
総　括　情　報　表

設計書区分 変更回数

設計書番号 諸経費区分 適用単価地区

適用年版設計書名

C0

00

令和3年04月01日

実施設計書（当初）

建設 0056 伊賀

39 伊賀市

令和3年度　上野公園　園路整備工事

経　　費　　情　　報

諸経費工種

週休補正×施工地域区分

現場環境改善費計上区分

工種（間接労務費・工場管理費）

前払金支出割合

契約保証補正

経費調整区分

09    公園工事

6     【週休補正なし】×市街地(DID補正)(1)-3

0     計上しない

0     計上しない

5     35％を超える場合

2     金銭的保証

0     経費調整しない

工事価格 工事費消費税相当額

56,533,000

積　算　者

設計額
5,653,300 62,186,300

０３－３９－００１１－３－Ｐ０１

伊賀市- 1 -03-39-0011-3-P01-00



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      31,498,775
(     6,412,052)

園路整備工事(その1)

式

         1.000      11,542,843
(     3,032,771)

整備個所①

式

         1.000

第 0001 号 明細表

        472,110

土工

式

         1.000

第 0002 号 明細表

      6,043,677

舗装工

式

         1.000

第 0003 号 明細表

        613,566
(       338,986)

排水構造物工

式

         1.000

第 0004 号 明細表

      4,225,044
(     2,688,816)

縁石工

式

         1.000

第 0005 号 明細表

         36,542
(         4,969)

道路付属施設工

式

         1.000

第 0006 号 明細表

        117,975

構造物撤去工

伊賀市- 2 -03-39-0011-3-P01-00



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 0007 号 明細表

         33,929

仮設工

式

         1.000       2,111,472
(       378,131)

整備箇所②

式

         1.000

第 0008 号 明細表

         59,654

土工

式

         1.000

第 0009 号 明細表

      1,068,063

舗装工

式

         1.000

第 0010 号 明細表

        397,408
(        10,653)

排水構造物工

式

         1.000

第 0011 号 明細表

        567,392
(       361,088)

縁石工

式

         1.000

第 0012 号 明細表

          8,424
(         6,390)

道路付属施設工

式

         1.000

第 0013 号 明細表

         10,531

構造物撤去工

式

         1.000      11,264,155
(     2,165,792)

整備個所⑤

伊賀市- 3 -03-39-0011-3-P01-00



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 0014 号 明細表

        136,710

土工

式

         1.000

第 0015 号 明細表

      7,557,605
(       577,430)

舗装工

式

         1.000

第 0016 号 明細表

      2,472,208
(     1,573,312)

縁石工

式

         1.000

第 0017 号 明細表

        268,416
(        15,050)

道路付属施設工

式

         1.000

第 0018 号 明細表

        829,216

構造物撤去工

式

         1.000       5,645,905
(       835,358)

整備個所⑥

式

         1.000

第 0019 号 明細表

        198,412

土工

式

         1.000

第 0020 号 明細表

      2,562,248

舗装工

式

         1.000

第 0021 号 明細表

        518,594
(       128,652)

擁壁工

伊賀市- 4 -03-39-0011-3-P01-00



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 0022 号 明細表

        962,540
(       612,560)

縁石工

式

         1.000

第 0023 号 明細表

      1,217,819
(        94,146)

道路付属施設工

式

         1.000

第 0024 号 明細表

        186,292

構造物撤去工

式

         1.000         934,400

交通管理工

式

         1.000

第 0025 号 明細表

        934,400

交通誘導員

直接工事費計 式

         1.000      31,498,775

間接工事費

共通仮設費

式

         1.000

第 9001 号 明細表

         74,880

運搬費

伊賀市- 5 -03-39-0011-3-P01-00



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       3,480,000

共通仮設費（率計上額）

式

         1.000       3,554,880

共通仮設費計

純工事費 式

         1.000      35,053,655

式

         1.000      13,117,000

現場管理費

工事原価 式

         1.000      48,170,655

式

         1.000       8,362,345

一般管理費等

工事価格 式

         1.000      56,533,000

消費税及び地方消費税相当額 式

         1.000       5,653,300

本工事費計 式

         1.000      62,186,300

伊賀市- 6 -03-39-0011-3-P01-00



第 号 明細表0001 土工

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) CB210100(0001)

m3

         75,810        70.000       1,083.00

土砂 上記以外(小規模)

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210030(0002)

m3

         94,600        50.000       1,892.00

土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210410(0003)

m3

         65,720        20.000       3,286.00

土砂

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0001号施工単価表

m3

        235,980        90.000       2,622.00

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 8 km

        472,110

合　　計

第 号 明細表0002 舗装工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

洗い出しポーラスコンクリート舗装 第0001号単価表

m2

      5,726,000       409.000      14,000.00

t=8㎝

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0005)

m2

        258,079       409.000         631.00

全仕上り厚 120 mm 1層施工

伊賀市- 7 -03-39-0011-3-P01-00



第 号 明細表0002 舗装工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

敷砂利 第0005号単価表

m2

         59,598       129.000         462.00

t=5㎝

      6,043,677

合　　計

第 号 明細表0003 排水構造物工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

現場打ち水路 第0006号単価表

式

        294,572         1.000     294,572.00

(        54,857)

グレーチング蓋　側溝200用 第0005号施工単価表

物価資料枚

        194,160        20.000       9,708.00

グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置 (       187,800)

集水桝350×350 第0007号単価表

箇所

        124,834         1.000     124,834.00

(        96,329)

        613,566

合　　計 (       338,986)

伊賀市- 8 -03-39-0011-3-P01-00



第 号 明細表0004 縁石工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装止 第0008号単価表

ｍ

      4,225,044       417.000      10,132.00

(     2,688,816)

      4,225,044

合　　計 (     2,688,816)

第 号 明細表0005 道路付属施設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

視覚障がい者誘導ブロック（点状） CB422530(0012)

見積りm2

          6,042         0.500      12,085.00

設置 30cm×30cm (         4,969)

視覚障がい者誘導シート（貼付式）線状・点状 T0401

枚

         28,500        19.000       1,500.00

視覚障がい者誘導シート用プライマー T0402

Ｌ

          2,000         1.000       2,000.00

         36,542

合　　計 (         4,969)

伊賀市- 9 -03-39-0011-3-P01-00



第 号 明細表0006 構造物撤去工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

構造物とりこわし工（標準単価） 第0012号施工単価表

m3

         27,600         3.000       9,200.00

週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 
低騒音・低振動対策する

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430310(0013)

m2

         20,832        28.000         744.00

無筋Co殻運搬処分 第0009号単価表

m3

         53,988         6.000       8,998.00

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0015)

ｍ

         15,555        15.000       1,037.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版   15cm以下

        117,975

合　　計

第 号 明細表0007 仮設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

敷鉄板 第0010号単価表

m2

         33,929        37.000         917.00

         33,929

合　　計

伊賀市- 10 -03-39-0011-3-P01-00



第 号 明細表0008 土工

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) CB210100(0001)

m3

         10,830        10.000       1,083.00

土砂 上記以外(小規模)

