箇所

Ｎ＝１箇所

Ｎ＝１箇所

Ｎ＝１箇所

Ｎ＝１箇所

Ｎ＝１箇所

Ｎ＝１箇所

Ｎ＝１箇所

Ｎ＝１箇所

Ｎ＝１箇所

建設部建設２課

Ｎ＝１式

Ａ＝１，７００㎡

Ａ＝４４㎡

Ｎ＝１式

Ｎ＝１式

伊賀市



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

本工事費

式

         1.000

市道岡田大沢線外１線

式

         1.000

道路改良工

式

         1.000

第 0001 号 明細表
道路土工

式

         1.000

第 0002 号 明細表
法面工

式

         1.000

第 0003 号 明細表
石積工

式

         1.000

第 0004 号 明細表
排水構造物工

式

         1.000

第 0005 号 明細表
構造物撤去工

式

         1.000

第 0006 号 明細表
舗装工

伊賀市- 1 -29-39-0050-3-001-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

第 0007 号 明細表
安全施設工

式

         1.000

第 0008 号 明細表
雑工

直接工事費計 式

         1.000

間接工事費

共通仮設費

式

         1.000

共通仮設費（率計上額）

式

         1.000

共通仮設費計

純工事費 式

         1.000

式

         1.000

現場管理費

伊賀市- 2 -29-39-0050-3-001-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

工事原価 式

         1.000

式

         1.000

一般管理費等

工事価格 式

         1.000

消費税及び地方消費税相当額 式

         1.000

本工事費計 式

         1.000

伊賀市- 3 -29-39-0050-3-001-00



第 号 明細表0001 道路土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210100(0001)

m3

       670.000

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ   押土無し

表土剥ぎ CB210030(0002)

m3

        30.000

土砂

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210510(0003)

m3

        20.000

路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210520(0004)

m3

        10.000

路肩盛土工 CB210410(0005)

m3

         2.000

土砂

畦畔盛土 CB210410(0006)

m3

        40.000

土砂

人力盛土 CB210410(0007)

m3

        10.000

土砂 締固め有り

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB220010(0008)

m2

       120.000

切土部   ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

伊賀市- 4 -29-39-0050-3-001-00



第 号 明細表0001 道路土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB220010(0009)

m2

       260.000

盛土部 法面締固め有り ﾚｷ質土､砂及び砂質
土､粘性土

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0001号施工単価表

m3

       610.000

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210030(0011)

m3

       100.000

土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210410(0012)

m3

        90.000

土砂 締固め有り

合　　計

第 号 明細表0002 法面工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

人力施工植生工（市場単価） 第0002号施工単価表

m2

       120.000

植生マット工

人力施工植生工（市場単価） 第0003号施工単価表

m2

       260.000

植生シート工(標準品)

