
ｍ

産業振興部　農村整備課

伊賀市

円　　内消費税相当額

工 期

施工延長　　　　　　Ｌ＝３４．１０ｍ
（１号箇所）
施工延長　　　　　　Ｌ＝１７．１０ｍ
土工　　　　　　　　Ｎ＝１式
根固コンクリート工　Ｖ＝４５．３m3
護床工　　　　　　　Ｎ＝１式
袋詰玉石工　　　　　Ｎ＝６袋
仮設工　　　　　　　Ｎ＝１式
（２号箇所）
施工延長　　　　　　Ｌ＝１７．００ｍ
土工　　　　　　　　Ｎ＝１式
根固コンクリート工　Ｖ＝７８．３m3
護床工　　　　　　　Ｎ＝１式
袋詰玉石工　　　　　Ｎ＝８袋
仮設工　　　　　　　Ｎ＝１式

工 種

工 事 の 大 要 起 工 理  由

施 工 場 所

2020001332

緊急自然災害防止対策事業
林道シデノ木原線道路整備工事

円設 計 金 額

積算者

工 事 設 計 書

奥馬野 地　内

設　計　番　号

02-39-0036-3-710

設計・積算年月日

施 行 年 度

工 事 名

延 長 幅 員

令和2年度

伊賀市

34.10 ｍ

契　　約　　番　　号

4.00令和3年3月12日まで

検算者

伊賀市



摘    要金    額単    価数    量単 位費目

設　計　内　訳　表
工事
区分

工種 種別

本工事費

式

         1.000

橋梁下部

式

         1.000

１号箇所

式

         1.000

第 0001 号 明細表
土工（１号箇所）

式

         1.000

第 0002 号 明細表
根固工（１号箇所）

式

         1.000

第 0003 号 明細表
護床工（１号箇所）

式

         1.000

第 0004 号 明細表
仮設工（１号箇所）

式

         1.000

２号箇所

式

         1.000

第 0005 号 明細表
土工（２号箇所）
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摘    要金    額単    価数    量単 位費目

設　計　内　訳　表
工事
区分

工種 種別

式

         1.000

第 0006 号 明細表
根固工（２号箇所）

式

         1.000

第 0007 号 明細表
護床工（２号箇所）

式

         1.000

第 0008 号 明細表
排水工（２号箇所）

式

         1.000

第 0009 号 明細表
路面工（２号箇所）

式

         1.000

第 0010 号 明細表
取壊工（２号箇所）

式

         1.000

第 0011 号 明細表
仮設工（２号箇所）

直接工事費計 式

         1.000

間接工事費

共通仮設費
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摘    要金    額単    価数    量単 位費目

設　計　内　訳　表
工事
区分

工種 種別

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

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
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第 号 明細表0001 土工（１号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0001号施工単価表

m3

        10.000

土砂 小規模

岩石掘削 第0002号施工単価表

m3

         7.000

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210410(0002)

m3

         4.000

土砂

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210080(0003)

m2

        10.000

小型不整地運搬車運搬 第0003号施工単価表

土砂m3

         5.000

小型不整地運搬車運搬 第0004号施工単価表

岩m3

         7.000

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0005号施工単価表

m3

        12.000

土砂

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0006号施工単価表

m3

        12.000

土砂(岩塊･玉石混り土含む)
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第 号 明細表0001 土工（１号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

掘削補助機械搬入搬出(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210070(0006)

回

合　　計

第 号 明細表0002 根固工（１号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

根固コンクリート工（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 第0007号施工単価表

m3

        45.300

無筋・鉄筋構造物 18-8-40 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

        66.900

一般型枠

埋戻コンクリート工（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 第0009号施工単価表

m3

         2.700

無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 
小型車割増有り

水抜管設置工 CB222770(0009)

ｍ

         3.600

据付 直管 50～150mm

吸出し防止材（全面）設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB226140(0010)

m2

         0.300
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第 号 明細表0002 根固工（１号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

高圧洗浄工 第0010号施工単価表

m2

        28.000

工事用・エンジン駆動　14.7Mpa

合　　計

第 号 明細表0003 護床工（１号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

底張コンクリート工（施工パッケージ） 第0011号施工単価表

m3

         7.400

無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 
小型車割増有り

基礎礫 第0012号施工単価表

m3

        11.800

割栗石　径5～15cm

袋詰玉石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB322430(0011)

袋

         6.000

2t用(長期性能型) 購入材

小型不整地運搬車運搬 第0015号施工単価表

栗石m3

        12.000

合　　計
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第 号 明細表0004 仮設工（１号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