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210030(0002)

m3

          9,460         5.000       1,892.00

土砂

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210410(0003)

m3

         13,144         4.000       3,286.00

土砂

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0001号施工単価表

m3

         26,220        10.000       2,622.00

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 8 km

         59,654

合　　計

第 号 明細表0009 舗装工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

洗い出しポーラスコンクリート舗装 第0001号単価表

m2

      1,022,000        73.000      14,000.00

t=8㎝

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0005)

m2

         46,063        73.000         631.00

全仕上り厚 120 mm 1層施工

伊賀市- 11 -03-39-0011-3-P01-00



第 号 明細表0009 舗装工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

      1,068,063

合　　計

第 号 明細表0010 排水構造物工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

水路蓋設置工（車道用）L2000×B1500　グレー
チング蓋付

第0011号単価表

枚

        355,144         2.000     177,572.00

水路蓋基礎工 第0012号単価表

式

         42,264         1.000      42,264.00

(        10,653)

        397,408

合　　計 (        10,653)

伊賀市- 12 -03-39-0011-3-P01-00



第 号 明細表0011 縁石工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装止 第0008号単価表

ｍ

        567,392        56.000      10,132.00

(       361,088)

        567,392

合　　計 (       361,088)

第 号 明細表0012 道路付属施設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

張コンクリート工 第0013号単価表

m2

          8,424         3.000       2,808.00

(         6,390)

          8,424

合　　計 (         6,390)

伊賀市- 13 -03-39-0011-3-P01-00



第 号 明細表0013 構造物撤去工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

構造物とりこわし工（標準単価） 第0012号施工単価表

m3

          1,840         0.200       9,200.00

週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 
低騒音・低振動対策する

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430310(0019)

m2

          3,668         7.000         524.00

無筋Co殻運搬処分 第0009号単価表

m3

          1,799         0.200       8,998.00

As殻運搬処分 第0014号単価表

m3

          3,224         0.300      10,747.00

         10,531

合　　計

第 号 明細表0014 土工

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) CB210100(0001)

m3

         32,490        30.000       1,083.00

土砂 上記以外(小規模)

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210030(0002)

m3

         18,920        10.000       1,892.00

土砂

伊賀市- 14 -03-39-0011-3-P01-00



第 号 明細表0014 土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210410(0003)

m3

         32,860        10.000       3,286.00

土砂

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0001号施工単価表

m3

         52,440        20.000       2,622.00

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 8 km

        136,710

合　　計

第 号 明細表0015 舗装工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

御影板石290×590×50（天端ビシャン仕上） T0103

m2

      3,375,000       225.000      15,000.00

御影板石送料 T0104

式

        260,000         1.000     260,000.00

御影板石据付費 T0105

m2

      2,250,000       225.000      10,000.00

御影板石基礎工 第0015号単価表

m2

        988,524       226.000       4,374.00

コンクリート、モルタル1:3 (       577,430)

伊賀市- 15 -03-39-0011-3-P01-00



第 号 明細表0015 舗装工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

溶接金網 ZX130020

m2

         77,106       213.000         362.00

線径6mm　網目150×150mm

野面ごろた石舗装工（玉石再利用） 第0016号単価表

m2

        606,975        75.000       8,093.00

      7,557,605

合　　計 (       577,430)

第 号 明細表0016 縁石工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装止 第0008号単価表

ｍ

      2,472,208       244.000      10,132.00

(     1,573,312)

      2,472,208

合　　計 (     1,573,312)

伊賀市- 16 -03-39-0011-3-P01-00



第 号 明細表0017 道路付属施設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

車止工（上下式） 第0017号単価表

基

         86,148         1.000      86,148.00

(         1,278)

車止工（脱着式） 第0018号単価表

基

        166,558         2.000      83,279.00

(           852)

視覚障がい者誘導ブロック（点状） CB422530(0012)

見積りm2

         12,085         1.000      12,085.00

設置 30cm×30cm (         9,939)

視覚障がい者誘導ブロック（線状） CB422530(0024)

見積りm2

          3,625         0.300      12,085.00

設置 30cm×30cm (         2,981)

        268,416

合　　計 (        15,050)

第 号 明細表0018 構造物撤去工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

構造物とりこわし工（標準単価） 第0012号施工単価表

m3

          9,200         1.000       9,200.00

週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 
低騒音・低振動対策する

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0015)

ｍ

        255,102       246.000       1,037.00

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版   15cm以下

伊賀市- 17 -03-39-0011-3-P01-00



第 号 明細表0018 構造物撤去工

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（玉石張取壊し） CB430310(0025)

m2

        168,144       226.000         744.00

舗装版破砕（平石張取壊し） CB430310(0026)

m2

         81,840       110.000         744.00

無筋Co殻運搬処分 第0009号単価表

m3

        314,930        35.000       8,998.00

        829,216

合　　計

第 号 明細表0019 土工

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) CB210100(0001)

m3

         21,660        20.000       1,083.00

土砂 上記以外(小規模)

人力土工（盛土･埋戻） 第0023号施工単価表

m3

          1,832         1.000       1,832.00

盛土：人力まき出し 砂質土

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210030(0002)

m3

         56,760        30.000       1,892.00

土砂
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第 号 明細表0019 土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210410(0003)

m3

         65,720        20.000       3,286.00

土砂

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0001号施工単価表

m3

         52,440        20.000       2,622.00

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 8 km

        198,412

合　　計

第 号 明細表0020 舗装工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

洗い出しポーラスコンクリート舗装 第0001号単価表

m2

      2,394,000       171.000      14,000.00

t=8㎝

下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410030(0005)

m2

        107,901       171.000         631.00

全仕上り厚 120 mm 1層施工

野面ごろた石舗装工（玉石再利用） 第0016号単価表

m2

         56,651         7.000       8,093.00

敷砂利 第0005号単価表

m2

          3,696         8.000         462.00

t=5㎝
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第 号 明細表0020 舗装工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

      2,562,248

合　　計

第 号 明細表0021 擁壁工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

小型擁壁（Ａ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0024号施工単価表

平均高さH=0.75mm3

        505,710         6.000      84,285.00

0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 
小型車割増無し 基礎砕石有り

(       126,522)

嵩上げ擁壁工 第0019号単価表

式

         12,884         1.000      12,884.00

(         2,130)

        518,594

合　　計 (       128,652)
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第 号 明細表0022 縁石工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装止 第0008号単価表

ｍ

        962,540        95.000      10,132.00

(       612,560)

        962,540

合　　計 (       612,560)

第 号 明細表0023 道路付属施設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

アルミ製片側2段手摺 T0405

ｍ

        756,800        44.000      17,200.00

手摺組立設置費 T0406

ｍ

        198,000        44.000       4,500.00

手摺基礎工300×300×400 第0020号単価表

基

        121,969        23.000       5,303.00

(        19,596)

張コンクリート工（砕石あり） 第0021号単価表

m2

        141,050        35.000       4,030.00

(        74,550)

      1,217,819

合　　計 (        94,146)
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第 号 明細表0024 構造物撤去工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0015)

ｍ

         24,888        24.000       1,037.00

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(0013)

m2

         13,392        18.000         744.00

舗装版破砕（玉石張取壊し） CB430310(0025)

m2

         58,032        78.000         744.00

無筋Co殻運搬処分 第0009号単価表

m3

         89,980        10.000       8,998.00

        186,292

合　　計

第 号 明細表0025 交通誘導員

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

交通誘導警備員費 第0025号施工単価表

式

        934,400         1.000     934,400.00

        934,400

合　　計
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第 号 明細表9001 運搬費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　細　別　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