伊賀市- 5 -29-39-0050-3-001-00



第 号 明細表0002 法面工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

合　　計

第 号 明細表0003 石積工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

石積工 第0001号単価表

ｍ

        51.000

張りコンクリート（Ⅰ） 第0003号単価表

ｍ

        80.000

BC.1～NO.4+13.15

張りコンクリート（Ⅱ） 第0004号単価表

ｍ

        51.000

NO.8+8.50～NO.12+19.55

合　　計

伊賀市- 6 -29-39-0050-3-001-00



第 号 明細表0004 排水構造物工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

プレキャストＵ型側溝 第0005号単価表

ｍ

       203.000

２５０型　３種

プレキャストＵ型側溝横断用 第0006号単価表

ｍ

         7.000

Ｇ２５０

自由勾配側溝 第0007号単価表

式

         1.000

Ｂ＝２５０

蓋版設置工Ⅰ（市場単価） 第0020号施工単価表

枚

        10.000

ＪＩＳ　3種　250(旧JIS2種相当) 法面小段
面の施工でない 再利用撤去でない 通常製品

バイコン台付き管 第0011号単価表

ｍ

         8.000

Φ３００　NO.8付近

バイコン台付き管 第0012号単価表

ｍ

        10.000

Φ３００　NO.9付近

バイコン台付き管 第0013号単価表

ｍ

         7.000

Φ３００　NO.12+5.0付近

バイコン台付き管 第0014号単価表

ｍ

        22.000

Φ６００　NO.8+3～NO.9付近

伊賀市- 7 -29-39-0050-3-001-00



第 号 明細表0004 排水構造物工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

取付桝１ 第0015号単価表

箇所

         1.000

取付桝２ 第0016号単価表

箇所

         1.000

取付桝３ 第0017号単価表

箇所

         1.000

取付桝４ 第0018号単価表

箇所

         1.000

取付桝５ 第0019号単価表

箇所

         1.000

取付桝６ 第0020号単価表

箇所

         1.000

取付桝８ 第0021号単価表

箇所

         1.000

取付桝９ 第0022号単価表

箇所

         1.000

伊賀市- 8 -29-39-0050-3-001-00



第 号 明細表0004 排水構造物工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

取付桝１１ 第0023号単価表

箇所

         1.000

集水桝１ 第0024号単価表

箇所

         1.000

集水桝２ 第0025号単価表

箇所

         1.000

コンクリート復旧工（桝取付復旧） 第0033号施工単価表

m3

         1.000

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以
下 小型車割増有り

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0008号施工単価表

m2

         2.000

一般型枠

合　　計

伊賀市- 9 -29-39-0050-3-001-00



第 号 明細表0005 構造物撤去工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0026)

ｍ

         7.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0027)

ｍ

         3.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版   15cm以下

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430310(0028)

m2

     1,277.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 積込有り

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430310(0029)

m2

       188.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 騒音振動対策不要 積込有り

構造物とりこわし工（市場単価） 第0034号施工単価表

m3

         2.000

無筋構造物 低騒音・低振動対策しない

構造物とりこわし工（市場単価） 第0035号施工単価表

m3

        10.000

鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB227010(0030)

m3

        64.000

舗装版破砕

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB227010(0031)

m3

        19.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし

伊賀市- 10 -29-39-0050-3-001-00



第 号 明細表0005 構造物撤去工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

建設廃棄物受入れ料金（As塊）
m3

        64.000

建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）
m3

        19.000

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB227010(0032)

m3

         2.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし

建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）
m3

         2.000

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB227010(0032)

m3

        10.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし

建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）
m3

        10.000

網柵撤去・復旧工
ｍ

        22.000

H=1.70m

電気柵撤去・復旧工
ｍ

       254.000

平均３段

伊賀市- 11 -29-39-0050-3-001-00



第 号 明細表0005 構造物撤去工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

運搬・搬入（保管）
式

         1.000

合　　計

第 号 明細表0006 舗装工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0033)

m2

     1,700.000

75mm以上125mm以下 再生クラッシャーラン 

RC-40

コンクリート舗装工（人力) 第0036号施工単価表

m2

        44.000

圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚: 

12 cm W/C=60%以下

路盤工 CB410030(0034)

m2

        49.000

125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン 

RC-40

コンクリート舗装工（人力) 第0038号施工単価表

m2

         1.000

圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚: 

10 cm W/C=60%以下

路盤工 CB410030(0034)

m2

         2.000

125mmを超え175mm以下 再生クラッシャーラン 

RC-40

伊賀市- 12 -29-39-0050-3-001-00



第 号 明細表0006 舗装工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

合　　計

第 号 明細表0007 安全施設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

カーブミラー移設 第0026号単価表

基

         1.000

既設利用

警戒標識設置工 第0029号単価表

基

         1.000

路側式Ｈ＝１．８ｍ　拡大率１．０倍

合　　計

伊賀市- 13 -29-39-0050-3-001-00



第 号 明細表0008 雑工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ベンチフリューム布設替 第0030号単価表

ｍ

         6.000

ＢＦ３００（ソケット付き）

ベンチフリューム布設替 第0031号単価表

ｍ

        20.000

ＢＦ３５０（ソケット付き）

ベンチフリューム用箱型暗渠 第0032号単価表

ｍ

         8.000

ＢＦ３００

ベンチフリューム用箱型暗渠 第0033号単価表

ｍ

         7.000

ＢＦ３５０

ＢＦ巻き立てコンクリート 第0034号単価表

箇所

         1.000

BF350

境界杭設置工（市場単価） 第0049号施工単価表

本

        16.000

根巻基礎あり 手間+材料費(標準[三重県型]) 通
常製品

合　　計

伊賀市- 14 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3            1.000

CB210110(0010)

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表人力施工植生工（市場単価）

           1.000植生マット工 m2

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

植生マット工（市場単価）

肥料袋付 m2            1.000

合計 m2            1.000

単位当り m2            1.000 当り

伊賀市- 15 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表人力施工植生工（市場単価）

           1.000植生シート工(標準品) m2

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

植生シート工（市場単価）

肥料袋無　標準品 m2            1.000

合計 m2            1.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表石積（練石）（複合）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000玉石 1.0ｍ以上1.5ｍ以下 18-8-25（高炉） 各種 W/C=60%以下 有り m2

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

石積（練石）（複合）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

玉石 1.0ｍ以上1.5ｍ以下 18-8-25（高炉） 各
種 W/C=60%以下 有り

m2            1.000

CB221810(0013)

合計 m2            1.000

単位当り m2            1.000 当り

伊賀市- 16 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

          10.000無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り m3

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 
小型車割増有り

m3           10.000

CB240010(0015)