大型土のう工 第0016号施工単価表

袋

         5.000

購入土

大型土のう工 第0017号施工単価表

袋

         5.000

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0006号施工単価表

m3

         5.000

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

仮設排水管設置・撤去工 CB222770(0012)

ｍ

        46.000

据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm

ポンプ水替（小口径） 第0018号施工単価表

日

水替ポンプ据付撤去（小口径） 第0019号施工単価表

箇所

         1.000

合　　計
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第 号 明細表0005 土工（２号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0001号施工単価表

m3

        15.000

土砂 小規模

岩石掘削 第0002号施工単価表

m3

        13.000

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210410(0002)

m3

         7.000

土砂

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0020号施工単価表

m3

        12.000

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210080(0003)

m2

         8.000

山土
m3

         7.000

盛土用（現場渡し）

小型車割増
m3

         7.000

小型不整地運搬車運搬 第0021号施工単価表

山土m3

         7.000
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第 号 明細表0005 土工（２号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

小型不整地運搬車運搬 第0022号施工単価表

岩m3

        13.000

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0005号施工単価表

m3

        13.000

土砂

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0006号施工単価表

m3

        13.000

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

掘削補助機械搬入搬出(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210070(0006)

回

合　　計

第 号 明細表0006 根固工（２号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

根固コンクリート工（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 第0007号施工単価表

m3

        78.300

無筋・鉄筋構造物 18-8-40 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

       112.300

一般型枠
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第 号 明細表0006 根固工（２号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

埋戻コンクリート工（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 第0009号施工単価表

m3

         4.700

無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 
小型車割増有り

水抜管設置工 CB222770(0009)

ｍ

         4.800

据付 直管 50～150mm

吸出し防止材（全面）設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB226140(0010)

m2

         0.400

高圧洗浄工 第0010号施工単価表

m2

        25.000

工事用・エンジン駆動　14.7Mpa

合　　計

第 号 明細表0007 護床工（２号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

底張コンクリート工（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 第0023号施工単価表

m3

         9.900

無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 
小型車割増有り

基礎礫 第0012号施工単価表

m3

        40.000

割栗石　径5～15cm
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第 号 明細表0007 護床工（２号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

袋詰玉石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB322430(0011)

袋

         8.000

2t用(長期性能型) 購入材

小型不整地運搬車運搬 第0015号施工単価表

栗石m3

        40.000

合　　計

第 号 明細表0008 排水工（２号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

Ｕ型側溝設置工Ⅰ(標準単価) 第0024号施工単価表

ｍ

         5.000

週休補正なし Ｕ字溝　300Ｂ 通常製品 施工箇
所補正無

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB240060(0014)

m3

         0.100

高炉 1:3

合　　計
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第 号 明細表0009 路面工（２号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

コンクリート路面工 第0025号施工単価表

m2

        42.000

路盤紙無 金網有

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0015)

m2

        42.000

全仕上り厚 100 mm 1層施工

コンクリートはつり(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB224250(0016)

m2

         1.400

3cmを超え6cm以下

合　　計

第 号 明細表0010 取壊工（２号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430310(0017)

m2

        40.000

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0029号施工単価表

m3

         4.000

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

         4.000
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第 号 明細表0010 取壊工（２号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

合　　計

第 号 明細表0011 仮設工（２号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

大型土のう工 第0016号施工単価表

袋

         7.000

購入土

大型土のう工 第0017号施工単価表

袋

         7.000

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0006号施工単価表

m3

         7.000

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

仮設排水管設置・撤去工 CB222770(0012)

ｍ

        41.000

据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm

ポンプ水替（小口径） 第0018号施工単価表

日

水替ポンプ据付撤去（小口径） 第0019号施工単価表

箇所

         1.000
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第 号 明細表0011 仮設工（２号箇所）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

合　　計
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当り

号 施工単価表掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000土砂 小規模 m3

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂 上記以外(小規模) m3            1.000

CB210100(0001)

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表岩石掘削

          10.000 m3

0002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

空気圧縮機運転

日

第0001号運転単価表
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当り

号 施工単価表岩石掘削

          10.000 m3

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

さく岩機機械損料

日

大型ブレーカ運転

時間

第0002号運転単価表

モイルポイントチゼル

本            0.040

諸雑費

%

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り
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当り

号 施工単価表小型不整地運搬車運搬

           1.000 m3

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

小型不整地運搬車運転

時間

第0005号運転単価表

合計

式            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表小型不整地運搬車運搬

           1.000 m3

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

小型不整地運搬車運転

時間

第0005号運転単価表

合計

式            1.000

単位当り m3            1.000 当り
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当り