仮設材等運搬費 （往復） 第0026号施工単価表

289kg×22枚=6.4t　L=3.3ｋｍ式

         55,680         1.000      55,680.00

運搬重量= 6.4 ｔ    片道運搬距離= 3.3 km

仮設材等積込み取卸し 第0027号施工単価表

式

         19,200         1.000      19,200.00

積込み取卸し重量= 6.4 ｔ    各2回（往復分）

         74,880

合　　計
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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),8 km, m3

0001第DXA05505

-00004

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         2,622.00         2,622

CB210110(0004)

合計 m3            1.000         2,622

単位当り m3            1.000 当り         2,622

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

小規模J01　土砂等発生現場              2
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)J02　積込機種･規格              5
土砂(岩塊･玉石混り土含む)J03　土質              1
有りJ04　DID区間の有無              2
明示するJ05　運搬距離明細出力区分              1
8 kmJ06　運搬距離（km）              8
； 0 kmJ07　運搬距離（km）              0

--運搬距離係数

00 DXA05505     [中間計算] A90=H01(A01) = 15 → 15.00000 (-5C)

--運搬距離条件値

00 DXA05505     [中間計算] A91=H02(A01) = 10 → 10.00000 (-5C)

--運搬距離条件番号

00 DXA05505     [中間計算] A92=H03(A01,J04) = 14 → 14.00000 (-5C)

00 DXA05505     [中間計算] A14=A91 = 10 → 10.00000 (-5C)
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当り

号 施工単価表敷砂利工（S-20　5号）

          10.000 m3

0002第DXA06035

-00051

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人            1.000        19,600.00        19,600

RX010040

敷砂利

m3           12.000         4,400.00        52,800

ZNJ01820

機械運転費 バックホウ

 クローラ型　山積0.8m3（平積0.6m3） 時間            2.000        10,088.00        20,176

第0001号運転単価表

諸雑費

式            1.000             4

X98M104

合計 m3           10.000        92,580

単位当り m3            1.000 当り         9,258

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

4400J01　砂利単価（円/m3)          4,400
；排出ガス対策型J02　機種              1

00 DXA06035     [中間計算] A01=1 = 1 → 1.00000 (-5C)

02 ZNJ01820     [歩掛計算] 12 * 1 → 12.00 (-2R)
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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,18-8-40,高炉,W/C=60%以下,小型車割増無し m3

0003第DXA08001

-00035

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,18-8-40(高炉),W/C=60%以下,小型車
割増無し

m3           10.000        32,668.00
(     210,990)
      326,680

CB240010(0006)

合計 m3           10.000
(     210,990)
      326,680

単位当り m3            1.000 当り
(      21,099)
       32,668

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

小型構造物J01　構造物種別              2
人力打設J02　打設工法              3
18-8-40J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格              3
高炉J04　セメント種別              3
W/C=60%以下J05　水セメント比              3
生ｺﾝ単価 0 円/m3J06　生ｺﾝ単価（加算含、県単価は0）（円/m3）              0
小型車割増無しJ07　小型車割増              1
一般養生J09　養生工の種類              2
無しJ11　現場内小運搬の有無              2
全ての費用J13　費用の内訳              1
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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

0004第DXA08021

-00036

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         7,465.00       746,500

CB240210(0007)

合計 m2          100.000       746,500

単位当り m2            1.000 当り         7,465

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

一般型枠J01　型枠の種類              1
小型構造物J02　構造物の種類              2
化粧型枠材数量 0 m2/100m2J03　化粧型枠材数量(ロス含む)(m2/100m2)              0
化粧型枠材単価 0 円/m2J04　化粧型枠材単価(円/m2)              0
撤去しない埋設型枠 0 m2/100m2J05　撤去しない埋設型枠(ロス含む)(m2/100m2              0
単価 0 円/m2J06　撤去しない埋設型枠単価（円/m2)              0

当り

号 施工単価表グレーチング蓋　側溝200用

          10.000グレーチング蓋,施工箇所補正無,設置 枚

0005第DXK28530

-00054

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

排水構造物工[蓋版]

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 枚           10.000           318.00         3,180

QA070502
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当り

号 施工単価表グレーチング蓋　側溝200用

          10.000グレーチング蓋,施工箇所補正無,設置 枚

0005第DXK28530

-00054

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

グレ－チング蓋

枚           10.000         9,390.00
(      93,900)
       93,900

第0006号施工単価表

合計 枚           10.000
(      93,900)
       97,080

単位当り 枚            1.000 当り
(       9,390)
        9,708

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

週休補正なしJ01　週休補正区分              1
40kg/枚以下J02　蓋版設置の規格・仕様              1
無・昼間J03　時間的制約・作業時間帯              1
グレーチング蓋J04　蓋版の種類              3
9390J05　蓋版の単価（円/枚）          9,390
施工箇所補正無J06　施工箇所における補正              1
設置J07　再利用撤去区分              1

04 DXA31050     [歩掛計算] 10 * 1 → 10.00 (-2R)

当り

号 施工単価表グレ－チング蓋

           1.000 枚

0006第DXA31050

-00054

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一式施工

式            1.000         9,390.00
(       9,390)
        9,390

第0007号施工単価表
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当り

号 施工単価表グレ－チング蓋

           1.000 枚

0006第DXA31050

-00054

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 枚            1.000
(       9,390)
        9,390

単位当り 枚            1.000 当り
(       9,390)
        9,390

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

グレ－チング蓋J01　名称出力             26
枚J02　単位              5
9390J03　製品単価（円)          9,390

05 DXA31050     [中間計算] FT01="枚" = 5 → 0.00000 (-5C)

当り

号 施工単価表一式施工

           1.000 式

0007第DXA31060

-00054

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

 無価

二次製品扱い 式            1.000         9,390.00
(       9,390)
        9,390

ZX800040

合計 式            1.000
(       9,390)
        9,390

単位当り 式            1.000 当り
(       9,390)
        9,390
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当り

号 施工単価表一式施工

           1.000 式

0007第DXA31060

-00054

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

9390J01　全体施工金額（円）          9,390
9390J02　２次製品額（円）          9,390

02 ZX800040     [歩掛計算] 1 * 1 → 1.000 (-3R)

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,小型車割増無し m3

0008第DXA08001

-00041

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
割増無し

m3           10.000        32,668.00
(     210,990)
      326,680

CB240010(0009)

合計 m3           10.000
(     210,990)
      326,680

単位当り m3            1.000 当り
(      21,099)
       32,668

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

小型構造物J01　構造物種別              2
人力打設J02　打設工法              3
18-8-25(20)J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格              2
高炉J04　セメント種別              3
W/C=60%以下J05　水セメント比              3
生ｺﾝ単価 0 円/m3J06　生ｺﾝ単価（加算含、県単価は0）（円/m3）              0
小型車割増無しJ07　小型車割増              1
一般養生J09　養生工の種類              2
無しJ11　現場内小運搬の有無              2
全ての費用J13　費用の内訳              1
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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,小型車割増無し m3

0008第DXA08001

-00041

00 DXA08001     [中間計算] &(J05=1)EMA="JE0001" = 1 ) 0 = 0 → 1.00000 (-5C)

当り

号 施工単価表グレーチング蓋設置□350桝用

          10.000グレーチング蓋,施工箇所補正無,設置 枚

0009第DXK28530

-00044

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

排水構造物工[蓋版]

時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 枚           10.000           318.00         3,180