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表Ｕ型側溝設置工Ⅰ（市場単価）

          10.000ＪＩＳ3種　250　　2ｍ(旧JIS2種相当) 通常製品 ｍ

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

プレキャストＵ型側溝　ＪＩＳ　３種

Ｌ＝2.0ｍ　250 本            5.000

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.600

伊賀市- 17 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表Ｕ型側溝設置工Ⅰ（市場単価）

          10.000ＪＩＳ3種　250　　2ｍ(旧JIS2種相当) 通常製品 ｍ

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表Ｕ型側溝設置工Ⅱ（市場単価）

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 Ｌ=1ｍを使用する          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

Ｕ型側溝

本           10.000

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.720

合計 ｍ           10.000

伊賀市- 18 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表Ｕ型側溝設置工Ⅱ（市場単価）

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 Ｌ=1ｍを使用する          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         100.000一般型枠 m2

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠 m2          100.000

CB240210(0018)

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価）

          10.000Ｌ=2ｍ 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 ｍ

0009第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

自由勾配側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

伊賀市- 19 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価）

          10.000Ｌ=2ｍ 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 ｍ

0009第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

自由勾配側溝

本            5.000

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.660

基礎コンクリート

18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 m3            0.240

第0010号施工単価表

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表生コンクリート

           1.00018－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 m3

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

生コンクリート

18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 m3            1.000

伊賀市- 20 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表生コンクリート

           1.00018－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 m3

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価）

          10.000Ｌ=2ｍ 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 ｍ

0011第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

自由勾配側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

自由勾配側溝

本            5.000

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.660

基礎コンクリート

18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 m3            0.240

第0010号施工単価表

伊賀市- 21 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価）

          10.000Ｌ=2ｍ 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 ｍ

0011第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価）

          10.000Ｌ=2ｍ 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 ｍ

0012第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

自由勾配側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

自由勾配側溝

本            5.000

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.680

基礎コンクリート

18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 m3            0.250

第0010号施工単価表

伊賀市- 22 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価）

          10.000Ｌ=2ｍ 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 ｍ

0012第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表インバートコンクリート

          10.000無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り m3

0013第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 
小型車割増有り

m3           10.000

CB240010(0015)

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

伊賀市- 23 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表蓋版設置工Ⅱ（市場単価）

           1.000グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない 枚

0014第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

蓋版（市場単価）

40kg/枚以下 枚            1.000

グレ－チング蓋

枚            1.000

第0015号施工単価表

合計 枚            1.000

単位当り 枚            1.000 当り

当り

号 施工単価表グレ－チング蓋

           1.000 枚

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一式施工

式            1.000

第0016号施工単価表

合計 枚            1.000

伊賀市- 24 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表グレ－チング蓋

           1.000 枚

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 枚            1.000 当り

当り

号 施工単価表一式施工

           1.000 式

0016第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

二次製品扱い 式            1.000

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表蓋版設置工Ⅱ（市場単価）

           1.000コンクリート蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない 枚

0017第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

蓋版（市場単価）

40kg/枚以下 枚            1.000

伊賀市- 25 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表蓋版設置工Ⅱ（市場単価）

           1.000コンクリート蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない 枚

0017第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

コンクリ－ト蓋

枚            1.000

第0018号施工単価表

合計 枚            1.000

単位当り 枚            1.000 当り

当り

号 施工単価表コンクリ－ト蓋

           1.000 枚

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一式施工

式            1.000

第0019号施工単価表

合計 枚            1.000

単位当り 枚            1.000 当り

伊賀市- 26 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表一式施工

           1.000 式

0019第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

二次製品扱い 式            1.000

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表蓋版設置工Ⅰ（市場単価）

           1.000ＪＩＳ　3種　250(旧JIS2種相当) 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない 通常製品 枚

0020第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

蓋版（市場単価）

40kg/枚以下 枚            1.000

プレキャストＵ型側溝蓋　ＪＩＳ　３種

250 枚            1.000

合計 枚            1.000

伊賀市- 27 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表蓋版設置工Ⅰ（市場単価）

           1.000ＪＩＳ　3種　250(旧JIS2種相当) 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない 通常製品 枚

0020第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 枚            1.000 当り

当り

号 施工単価表コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

          10.000小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り m3

0021第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車
割増有り

m3           10.000

CB240010(0023)

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         100.000一般型枠 m2

0022第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠 m2          100.000

CB240210(0024)

伊賀市- 28 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         100.000一般型枠 m2