号 施工単価表積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000土砂 m3

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂 m3            1.000

CB210020(0004)

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

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

0006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(0005)

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り
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当り

号 施工単価表根固コンクリート工（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

          10.000無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り m3

0007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 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 
小型車割増有り

m3           10.000

CB240010(0007)

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

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(0008)

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り
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当り

号 施工単価表埋戻コンクリート工（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

          10.000無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り m3

0009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 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 
小型車割増有り

m3           10.000

CB240010(0007)

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表高圧洗浄工

         100.000工事用・エンジン駆動　14.7Mpa m2

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人
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当り

号 施工単価表高圧洗浄工

         100.000工事用・エンジン駆動　14.7Mpa m2

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

高圧洗浄機運転経費

工事用・エンジン駆動　14.7Mpa 日

第0006号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表底張コンクリート工（施工パッケージ）

          10.000無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り m3

0011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 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 
小型車割増有り

m3           10.000

CB240010(0007)

合計 m3           10.000
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当り

号 施工単価表底張コンクリート工（施工パッケージ）

          10.000無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り m3

0011第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表基礎礫

          10.000割栗石　径5～15cm m3

0012第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

割栗石　　　5～15cm

m3           10.000

第0013号施工単価表

クラッシャー　Ｃ－40

m3            2.000

第0014号施工単価表

普通作業員

人

特殊作業員

人

諸雑費

%
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当り

号 施工単価表基礎礫

          10.000割栗石　径5～15cm m3

0012第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表割栗石　　　5～15cm

           1.000 m3

0013第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

栗石（割）

5～15cm m3            1.140

小型車割増

m3            1.140

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り
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当り

号 施工単価表クラッシャー　Ｃ－40

           1.000 m3

0014第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

クラッシャーラン

Ｃ－40 m3            1.140

小型車割増

m3            1.140

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表小型不整地運搬車運搬

           1.000 m3

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

小型不整地運搬車運転

時間

第0005号運転単価表

合計

式            1.000
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当り

号 施工単価表小型不整地運搬車運搬

           1.000 m3

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表大型土のう工

          10.000購入土 袋

0016第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

大型土のう

φ110cm(丸型)×108cm 袋           10.000

購入土

m3           10.000
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当り

号 施工単価表大型土のう工

          10.000購入土 袋

0016第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

バックホウ運転（賃料）

日

第0007号運転単価表

ラフテレーンクレーン賃料

排出ガス対策型 日

諸雑費

%

合計 袋           10.000

単位当り 袋            1.000 当り

当り

号 施工単価表大型土のう工

          10.000 袋

0017第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人
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当り

号 施工単価表大型土のう工

          10.000 袋

0017第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

ラフテレーンクレーン賃料

排出ガス対策型 日

合計 袋           10.000

単位当り 袋            1.000 当り

当り

号 施工単価表ポンプ水替（小口径）

           1.000 日

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

発動発電機運転

日

第0008号運転単価表
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当り

号 施工単価表ポンプ水替（小口径）

           1.000 日

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

%

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 施工単価表水替ポンプ据付撤去（小口径）

           1.000 箇所

0019第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

普通作業員

人

合計 箇所            1.000

伊賀市- 28 -02-39-0036-3-710-00



当り

号 施工単価表水替ポンプ据付撤去（小口径）

           1.000 箇所

0019第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 箇所            1.000 当り

当り

号 施工単価表路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000 m3

0020第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

m3            1.000

CB210510(0013)

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表小型不整地運搬車運搬

           1.000 m3

0021第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

小型不整地運搬車運転

時間

第0005号運転単価表
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当り

号 施工単価表小型不整地運搬車運搬

           1.000 m3

0021第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計

式            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表小型不整地運搬車運搬

           1.000 m3

0022第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

小型不整地運搬車運転

時間

第0005号運転単価表

合計

式            1.000

単位当り m3            1.000 当り
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当り

号 施工単価表底張コンクリート工（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）

          10.000無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り m3

0023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 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 
小型車割増有り

m3           10.000

CB240010(0007)

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(標準単価)

          10.000週休補正なし Ｕ字溝　300Ｂ 通常製品 施工箇所補正無 ｍ

0024第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

排水構造物工[U型側溝]

時間的制約 無､L=600mm 60を超え300kg/個以
下､機･労 昼間

ｍ           10.000

鉄筋コンクリートＵ型排水溝

300Ｂ 本           16.500

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.600
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当り