QA070502

グレ－チング蓋

枚           10.000        90,000.00
(     900,000)
      900,000

第0010号施工単価表

合計 枚           10.000
(     900,000)
      903,180

単位当り 枚            1.000 当り
(      90,000)
       90,318

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

週休補正なしJ01　週休補正区分              1
40kg/枚以下J02　蓋版設置の規格・仕様              1
無・昼間J03　時間的制約・作業時間帯              1
グレーチング蓋J04　蓋版の種類              3
90000J05　蓋版の単価（円/枚）         90,000
施工箇所補正無J06　施工箇所における補正              1
設置J07　再利用撤去区分              1

04 DXA31050     [歩掛計算] 10 * 1 → 10.00 (-2R)
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当り

号 施工単価表グレ－チング蓋

           1.000 枚

0010第DXA31050

-00044

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一式施工

式            1.000        90,000.00
(      90,000)
       90,000

第0011号施工単価表

合計 枚            1.000
(      90,000)
       90,000

単位当り 枚            1.000 当り
(      90,000)
       90,000

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

グレ－チング蓋J01　名称出力             26
枚J02　単位              5
90000J03　製品単価（円)         90,000

05 DXA31050     [中間計算] FT01="枚" = 5 → 0.00000 (-5C)

当り

号 施工単価表一式施工

           1.000 式

0011第DXA31060

-00044

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

 無価

二次製品扱い 式            1.000        90,000.00
(      90,000)
       90,000

ZX800040

合計 式            1.000
(      90,000)
       90,000
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当り

号 施工単価表一式施工

           1.000 式

0011第DXA31060

-00044

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 式            1.000 当り
(      90,000)
       90,000

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

90000J01　全体施工金額（円）         90,000
90000J02　２次製品額（円）         90,000

02 ZX800040     [歩掛計算] 1 * 1 → 1.000 (-3R)

当り

号 施工単価表構造物とりこわし工（標準単価）

           1.000週休補正なし,無筋構造物,機械施工,無・昼間,低騒音・低振動対策する m3

0012第DXK28305

-00064

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

構造物とりこわし工

無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機
労　昼間

m3            1.000         9,200.00         9,200

QA430102

合計 m3            1.000         9,200

単位当り m3            1.000 当り         9,200

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

週休補正なしJ01　週休補正区分              1
無筋構造物J02　規格・仕様              1
機械施工J03　作業区分              1
無・昼間J04　時間的制約・作業時間帯              1
低騒音・低振動対策するJ05　低騒音・低振動対策              1
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当り

号 施工単価表構造物とりこわし工（標準単価）

           1.000週休補正なし,無筋構造物,機械施工,無・昼間,低騒音・低振動対策する m3

0012第DXK28305

-00064

*** 低騒音・低振動対策***

01 QA430102     [中間計算] A17=H02(J02,J05) = 1.3 → 1.30000 (-5C)

*** 補正計算式(単価)×K1 ***

01 QA430102     [中間計算] A23=TANKA*A17 = 7077 * 1.3 → 9200 (+0C)

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,12.1 km, m3

0013第DXA18030

-00059

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         2,658.00         2,658

CB227010(0014)

合計 m3            1.000         2,658

単位当り m3            1.000 当り         2,658

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわしJ01　殻発生作業              1
機械積込J02　積込工法区分              1
有りJ03　DID区間の有無              2
明示するJ04　運搬距離明細出力区分              1
12.1 kmJ05　運搬距離（km）             12.1
； 0 kmJ06　運搬距離（km）              0
全ての費用J07　費用の内訳              1

--運搬距離係数

00 DXA18030     [中間計算] A90=H01(A01) = 19 → 19.00000 (-5C)
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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,12.1 km, m3

0013第DXA18030

-00059

--運搬距離条件値

00 DXA18030     [中間計算] A91=H02(A01) = 13 → 13.00000 (-5C)

--運搬距離条件番号

00 DXA18030     [中間計算] A92=H03(A01,J03) = 5 → 5.00000 (-5C)

00 DXA18030     [中間計算] A05=A91 = 13 → 13.00000 (-5C)

00 DXA18030     [中間計算] A20=1 = 1 → 1.00000 (-5C)

当り

号 施工単価表建設廃棄物受入れ料金

           1.000無筋Ｃｏｎ塊, 廣嶋建材（株） m3

0014第DXA01500

-00060

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

建設廃棄物受入れ料金（無筋Ｃｏｎ塊）

 廣嶋建材（株） m3            1.000         6,340.00         6,340

ZX650950

合計 m3            1.000         6,340

単位当り m3            1.000 当り         6,340

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

；伊賀J01　地区条件              4
無筋Ｃｏｎ塊J02　種類              2
；廣嶋建材（株）J06　受入れ施設（伊賀）              4
0 円J09　受入れ料金実数入力(円)              0
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当り

号 施工単価表敷鉄板設置撤去工

         100.000設置 m2

0015第DXA09255

-00065

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人            0.150        23,800.00         3,570

RX010480
[1]

とび工

人            0.150        27,800.00         4,170

RX010120
[1]

普通作業員

人            0.150        19,600.00         2,940

RX010040
[1]

バックホウ運転費(賃料)【基準】

 ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3 日            0.150        47,464.00         7,119

第0003号運転単価表
[1]

諸雑費

 Σ[1] * 0.01以内 式            1.000           101

X98M203

合計 m2          100.000        17,900

単位当り m2            1.000 当り           179

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

設置J01　設置・撤去区分              1

01 RX010480     [歩掛計算] 1 * 100 / 656 → 0.15 (-2R)
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当り

号 施工単価表敷鉄板設置撤去工

         100.000設置 m2

0015第DXA09255

-00065

02 RX010120     [歩掛計算] 1 * 100 / 656 → 0.15 (-2R)

03 RX010040     [歩掛計算] 1 * 100 / 656 → 0.15 (-2R)

04 KX016100     [歩掛計算] 1 * 100 / 656 → 0.15 (-2R)

当り

号 施工単価表敷鉄板設置撤去工

         100.000撤去 m2

0016第DXA09255

-00066

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人            0.140        23,800.00         3,332

RX010480
[1]

とび工

人            0.140        27,800.00         3,892

RX010120
[1]

普通作業員

人            0.140        19,600.00         2,744

RX010040
[1]

バックホウ運転費(賃料)【基準】

 ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3 日            0.140        47,464.00         6,644

第0003号運転単価表
[1]

諸雑費

 Σ[1] * 0.01以内 式            1.000            88

X98M203

合計 m2          100.000        16,700
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当り

号 施工単価表敷鉄板設置撤去工

         100.000撤去 m2

0016第DXA09255

-00066

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り m2            1.000 当り           167

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

撤去J01　設置・撤去区分              2

01 RX010480     [歩掛計算] 1 * 100 / 701 → 0.14 (-2R)

02 RX010120     [歩掛計算] 1 * 100 / 701 → 0.14 (-2R)

03 RX010040     [歩掛計算] 1 * 100 / 701 → 0.14 (-2R)

04 KX016100     [歩掛計算] 1 * 100 / 701 → 0.14 (-2R)

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,18-8-40,高炉,W/C=60%以下,小型車割増無し m3

0017第DXA08001

-00087

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,小型車割増無し

m3           10.000        28,082.00
(     213,060)
      280,820

CB240010(0016)

合計 m3           10.000
(     213,060)
      280,820

単位当り m3            1.000 当り
(      21,306)
       28,082

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

無筋・鉄筋構造物J01　構造物種別              1
人力打設J02　打設工法              3
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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,18-8-40,高炉,W/C=60%以下,小型車割増無し m3