0022第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表蓋版設置工Ⅱ（市場単価）

           1.000グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない 枚

0023第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

蓋版（市場単価）

40を越え170kg/枚以下 枚            1.000

グレ－チング蓋

枚            1.000

第0024号施工単価表

合計 枚            1.000

単位当り 枚            1.000 当り

伊賀市- 29 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表グレ－チング蓋

           1.000 枚

0024第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一式施工

式            1.000

第0025号施工単価表

合計 枚            1.000

単位当り 枚            1.000 当り

当り

号 施工単価表一式施工

           1.000 式

0025第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

二次製品扱い 式            1.000

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

伊賀市- 30 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表蓋版設置工Ⅱ（市場単価）

           1.000グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない 枚

0026第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

蓋版（市場単価）

40を越え170kg/枚以下 枚            1.000

グレ－チング蓋

枚            1.000

第0027号施工単価表

合計 枚            1.000

単位当り 枚            1.000 当り

当り

号 施工単価表グレ－チング蓋

           1.000 枚

0027第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一式施工

式            1.000

第0028号施工単価表

合計 枚            1.000

伊賀市- 31 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表グレ－チング蓋

           1.000 枚

0027第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 枚            1.000 当り

当り

号 施工単価表一式施工

           1.000 式

0028第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

二次製品扱い 式            1.000

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表蓋版設置工Ⅱ（市場単価）

           1.000グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない 枚

0029第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

蓋版（市場単価）

40kg/枚以下 枚            1.000

伊賀市- 32 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表蓋版設置工Ⅱ（市場単価）

           1.000グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない 枚

0029第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

グレ－チング蓋

枚            1.000

第0030号施工単価表

合計 枚            1.000

単位当り 枚            1.000 当り

当り

号 施工単価表グレ－チング蓋

           1.000 枚

0030第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一式施工

式            1.000

第0031号施工単価表

合計 枚            1.000

単位当り 枚            1.000 当り

伊賀市- 33 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表一式施工

           1.000 式

0031第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

二次製品扱い 式            1.000

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表Ｕ型側溝設置工Ⅱ（市場単価）

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0032第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

Ｕ型側溝

本            5.000

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.600

伊賀市- 34 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表Ｕ型側溝設置工Ⅱ（市場単価）

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0032第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表コンクリート復旧工（桝取付復旧）

          10.000無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り m3

0033第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 
小型車割増有り

m3           10.000

CB240010(0015)

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

伊賀市- 35 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表構造物とりこわし工（市場単価）

           1.000無筋構造物 低騒音・低振動対策しない m3

0034第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

構造物とりこわし工

機械施工  無筋構造物 m3            1.000

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表構造物とりこわし工（市場単価）

           1.000鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない m3

0035第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

構造物とりこわし工

機械施工  鉄筋構造物 m3            1.000

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

伊賀市- 36 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表コンクリート舗装工（人力)

         100.000圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚: 12 cm W/C=60%以下 m2

0036第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

生コンクリート単価

18-8-25 高炉ｾﾒﾝﾄ W/C=60%以下 m3           12.720

第0037号施工単価表

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

伊賀市- 37 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表生コンクリート単価

           1.00018-8-25 高炉ｾﾒﾝﾄ W/C=60%以下 m3

0037第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

生コンクリート

18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 m3            1.000

小型割増

m3            1.000

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表コンクリート舗装工（人力)

         100.000圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚: 10 cm W/C=60%以下 m2

0038第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

生コンクリート単価

18-8-25 高炉ｾﾒﾝﾄ W/C=60%以下 m3           10.600

第0037号施工単価表

土木一般世話役

人

伊賀市- 38 -29-39-0050-3-001-00



当り

号 施工単価表コンクリート舗装工（人力)

         100.000圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚: 10 cm W/C=60%以下 m2

0038第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表道路標識柱･基礎設置工[路側式](市場単価)

           1.000単柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装(白色) φ60.5 基

0039第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

標識柱・基礎設置　路側式（市場単価）

単柱式　亜鉛メッキ+静電粉体塗装　φ60.5 基            1.000
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当り

号 施工単価表道路標識柱･基礎設置工[路側式](市場単価)

           1.000単柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装(白色) φ60.5 基

0039第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 基            1.000

単位当り 基            1.000 当り

当り

号 施工単価表標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単価)

           1.000警戒標識 基

0040第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

標識板設置（市場単価）

警戒・規制・指示・路線 基            1.000

合計 基            1.000

単位当り 基            1.000 当り
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当り

号 施工単価表土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3

0041第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3            1.000

CB210110(0035)

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表[ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工（L＝2000）]

           1.000据付－基礎砕石なし－敷材なし 300×200×2000 ｍ

0042第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

鉄筋コンクリートＢＦ

300　ソケット付　三重県型 本            0.499

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ            1.000

合計 ｍ            1.000
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当り

号 施工単価表[ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工（L＝2000）]

           1.000据付－基礎砕石なし－敷材なし 300×200×2000 ｍ

0042第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表[ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工（L＝2000）]