号 施工単価表Ｕ型側溝設置工Ⅰ(標準単価)

          10.000週休補正なし Ｕ字溝　300Ｂ 通常製品 施工箇所補正無 ｍ

0024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路面工

         100.000路盤紙無 金網有 m2

0025第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

生コンクリート

18－8－40 高炉セメント使用 W/C=60%以下 m3           10.400

第0026号施工単価表

コンクリート路面工手間

m2          100.000

第0027号施工単価表

溶接金網敷設

m2          100.000

第0028号施工単価表

合計 m2          100.000
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当り

号 施工単価表コンクリート路面工

         100.000路盤紙無 金網有 m2

0025第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表生コンクリート

          10.00018－8－40 高炉セメント使用 W/C=60%以下 m3

0026第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

生コンクリート

18-8-40 W/C=60%以下 高炉 m3           10.000

小型割増

m3           10.000

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り
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当り

号 施工単価表コンクリート路面工手間

         100.000 m2

0027第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

諸雑費

%

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り
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当り

号 施工単価表溶接金網敷設

         100.000 m2

0028第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

溶接金網

線径6mm　網目150×150mm m2          110.000

普通作業員

人

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし m3

0029第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし m3            1.000

CB227010(0018)

合計 m3            1.000
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当り

号 施工単価表殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし m3

0029第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り m3            1.000 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 上記以外(小規模)

m3CB210410(0002) 埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土質区分 土砂

m2CB210080(0003) 基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

m3CB210020(0004) 積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)

土質 土砂

m3CB210110(0005) 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)

回CB210070(0006) 掘削補助機械搬入搬出(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

m3CB240010(0007) 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 18-8-40(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(0008) 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 型枠の種類 一般型枠
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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

ｍCB222770(0009) 水抜管設置工 作業区分 据付

管種別 直管

50～150mm呼び径

m2CB226140(0010) 吸出し防止材（全面）設
置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

袋CB322430(0011) 袋詰玉石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 袋詰玉石用袋材規格 2t用(長期性能型)

中詰材区分 購入材

ｍCB222770(0012) 仮設排水管設置・撤去工 作業区分 据付・撤去

管種別 波状管及び網状管

450～600mm呼び径

m3CB210510(0013) 路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)

m3CB240060(0014) モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｾﾒﾝﾄ種類 高炉

混合比 1:3

m2CB410030(0015) 下層路盤（車道・路肩
部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全仕上り厚 全仕上り厚 100 mm

施工区分 1層施工

m2CB224250(0016) コンクリートはつり(施工ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ)

平均はつり厚 3cmを超え6cm以下
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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

m2CB430310(0017) 舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

m3CB227010(0018) 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
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当り

号 運転単価表空気圧縮機運転

           1.000 日

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

空気圧縮機賃料

排出ガス対策型 日

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表大型ブレーカ運転

           1.000 時間

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

バックホウ運転

時間

さく岩機機械損料

日
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当り

号 運転単価表大型ブレーカ運転

           1.000 時間

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表バックホウ運転

           1.000 時間

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

バックホウ機械損料

時間

第0004号運転単価表

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

特殊運転手

人

合計 時間            1.000
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当り

号 運転単価表バックホウ運転

           1.000 時間

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表バックホウ機械損料

           1.000 時間

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

バックホウ機械損料[9欄*(1+補正率)]

排ガス対策 時間

バックホウ機械損料[11欄/(3欄/5欄)]

排ガス対策 時間

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

伊賀市- 42 -02-39-0036-3-710-00



当り

号 運転単価表小型不整地運搬車運転

           1.000 時間

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

不整地運搬車賃料

日

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

特殊運転手

人

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表高圧洗浄機運転経費

           1.000工事用・エンジン駆動　14.7Mpa 日

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ガソリン

レギュラー80オクタン価以上 ﾘｯﾄﾙ

伊賀市- 43 -02-39-0036-3-710-00



当り

号 運転単価表高圧洗浄機運転経費

           1.000工事用・エンジン駆動　14.7Mpa 日

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

高圧洗浄機　機械損料

供日

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表バックホウ運転（賃料）

           1.000 日

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

バックホウ賃料

排ｶﾞｽ型 供用日

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

特殊運転手

人

伊賀市- 44 -02-39-0036-3-710-00



当り

号 運転単価表バックホウ運転（賃料）

           1.000 日

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表発動発電機運転

           1.000 日

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

発動発電機賃料

供用日

ガソリン

レギュラー80オクタン価以上 ﾘｯﾄﾙ

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

伊賀市- 45 -02-39-0036-3-710-00