0017第DXA08001

-00087

18-8-40J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格              3
高炉J04　セメント種別              3
W/C=60%以下J05　水セメント比              3
生ｺﾝ単価 0 円/m3J06　生ｺﾝ単価（加算含、県単価は0）（円/m3）              0
小型車割増無しJ07　小型車割増              1
一般養生J09　養生工の種類              2
無しJ11　現場内小運搬の有無              2
全ての費用J13　費用の内訳              1

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

0018第DXA08021

-00088

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         8,301.00       830,100

CB240210(0017)

合計 m2          100.000       830,100

単位当り m2            1.000 当り         8,301

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

一般型枠J01　型枠の種類              1
鉄筋・無筋構造物J02　構造物の種類              1
化粧型枠材数量 0 m2/100m2J03　化粧型枠材数量(ロス含む)(m2/100m2)              0
化粧型枠材単価 0 円/m2J04　化粧型枠材単価(円/m2)              0
撤去しない埋設型枠 0 m2/100m2J05　撤去しない埋設型枠(ロス含む)(m2/100m2              0
単価 0 円/m2J06　撤去しない埋設型枠単価（円/m2)              0
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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,小型車割増無し m3

0019第DXA08001

-00092

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,小型車割増無し

m3           10.000        28,082.00
(     213,060)
      280,820

CB240010(0018)

合計 m3           10.000
(     213,060)
      280,820

単位当り m3            1.000 当り
(      21,306)
       28,082

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

無筋・鉄筋構造物J01　構造物種別              1
人力打設J02　打設工法              3
18-8-25(20)J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格              2
高炉J04　セメント種別              3
W/C=60%以下J05　水セメント比              3
生ｺﾝ単価 0 円/m3J06　生ｺﾝ単価（加算含、県単価は0）（円/m3）              0
小型車割増無しJ07　小型車割増              1
一般養生J09　養生工の種類              2
無しJ11　現場内小運搬の有無              2
全ての費用J13　費用の内訳              1

00 DXA08001     [中間計算] &(J05=1)EMA="JE0001" = 1 ) 0 = 0 → 1.00000 (-5C)
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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舗装版破砕,12.1 km, m3

0020第DXA18030

-00095

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕 m3            1.000         4,407.00         4,407

CB227010(0020)

合計 m3            1.000         4,407

単位当り m3            1.000 当り         4,407

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

舗装版破砕J01　殻発生作業              2
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)J02　積込工法区分              4
有りJ03　DID区間の有無              2
明示するJ04　運搬距離明細出力区分              1
12.1 kmJ05　運搬距離（km）             12.1
； 0 kmJ06　運搬距離（km）              0
全ての費用J07　費用の内訳              1

--運搬距離係数

00 DXA18030     [中間計算] A90=H01(A01) = 8 → 8.00000 (-5C)

--運搬距離条件値

00 DXA18030     [中間計算] A91=H02(A01) = 6 → 6.00000 (-5C)

--運搬距離条件番号

00 DXA18030     [中間計算] A92=H03(A01,J03) = 13 → 13.00000 (-5C)

00 DXA18030     [中間計算] A13=A91 = 6 → 6.00000 (-5C)

00 DXA18030     [中間計算] A20=2 = 2 → 2.00000 (-5C)
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当り

号 施工単価表建設廃棄物受入れ料金

           1.000Ａｓ塊, 廣嶋建材（株） m3

0021第DXA01500

-00096

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

建設廃棄物受入れ料金（Ａｓ塊）

 廣嶋建材（株） m3            1.000         6,340.00         6,340

ZX650960

合計 m3            1.000         6,340

単位当り m3            1.000 当り         6,340

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

；伊賀J01　地区条件              4
Ａｓ塊J02　種類              3
；廣嶋建材（株）J06　受入れ施設（伊賀）              4
0 円J09　受入れ料金実数入力(円)              0

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,18-8-40,高炉,W/C=60%以下,小型車割増無し m3

0022第DXA08001

-00110

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,小型車割増無し

m3           10.000        27,392.00
(     212,990)
      273,920

CB240010(0022)

合計 m3           10.000
(     212,990)
      273,920
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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,18-8-40,高炉,W/C=60%以下,小型車割増無し m3

0022第DXA08001

-00110

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り m3            1.000 当り
(      21,299)
       27,392

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

無筋・鉄筋構造物J01　構造物種別              1
人力打設J02　打設工法              3
18-8-40J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格              3
高炉J04　セメント種別              3
W/C=60%以下J05　水セメント比              3
生ｺﾝ単価 0 円/m3J06　生ｺﾝ単価（加算含、県単価は0）（円/m3）              0
小型車割増無しJ07　小型車割増              1
養生無しJ09　養生工の種類              1
無しJ11　現場内小運搬の有無              2
全ての費用J13　費用の内訳              1

当り

号 施工単価表人力土工（盛土･埋戻）

          10.000盛土：人力まき出し,砂質土 m3

0023第DXB01020

-00147

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人            0.200        22,700.00         4,540

RX010020
[1]

普通作業員

人            0.680        19,600.00        13,328

RX010040
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当り

号 施工単価表人力土工（盛土･埋戻）

          10.000盛土：人力まき出し,砂質土 m3

0023第DXB01020

-00147

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

雑品

 Σ[1] * 0.100 式            1.000           454

X981031

合計 m3           10.000        18,322

単位当り m3            1.000 当り         1,832

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

盛土：人力まき出しJ01　施工区分              1
砂質土J02　土質              2
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ締固め（区分Ⅰ）J03　作業区分              5

02 RX010040     [歩掛計算] 0.68 + 0 → 0.680 (-3R)

当り

号 施工単価表小型擁壁（Ａ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

          10.0000.6m以上0.8m未満,18-8-40(高炉),W/C=60%以下,小型車割増無し,基礎砕石有り m3

0024第DXA06611

-00150

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

小型擁壁（Ａ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

0.6m以上0.8m未満,18-8-40(高炉),基礎砕石
有り,均しｺﾝ無し,W/C=60%以下

m3           10.000        84,285.00
(     210,870)
      842,850

CB226311(0027)

合計 m3           10.000
(     210,870)
      842,850
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当り

号 施工単価表小型擁壁（Ａ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

          10.0000.6m以上0.8m未満,18-8-40(高炉),W/C=60%以下,小型車割増無し,基礎砕石有り m3

0024第DXA06611

-00150

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り m3            1.000 当り
(      21,087)
       84,285

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

0.6m以上0.8m未満J01　擁壁平均高さ              2
18-8-40(高炉)J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格              3
W/C=60%以下J03　水ｾﾒﾝﾄ比              3
生ｺﾝ単価 0 円/m3J04　生ｺﾝ単価（加算含、県単価は0）（円/m3）              0
基礎砕石有りJ05　基礎砕石の有無              2
均しｺﾝ無しJ06　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無              1
一般養生･特殊養生(練炭)J07　養生工の種類              1
小型車割増無しJ08　小型車割増              2
0J09　化粧型枠工数量(m2/10m3)              0
0J10　化粧型枠材数量(m2/100m2)(ロス含む)              0
0J11　化粧型枠材単価(円/m2)              0

当り

号 施工単価表交通誘導警備員費

           1.000 式

0025第DXK01051

-00073

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

交通誘導警備員Ｂ

人           73.000        12,800.00       934,400

RX010790

合計 式            1.000       934,400
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当り

号 施工単価表交通誘導警備員費

           1.000 式

0025第DXK01051

-00073

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 式            1.000 当り       934,400