           1.000据付－基礎砕石なし－敷材なし 350×235×2000 ｍ

0043第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

鉄筋コンクリートＢＦ

350　ソケット付　三重県型 本            0.499

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ            1.000

合計 ｍ            1.000

単位当り ｍ            1.000 当り
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当り

号 施工単価表[県型ＢＦ用箱型暗渠据付]

           1.000300型、T-14           施工規模 50m未満 ｍ

0044第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

三重県型箱型暗渠

300　Ｔ=14ｔ　長1ｍ 本            0.995

[Ｕ形溝据付工（L＝1000）]

          据付－基礎砕石なし－敷材なし 
1000kg以下

ｍ            1.000

第0045号施工単価表

合計 ｍ            1.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表[Ｕ形溝据付工（L＝1000）]

           1.000          据付－基礎砕石なし－敷材なし 1000kg以下 ｍ

0045第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ            1.000

合計 ｍ            1.000
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当り

号 施工単価表[Ｕ形溝据付工（L＝1000）]

           1.000          据付－基礎砕石なし－敷材なし 1000kg以下 ｍ

0045第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表基礎コンクリート工

          10.000無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉            小型車割増有り m3

0046第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3(高炉)            
小型車割増有り

m3           10.000

CB240010(0036)

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         100.000一般型枠 m2

0047第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠 m2          100.000

CB240210(0037)
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当り

号 施工単価表型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         100.000一般型枠 m2

0047第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表[県型ＢＦ用箱型暗渠据付]

           1.000350型、T-14           施工規模 50m未満 ｍ

0048第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

三重県型箱型暗渠

350　Ｔ=14ｔ　長1ｍ 本            0.995

[Ｕ形溝据付工（L＝1000）]

          据付－基礎砕石なし－敷材なし 
1000kg以下

ｍ            1.000

第0045号施工単価表

合計 ｍ            1.000

単位当り ｍ            1.000 当り
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当り

号 施工単価表境界杭設置工（市場単価）

           1.000根巻基礎あり 手間+材料費(標準[三重県型]) 通常製品 本

0049第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

境界杭設置（市場単価）（杭材料含まず）

コンクリート製　根巻き基礎あり 本            1.000

境界杭

12×12×100cm（三重県型） 本            1.000

合計 本            1.000

単位当り 本            1.000 当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0010 石積工 0001
        10 ｍ 当り

第0004号施工単価表

         6.630m2玉石 1.0ｍ以上1.5ｍ以下 18-8-25（高炉） 
各種 W/C=60%以下 有り

石積（練石）（複合）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0002号単価表

        10.000ｍ                 前面勾配 1 ： 0.2,,小型
車割増有り

石積基礎工

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0370 石積基礎工
                 前面勾配 1 ： 0.2,,小型車割増有り

0002
        10 ｍ 当り

CB226170(0014)

         0.710m318-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り

現場打基礎コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0340 張りコンクリート（Ⅰ）
BC.1～NO.4+13.15

0003
        10 ｍ 当り

第0005号施工単価表

         0.540m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210080(0016)

         5.400m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB224710(0017)

         0.050m2瀝青質目地板t=10

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0020 張りコンクリート（Ⅱ）
NO.8+8.50～NO.12+19.55

0004
        10 ｍ 当り

第0005号施工単価表

         0.530m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210080(0016)

         5.200m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB224710(0017)

         0.050m2瀝青質目地板t=10

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0030 プレキャストＵ型側溝
２５０型　３種

0005
        10 ｍ 当り

第0006号施工単価表

        10.000ｍＪＩＳ3種　250　　2ｍ(旧JIS2種相当) 通常
製品

Ｕ型側溝設置工Ⅰ（市場単価）

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0040 プレキャストＵ型側溝横断用
Ｇ２５０

0006
        10 ｍ 当り

第0007号施工単価表

        10.000ｍＬ=2m　1000kg/個以下 Ｌ=1ｍを使用する          
再利用撤去でない 通常製品

Ｕ型側溝設置工Ⅱ（市場単価）

第0005号施工単価表

         0.600m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0008号施工単価表

         2.000m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0080 自由勾配側溝
Ｂ＝２５０

0007
         1 式 当り

第0008号単価表

         6.130ｍＢ２５０×Ｈ３００

自由勾配側溝

第0009号単価表

        28.050ｍＢ２５０×Ｈ４００

自由勾配側溝

第0010号単価表

         1.670ｍＢ２５０×Ｈ５００

自由勾配側溝

第0013号施工単価表

         0.890m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

インバートコンクリート

第0014号施工単価表

         4.000枚グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再
利用撤去でない

蓋版設置工Ⅱ（市場単価）

第0017号施工単価表

        31.000枚コンクリート蓋 法面小段面の施工でない 再
利用撤去でない

蓋版設置工Ⅱ（市場単価）

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0050 自由勾配側溝
Ｂ２５０×Ｈ３００

0008
        10 ｍ 当り

第0009号施工単価表

        10.000ｍＬ=2ｍ 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下

自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価）

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0060 自由勾配側溝
Ｂ２５０×Ｈ４００

0009
        10 ｍ 当り

第0011号施工単価表

        10.000ｍＬ=2ｍ 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下

自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価）

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0070 自由勾配側溝
Ｂ２５０×Ｈ５００

0010
        10 ｍ 当り

第0012号施工単価表

        10.000ｍＬ=2ｍ 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下

自由勾配側溝設置工Ⅱ（市場単価）

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0090 バイコン台付き管
Φ３００　NO.8付近

0011
        10 ｍ 当り

CB222850(0019)

        10.000ｍ据付 300mm

鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         0.050m3１：３

セメントモルタル

第0005号施工単価表

         0.500m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0008号施工単価表

         2.000m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210030(0011)

         9.240m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210410(0020)

         6.700m3土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0100 バイコン台付き管
Φ３００　NO.9付近

0012
        10 ｍ 当り

CB222850(0019)

        10.000ｍ据付 300mm

鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         0.050m3１：３

セメントモルタル

第0005号施工単価表

         0.500m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0008号施工単価表

         2.000m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210030(0011)

        13.580m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210410(0020)

        11.040m3土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0110 バイコン台付き管
Φ３００　NO.12+5.0付近

0013
        10 ｍ 当り

CB222850(0019)

        10.000ｍ据付 300mm

鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         0.050m3１：３

セメントモルタル

第0005号施工単価表

         0.500m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0008号施工単価表

         2.000m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210030(0011)

        13.300m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210410(0020)

        10.760m3土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0120 バイコン台付き管
Φ６００　NO.8+3～NO.9付近

0014
        10 ｍ 当り

CB222850(0021)

        10.000ｍ据付 600mm

鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         0.090m3１：３

セメントモルタル

第0005号施工単価表

         0.700m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0008号施工単価表

         2.000m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210030(0011)

        36.410m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210410(0020)

        29.910m3土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0130 取付桝１ 0015
         1 箇所 当り

CB210030(0011)

        11.900m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210410(0020)

        10.300m3土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0022)

         1.210m217.5cm超20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小
型車割増有り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0021号施工単価表

         0.870m3小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 
小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0022号施工単価表

         8.440m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0023号施工単価表

         1.000枚グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再
利用撤去でない

蓋版設置工Ⅱ（市場単価）

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

伊賀市- 59 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0140 取付桝２ 0016
         1 箇所 当り

CB210030(0011)

         1.700m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210410(0020)

         1.300m3土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0025)

         1.000m212.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小
型車割増有り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0021号施工単価表

         0.340m3小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 
小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0022号施工単価表

         4.200m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0023号施工単価表

         1.000枚グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再
利用撤去でない

蓋版設置工Ⅱ（市場単価）

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

伊賀市- 60 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0150 取付桝３ 0017
         1 箇所 当り

CB210030(0011)

         1.500m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210410(0020)

         0.800m3土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0025)

         1.900m212.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小
型車割増有り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0021号施工単価表

         0.620m3小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 
小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0022号施工単価表

         7.500m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0023号施工単価表

         1.000枚グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再
利用撤去でない

蓋版設置工Ⅱ（市場単価）

         1.000基三方水密(350×235)

手動式水門扉

         1.000基四方水密(350×235)

手動式水門扉

伊賀市- 61 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0150 取付桝３ 0017
         1 箇所 当り

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

伊賀市- 62 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0160 取付桝４ 0018
         1 箇所 当り

CB210030(0011)

        11.200m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210410(0020)

         6.400m3土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0025)

         2.300m212.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小
型車割増有り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0022)

         2.250m217.5cm超20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小
型車割増有り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0021号施工単価表

         1.960m3小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 
小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0022号施工単価表

        19.120m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0026号施工単価表

         1.000枚グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再
利用撤去でない

蓋版設置工Ⅱ（市場単価）

         1.000箇所合　　計

伊賀市- 63 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0160 取付桝４ 0018
         1 箇所 当り

当り         1.000箇所単位当り

伊賀市- 64 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0170 取付桝５ 0019
         1 箇所 当り

CB210030(0011)

        17.100m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210410(0020)

        13.800m3土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0022)

         2.250m217.5cm超20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小
型車割増有り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0021号施工単価表

         1.340m3小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 
小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0022号施工単価表