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

；交通誘導警備員A 0 人J01　交通誘導警備員Ａ人数              0
；交通誘導警備員B 73 人J02　交通誘導警備員Ｂ人数             73

当り

号 施工単価表仮設材等運搬費 （往復）

           1.000運搬重量= 6.4 ｔ, , 片道運搬距離= 3.3 km 式

0026第DXK01006

-00070

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

運搬費

式            1.000        55,680.00        55,680

ZNJ00560

合計 式            1.000        55,680

単位当り 式            1.000 当り        55,680

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

仮設材等運搬費 （往復）J01　仮設材運搬費              2
表示するJ02　運搬重量明細出力区分              1
運搬重量= 6.4 ｔJ03　運搬重量（ｔ）              6.4
；運搬重量= 0 ｔJ04　運搬重量（ｔ）              0
；12m以内J05　貨物の種類              1
；片道運搬距離= 3.3 kmJ06　片道運搬距離（km）              3.3
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当り

号 施工単価表仮設材等運搬費 （往復）

           1.000運搬重量= 6.4 ｔ, , 片道運搬距離= 3.3 km 式

0026第DXK01006

-00070

；冬期割増なし（補正なし）J07　冬期割増（Ｆ１）              1
；深夜・早朝割増なし（補正なし）J08　深夜・早朝割増（Ｆ２）              1
無J09　その他諸料金の有無              2
0J10　諸料金(円/式)              0

00 DXK01006     [中間計算] A01=J03 = 6.4 → 6.40000 (-5C)

***２００キロ以下***

00 DXK01006     [中間計算] A13=J06/10 = 3.3 / 10 → 1 (+0A)

00 DXK01006     [中間計算] A13=1 = 1 → 1.00000 (-5C)

00 DXK01006     [中間計算] A10=H01(A13,J05) = 4350 → 4350.00000 (-5C)

***運賃割増***

00 DXK01006     [中間計算] A19=H04(J07) = 0 → 0.00000 (-5C)

00 DXK01006     [中間計算] A20=H05(J08) = 0 → 0.00000 (-5C)

00 DXK01006     [中間計算] W50=1+A19+A20 = 1 + 0 + 0 → 1.00000 (-5C)

***運搬費***

00 DXK01006     [中間計算] A21=A10*W50*A01+J10 = 4350 * 1 * 6.4 + 0 → 27840 (+0C)

*** 往復 ***

00 DXK01006     [中間計算] A21=A21*J01 = 27840 * 2 → 55680.00000 (-5C)

当り

号 施工単価表仮設材等積込み取卸し

           1.000積込み取卸し重量= 6.4 ｔ, , 各2回（往復分） 式

0027第DXK01011

-00071

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

積込みのみ

t            6.400           750.00         4,800

ZX814010

取卸しのみ

t            6.400           750.00         4,800

ZX814020
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当り

号 施工単価表仮設材等積込み取卸し

           1.000積込み取卸し重量= 6.4 ｔ, , 各2回（往復分） 式

0027第DXK01011

-00071

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

積込みのみ

t            6.400           750.00         4,800

ZX814010

取卸しのみ

t            6.400           750.00         4,800

ZX814020

合計 式            1.000        19,200

単位当り 式            1.000 当り        19,200

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

表示するJ01　重量明細出力区分              1
積込み取卸し重量= 6.4 ｔJ02　積込み取卸し重量（ｔ）              6.4
；積込み取卸し重量= 0 ｔJ03　積込み取卸し重量（ｔ）              0
；各2回（往復分）J04　積込み取卸し回数              2

01 ZX814010     [歩掛計算] 6.4 * 1 → 6.40 (-2R)

02 ZX814020     [歩掛計算] 6.4 * 1 → 6.40 (-2R)

03 ZX814010     [歩掛計算] 6.4 * 1 → 6.40 (-2R)

04 ZX814020     [歩掛計算] 6.4 * 1 → 6.40 (-2R)
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0101 洗い出しポーラスコンクリート舗装
t=8㎝

0001
       100 m2 当り

T0100

        569,360     64,700.00         8.800m3

洗い出しポーラスコンクリート材料費

第0002号単価表

        130,700      1,307.00       100.000m2

舗設工

T0102

        700,000      7,000.00       100.000m2

洗い出し工（ウォーターブラスト）

      1,400,060       100.000m2合　　計

         14,000当り         1.000m2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

S0102 舗設工 0002
       100 m2 当り

RX010480

          7,378     23,800.00         0.310人

土木一般世話役

[1]

RX010020

         27,921     22,700.00         1.230人

特殊作業員

[1]

RX010040

         36,260     19,600.00         1.850人

普通作業員

[1]

RX010680

         30,012     24,400.00         1.230人

左官

[1]

第0003号単価表

          9,146     29,505.00         0.310日

締固め（洗い出しポーラスコンクリート）

第0004号単価表

          9,148     29,512.00         0.310日

仕上げ（洗い出しポーラスコンクリート）

X981036

         10,868    101,571.00         1.000式Σ[1] * 10.70%

諸雑費

        130,733       100.000m2合　　計
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0102 舗設工 0002
       100 m2 当り

          1,307当り         1.000m2単位当り

第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0103 締固め（洗い出しポーラスコンクリート） 0003
         1 日 当り

RX010020

         22,700     22,700.00         1.000人

特殊作業員

[1]

ZX080010

            536        134.00         4.000ﾘｯﾄﾙレギュラー80オクタン価以上

ガソリン スタンド

X981010

          3,999     22,700.00         1.000式Σ[1] * 17.62%

機械器具損料

X98M203

          2,270         1.000式Σ[1] * 10.00%以内

諸雑費

         29,505         1.000日合　　計

         29,505当り         1.000日単位当り

伊賀市- 51 -03-39-0011-3-P01-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0104 仕上げ（洗い出しポーラスコンクリート） 0004
         1 日 当り

RX010020

         22,700     22,700.00         1.000人

特殊作業員

[1]

ZX080010

            804        134.00         6.000ﾘｯﾄﾙレギュラー80オクタン価以上

ガソリン スタンド

X981010

          3,098     22,700.00         1.000式Σ[1] * 13.65%

機械器具損料

T0101

            640        640.00         1.000式

機械コテ用ブレード

X98M203

          2,270         1.000式Σ[1] * 10.00%以内

諸雑費

         29,512         1.000日合　　計

         29,512当り         1.000日単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0105 敷砂利
t=5㎝

0005
       100 m2 当り

第0002号施工単価表

         46,290      9,258.00         5.000m3

敷砂利工（S-20　5号）

         46,290       100.000m2合　　計

            462当り         1.000m2単位当り

伊賀市- 53 -03-39-0011-3-P01-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0201 現場打ち水路 0006
         1 式 当り

第0003号施工単価表

         84,936
(        54,857)

     32,668.00         2.600m3小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型
車割増無し

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0004号施工単価表

        195,583      7,465.00        26.200m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0008)

         14,053      1,222.00        11.500m27.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 
小型車割増無し

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        294,572
(        54,857)

         1.000式合　　計

        294,572
(        54,857)

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

S0202 集水桝350×350 0007
         1 箇所 当り

第0008号施工単価表

          9,800
(         6,329)

     32,668.00         0.300m3小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 
小型車割増無し

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0004号施工単価表

         23,888      7,465.00         3.200m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0010)

            828      1,381.00         0.600m212.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 
小型車割増無し

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

見積り
第0009号施工単価表

         90,318
(        90,000)