        12.920m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0026号施工単価表

         1.000枚グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再
利用撤去でない

蓋版設置工Ⅱ（市場単価）

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

伊賀市- 65 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0180 取付桝６ 0020
         1 箇所 当り

CB210030(0011)

         0.700m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210410(0020)

         0.500m3土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0025)

         0.810m212.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小
型車割増有り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0021号施工単価表

         0.250m3小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 
小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0022号施工単価表

         3.180m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0029号施工単価表

         1.000枚グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再
利用撤去でない

蓋版設置工Ⅱ（市場単価）

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

伊賀市- 66 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0220 取付桝８ 0021
         1 箇所 当り

CB210030(0011)

         3.200m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210410(0020)

         2.200m3土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0025)

         1.440m212.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小
型車割増有り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0021号施工単価表

         0.560m3小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 
小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0022号施工単価表

         6.580m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

伊賀市- 67 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0230 取付桝９ 0022
         1 箇所 当り

CB210030(0011)

         2.500m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210410(0020)

         1.900m3土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0025)

         1.000m212.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小
型車割増有り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0021号施工単価表

         0.330m3小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 
小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0022号施工単価表

         4.060m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

伊賀市- 68 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0250 取付桝１１ 0023
         1 箇所 当り

CB210030(0011)

         1.400m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210410(0020)

         1.100m3土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0025)

         0.810m212.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小
型車割増有り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0021号施工単価表

         0.280m3小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 
小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0022号施工単価表

         3.350m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

伊賀市- 69 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0190 集水桝１ 0024
         1 箇所 当り

CB210030(0011)

         1.300m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210410(0020)

         1.000m3土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0025)

         0.810m212.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小
型車割増有り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0021号施工単価表

         0.270m3小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 
小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0022号施工単価表

         3.590m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0029号施工単価表

         1.000枚グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再
利用撤去でない

蓋版設置工Ⅱ（市場単価）

第0032号施工単価表

         2.000ｍＬ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          
再利用撤去でない 通常製品

Ｕ型側溝設置工Ⅱ（市場単価）

第0005号施工単価表

         0.030m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

伊賀市- 70 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0190 集水桝１ 0024
         1 箇所 当り

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

伊賀市- 71 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0200 集水桝２ 0025
         1 箇所 当り

CB210030(0011)

         0.900m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210410(0020)

         0.700m3土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0025)

         0.810m212.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小
型車割増有り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0021号施工単価表

         0.340m3小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 
小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0022号施工単価表

         4.470m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0029号施工単価表

         1.000枚グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再
利用撤去でない

蓋版設置工Ⅱ（市場単価）

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

伊賀市- 72 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0320 カーブミラー移設
既設利用

0026
        10 基 当り

第0027号単価表

        10.000基

道路反射鏡設置

第0028号単価表

        10.000基

道路反射鏡基礎工

        10.000基Φ８００

鏡体撤去

        10.000基

支柱・基礎撤去

        10.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

伊賀市- 73 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0350 道路反射鏡設置 0027
        10 基 当り

人

普通作業員

         1.000式

諸雑費

        10.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0360 道路反射鏡基礎工 0028
         1 基 当り

CB221110(0025)

         0.490m212.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小
型車割増有り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

伊賀市- 74 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0330 警戒標識設置工
路側式Ｈ＝１．８ｍ　拡大率１．０倍

0029
        10 基 当り

第0039号施工単価表

        10.000基単柱式 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装(白
色) φ60.5

道路標識柱･基礎設置工[路側式](市場単価)

第0040号施工単価表

        10.000基警戒標識

標識板設置工[警戒･規制･指示･路線](市場単
価)

         2.020m2幅員減少　拡大率１．０

警戒標識板

第0041号施工単価表

         1.880m3土砂(岩塊･玉石混り土含む)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

伊賀市- 75 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0260 ベンチフリューム布設替
ＢＦ３００（ソケット付き）

0030
        10 ｍ 当り

第0042号施工単価表

        10.000ｍ据付－基礎砕石なし－敷材なし 
300×200×2000

[ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工（L＝2000）]

CB210080(0016)

         3.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

伊賀市- 76 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0270 ベンチフリューム布設替
ＢＦ３５０（ソケット付き）

0031
        10 ｍ 当り

第0043号施工単価表

        10.000ｍ据付－基礎砕石なし－敷材なし 
350×235×2000

[ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工（L＝2000）]

CB210080(0016)

         3.500m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

伊賀市- 77 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0280 ベンチフリューム用箱型暗渠
ＢＦ３００

0032
        10 ｍ 当り

第0044号施工単価表

        10.000ｍ300型、T-14           施工規模 50m未満

[県型ＢＦ用箱型暗渠据付]

         0.090m3１：３

セメントモルタル

第0046号施工単価表

         0.600m3無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉            
小型車割増有り

基礎コンクリート工

第0047号施工単価表

         2.000m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210030(0011)

        13.580m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210410(0020)

        10.560m3土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

伊賀市- 78 -29-39-0050-3-001-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0290 ベンチフリューム用箱型暗渠
ＢＦ３５０

0033
        10 ｍ 当り

第0048号施工単価表

        10.000ｍ350型、T-14           施工規模 50m未満

[県型ＢＦ用箱型暗渠据付]

         0.100m3１：３

セメントモルタル

第0046号施工単価表

         0.700m3無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉            
小型車割増有り

基礎コンクリート工

第0047号施工単価表

         2.000m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210030(0011)

         8.510m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210410(0020)

         4.800m3土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0300 ＢＦ巻き立てコンクリート
BF350

0034
         1 箇所 当り

第0021号施工単価表

         0.030m3小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 
小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0022号施工単価表

         0.450m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り
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条件名称施工名称 単位 標準単価 積算単価 条件値単価コード

施工パッケージ単価一覧表

m3CB210100(0001) 掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土質 土砂

施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

押土無し押土の有無

m3CB210030(0002) 表土剥ぎ 土質区分 土砂

m3CB210510(0003) 路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)

m3CB210520(0004) 路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

m3CB210410(0005) 路肩盛土工 土質区分 土砂

m3CB210410(0006) 畦畔盛土 土質区分 土砂

m3CB210410(0007) 人力盛土 土質区分 土砂

締固めの有無 締固め有り

m2CB220010(0008) 法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 整形箇所 切土部

土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
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条件名称施工名称 単位 標準単価 積算単価 条件値単価コード

施工パッケージ単価一覧表

m2CB220010(0009) 法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 整形箇所 盛土部

法面締固めの有無 法面締固め有り

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土土質

m3CB210110(0010) 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3CB210030(0011) 床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土質区分 土砂

m3CB210410(0012) 埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土質区分 土砂

締固めの有無 締固め有り

m2CB221810(0013) 石積（練石）（複合）(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

石の種類 玉石

直高 1.0ｍ以上1.5ｍ以下

18-8-25（高炉）胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

裏込材規格 各種

W/C=60%以下水ｾﾒﾝﾄ比

小型車割増 有り

m3CB226170(0014) 現場打基礎コンクリート(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)

水セメント比 W/C=60%以下

小型車割増有り小型車割増
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条件名称施工名称 単位 標準単価 積算単価 条件値単価コード

施工パッケージ単価一覧表

m3CB240010(0015) コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 構造物種別 無筋・鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高炉)

W/C=60%以下水セメント比

小型車割増 小型車割増有り

m2CB210080(0016) 基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

m2CB224710(0017) 目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 目地板の種類 瀝青質目地板t=10

m2CB240210(0018) 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 型枠の種類 一般型枠

ｍCB222850(0019) 鉄筋コンクリート台付管(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

作業区分 据付

管径 300mm

m3CB210410(0020) 埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土質区分 土砂

ｍCB222850(0021) 鉄筋コンクリート台付管(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

作業区分 据付

管径 600mm

m2CB221110(0022) 基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 砕石の厚さ 17.5cm超20.0cm以下

砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

小型車割増有り小型車割増
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条件名称施工名称 単位 標準単価 積算単価 条件値単価コード

施工パッケージ単価一覧表

m3CB240010(0023) コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 構造物種別 小型構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高炉)

W/C=60%以下水セメント比

小型車割増 小型車割増有り

m2CB240210(0024) 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 型枠の種類 一般型枠

m2CB221110(0025) 基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 砕石の厚さ 12.5cm超17.5cm以下

砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

小型車割増有り小型車割増

ｍCB430510(0026) 舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

ｍCB430510(0027) 舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下

m2CB430310(0028) 舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

騒音振動対策 騒音振動対策不要

積込有り積込作業の有無

m2CB430310(0029) 舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

騒音振動対策 騒音振動対策不要

積込有り積込作業の有無
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条件名称施工名称 単位 標準単価 積算単価 条件値単価コード

施工パッケージ単価一覧表

m3CB227010(0030) 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 殻発生作業 舗装版破砕

m3CB227010(0031) 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこ
わし

m3CB227010(0032) 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこ
わし

m2CB410030(0033) 下層路盤（車道・路肩
部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

平均厚さ 75mm以上125mm以下

材料 再生クラッシャーラン RC-40

m2CB410030(0034) 路盤工 平均厚さ 125mmを超え175mm以下

材料 再生クラッシャーラン RC-40

m3CB210110(0035) 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3CB240010(0036) コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 構造物種別 無筋・鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 C=170kg/m3(高炉)

小型車割増有り小型車割増

m2CB240210(0037) 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 型枠の種類 一般型枠
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