     90,318.00         1.000枚グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置

グレーチング蓋設置□350桝用

        124,834
(        96,329)

         1.000箇所合　　計

        124,834
(        96,329)

当り         1.000箇所単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0301 舗装止 0008
        10 ｍ 当り

CB422520(0011)

        101,320
(        64,480)

     10,132.00        10.000ｍ設置 各種(600mm以下､50kg未満) 通常製品 
18-8-25(普通)（W/C60%) 小型車割増無し

舗装止めブロック(洗い出し1面型)150×150

        101,320
(        64,480)

        10.000ｍ合　　計

         10,132
(         6,448)

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

S0901 無筋Co殻運搬処分 0009
         1 m3 当り

第0013号施工単価表

          2,658      2,658.00         1.000m3ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 12.1 
km

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0014号施工単価表

          6,340      6,340.00         1.000m3無筋Ｃｏｎ塊        廣嶋建材（株）

建設廃棄物受入れ料金

          8,998         1.000m3合　　計

          8,998当り         1.000m3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

S0911 敷鉄板 0010
       100 m2 当り

第0015号施工単価表

         17,900        179.00       100.000m2設置

敷鉄板設置撤去工

第0016号施工単価表

         16,700        167.00       100.000m2撤去

敷鉄板設置撤去工

60枚×43日
T0901

         36,120         14.00     2,580.000枚・日

敷鉄板賃料　t22×914×1829　(289㎏/枚)

T0902

         21,000        350.00        60.000枚

敷鉄板整備費　t22×914×1829

         91,720       100.000m2合　　計

            917当り         1.000m2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

S0203 水路蓋設置工（車道用）L2000×B1500　グレーチング蓋付 0011
        10 枚 当り

T0201

      1,729,000    172,900.00        10.000枚

水路蓋（車道用）L2000×B1500×t180　グ
レーチング蓋付

RX010480

          9,520     23,800.00         0.400人

土木一般世話役

RX010020

          9,080     22,700.00         0.400人

特殊作業員

RX010040

         25,480     19,600.00         1.300人

普通作業員

第0004号運転単価表

          2,645      6,613.00         0.400時間 油圧伸縮ジブ型 4.9ｔ吊

クレーン（トラック）運転費

      1,775,725        10.000枚合　　計

        177,572当り         1.000枚単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0204 水路蓋基礎工 0012
         1 式 当り

第0017号施工単価表

         14,041
(        10,653)

     28,082.00         0.500m3無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以
下 小型車割増無し

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0018号施工単価表

         28,223      8,301.00         3.400m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         42,264
(        10,653)

         1.000式合　　計

         42,264
(        10,653)

当り         1.000式単位当り

第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0401 張コンクリート工 0013
        10 m2 当り

第0019号施工単価表

         28,082
(        21,306)

     28,082.00         1.000m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増無し

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         28,082
(        21,306)

        10.000m2合　　計

          2,808
(         2,130)

当り         1.000m2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

S0902 As殻運搬処分 0014
         1 m3 当り

第0020号施工単価表

          4,407      4,407.00         1.000m3舗装版破砕 12.1 km

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0021号施工単価表

          6,340      6,340.00         1.000m3Ａｓ塊        廣嶋建材（株）

建設廃棄物受入れ料金

         10,747         1.000m3合　　計

         10,747当り         1.000m3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

S0106 御影板石基礎工
コンクリート、モルタル1:3

0015
       100 m2 当り

CB240060(0021)

        108,786     36,262.00         3.000m3高炉 1:3

モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0022号施工単価表

        328,704
(       255,588)

     27,392.00        12.000m3無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以
下 小型車割増無し

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        437,490
(       255,588)

       100.000m2合　　計

          4,374
(         2,555)

当り         1.000m2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

S0107 野面ごろた石舗装工（玉石再利用） 0016
       100 m2 当り

RX010480

         26,180     23,800.00         1.100人

土木一般世話役

[1]

RX010140

        402,960     29,200.00        13.800人

石工

[1]

RX010040

        256,760     19,600.00        13.100人

普通作業員

[1]

X98M203

        123,400         1.000式Σ[1] * 18.00%以内

諸雑費

        809,300       100.000m2合　　計

          8,093当り         1.000m2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

S0402 車止工（上下式） 0017
        10 基 当り

T0403

        762,000     76,200.00        10.000本

ステンレス製車止めφ114.3（上下式）

CB420910(0023)

         39,180      3,918.00        10.000本設置

車止めポスト(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0017号施工単価表

         16,849
(        12,783)

     28,082.00         0.600m3無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以
下 小型車割増無し

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0018号施工単価表

         41,505      8,301.00         5.000m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0008)

          1,955      1,222.00         1.600m27.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 
小型車割増無し

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        861,489
(        12,783)

        10.000基合　　計

         86,148
(         1,278)

当り         1.000基単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0403 車止工（脱着式） 0018
        10 基 当り

T0404

        762,000     76,200.00        10.000組

ステンレス製車止めφ114.3（脱着式）カ
ギ付き

CB420910(0023)

         39,180      3,918.00        10.000本設置

車止めポスト(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0017号施工単価表

          5,616
(         4,261)

     28,082.00         0.200m3無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以
下 小型車割増無し

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0018号施工単価表

         24,903      8,301.00         3.000m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0008)

          1,099      1,222.00         0.900m27.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 
小型車割増無し

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        832,798
(         4,261)

        10.000基合　　計

         83,279
(           426)

当り         1.000基単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0501 嵩上げ擁壁工 0019
         1 式 当り

第0017号施工単価表

          2,808
(         2,130)

     28,082.00         0.100m3無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以
下 小型車割増無し

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0018号施工単価表

          9,961      8,301.00         1.200m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

QX020200

            115     57,500.00         0.002ｔ一般構造物

鉄筋加工・組立（市場単価）

         12,884
(         2,130)

         1.000式合　　計

         12,884
(         2,130)

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

S0404 手摺基礎工300×300×400 0020
        10 基 当り

第0017号施工単価表

         11,232
(         8,522)

     28,082.00         0.400m3無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以
下 小型車割増無し

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0018号施工単価表

         39,844      8,301.00         4.800m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0008)

          1,955      1,222.00         1.600m27.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 
小型車割増無し

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         53,031
(         8,522)

        10.000基合　　計

          5,303
(           852)

当り         1.000基単位当り
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0405 張コンクリート工（砕石あり） 0021
        10 m2 当り

第0019号施工単価表

         28,082
(        21,306)

     28,082.00         1.000m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増無し

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0008)

         12,220      1,222.00        10.000m27.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 
小型車割増無し

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         40,302
(        21,306)

        10.000m2合　　計

          4,030
(         2,130)

当り         1.000m2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)         1,107.00 土質 土砂

施工方法 上記以外(小規模)

        1,083.00

標準施工数量

m3CB210030(0002) 床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         1,966.00 土質 土砂

施工方法 上記以外(小規模)

        1,892.00

全ての費用費用の内訳

m3CB210410(0003) 埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         3,470.00 施工方法 上記以外(小規模)

土質区分 土砂

        3,286.00

全ての費用費用の内訳

m3CB210110(0004) 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         2,570.00 土砂等発生現場 小規模

積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

        2,622.00

土砂(岩塊･玉石混り土含む)土質

DID区間の有無 DID区間有り

9.0km以下運搬距離 DID有

m2CB410030(0005) 下層路盤（車道・路肩
部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        1,075.00 全仕上り厚 全仕上り厚 120 mm

施工区分 1層施工

          631.00

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40材料

費用の内訳 全ての費用
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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(0006) コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)        27,600.00 構造物種別 小型構造物

打設工法 人力打設

       32,668.00

18-8-40(高炉)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の種類 一般養生

現場内小運搬無し現場内小運搬の有無

水セメント比 W/C=60%以下

小型車割増無し小型車割増

費用の内訳 全ての費用

m2CB240210(0007) 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         7,674.00 型枠の種類 一般型枠

構造物の種類 小型構造物

        7,465.00

m2CB221110(0008) 基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         1,089.00 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下

砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

        1,222.00

小型車割増無し小型車割増

費用の内訳 全ての費用
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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(0009) コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)        27,600.00 構造物種別 小型構造物

打設工法 人力打設

       32,668.00

18-8-25(高炉)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の種類 一般養生

現場内小運搬無し現場内小運搬の有無

水セメント比 W/C=60%以下

小型車割増無し小型車割増

費用の内訳 全ての費用

m2CB221110(0010) 基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         1,161.00 砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下

砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

        1,381.00

小型車割増無し小型車割増

費用の内訳 全ての費用
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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

ｍCB422520(0011) 舗装止めブロッ
ク(洗い出し1面型)150×150

        4,954.00 作業区分 設置

ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600mm以下､50kg未満)

       10,132.00

不要基礎砕石規格

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(普通)（W/C60%)

養生あり養生工の有無

ﾌﾞﾛｯｸ単価(円/ｍ) ﾌﾞﾛｯｸ単価 5833 円/ｍ

通常製品ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分

小型車割増 小型車割増無し

m2CB422530(0012) 視覚障がい者誘導ブロッ
ク（点状）

        6,729.00 作業区分 設置

ﾌﾞﾛｯｸ規格 30cm×30cm

       12,085.00

特殊ﾌﾞﾛｯｸ単価 880 円/枚特殊ﾌﾞﾛｯｸ

m2CB430310(0013) 舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)           757.50 舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

障害等の有無 無し

          744.00

騒音振動対策必要騒音振動対策

舗装版厚 15cm以下

積込有り積込作業の有無

費用の内訳 全ての費用
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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(0014) 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         2,624.00 殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこ
わし

積込工法区分 機械積込

        2,658.00

DID区間有りDID区間の有無

運搬距離 DID有 14.0km以下

全ての費用費用の内訳

ｍCB430510(0015) 舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         1,063.00 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

        1,037.00

全ての費用費用の内訳

m3CB240010(0016) コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)        22,630.00 構造物種別 無筋･鉄筋構造物

打設工法 人力打設

       28,082.00

18-8-40(高炉)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の種類 一般養生

現場内小運搬無し現場内小運搬の有無

水セメント比 W/C=60%以下

小型車割増無し小型車割増

費用の内訳 全ての費用

m2CB240210(0017) 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         8,497.00 型枠の種類 一般型枠

構造物の種類 鉄筋･無筋構造物

        8,301.00
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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(0018) コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)        22,630.00 構造物種別 無筋･鉄筋構造物

打設工法 人力打設

       28,082.00

18-8-25(高炉)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の種類 一般養生

現場内小運搬無し現場内小運搬の有無

水セメント比 W/C=60%以下

小型車割増無し小型車割増

費用の内訳 全ての費用

m2CB430310(0019) 舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)           533.20 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

障害等の有無 無し

          524.00

騒音振動対策必要騒音振動対策

舗装版厚 15cm以下

積込有り積込作業の有無

費用の内訳 全ての費用
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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(0020) 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)         4,350.00 殻発生作業 舗装版破砕

積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版
厚15cm以下)

        4,407.00

DID区間有りDID区間の有無

運搬距離 DID有 19.5km以下

全ての費用費用の内訳

m3CB240060(0021) モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)        37,430.00 ｾﾒﾝﾄ種類 高炉

混合比 1:3

       36,262.00

全ての費用費用の内訳

m3CB240010(0022) コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)        21,890.00 構造物種別 無筋･鉄筋構造物

打設工法 人力打設

       27,392.00

18-8-40(高炉)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格

養生工の種類 養生無し

現場内小運搬無し現場内小運搬の有無

水セメント比 W/C=60%以下

小型車割増無し小型車割増

費用の内訳 全ての費用

本CB420910(0023) 車止めポスト(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)        19,620.00 作業条件 設置

費用の内訳 機械費，労務費のみ

        3,918.00
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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

m2CB422530(0024) 視覚障がい者誘導ブロッ
ク（線状）

        6,729.00 作業区分 設置

ﾌﾞﾛｯｸ規格 30cm×30cm

       12,085.00

特殊ﾌﾞﾛｯｸ単価 880 円/枚特殊ﾌﾞﾛｯｸ

m2CB430310(0025) 舗装版破砕（玉石張取壊し）           757.50 舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

障害等の有無 無し

          744.00

騒音振動対策必要騒音振動対策

舗装版厚 15cm以下

積込有り積込作業の有無

費用の内訳 全ての費用

m2CB430310(0026) 舗装版破砕（平石張取壊し）           757.50 舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

障害等の有無 無し

          744.00

騒音振動対策必要騒音振動対策

舗装版厚 15cm以下

積込有り積込作業の有無

費用の内訳 全ての費用
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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

m3CB226311(0027) 小型擁壁（Ａ）(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)

       80,040.00 擁壁平均高さ 0.6m以上0.8m未満

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)

       84,285.00

基礎砕石有り基礎砕石の有無

均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 均しｺﾝ無し

一般養生･特殊養生(練炭)養生工の種類

水ｾﾒﾝﾄ比 W/C=60%以下

小型車割増無し小型車割増

伊賀市- 76 -03-39-0011-3-P01-00



当り

号 運転単価表機械運転費 バックホウ

           1.000 クローラ型　山積0.8m3（平積0.6m3） 時間

0001第KX010150

-00051

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人            0.160        22,900.00         3,664

RX010260

軽油 パトロール給油

一般用 ﾘｯﾄﾙ           16.000           119.00         1,904

ZX080020

バックホウ機械損料

 クローラ型　山積0.8m3（平積0.6m3） 時間            1.000         4,520.00         4,520

第0002号運転単価表

諸雑費

式            1.000             0

X98M104

合計 時間            1.000        10,088

単位当り 時間            1.000 当り        10,088

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称
J01　規格　（　）は平積み ；クローラ型　山積0.8m3（平積0.6m3）             5

；岩石補正なしJ02　岩石補正区分              1
；標準値を使用するJ03　運転日当り運転時間              1
0J04　運転日当り運転時間              0
；排出ガス対策型(1次基準)J05　機種              1

*** 機関出力(kw)×燃料消費率 ***
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当り

号 運転単価表機械運転費 バックホウ

           1.000 クローラ型　山積0.8m3（平積0.6m3） 時間

0001第KX010150

-00051

00 KX010150     [中間計算] A10=H01(J01)*H02(1) = 104 * 0.153 → 16.000 (@2R)

標準値（３欄／４欄）

01 RX010260     [中間計算] W01=H03(J01)/H04(J01) = 690 / 110 → 6.3 (-1R)

01 RX010260     [中間計算] F001=1/W01 = 1 / 6.3 → 0.16 (-2R)

当り

号 運転単価表バックホウ機械損料

           1.000 クローラ型　山積0.8m3（平積0.6m3） 時間

0002第KX019504

-00051

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

バックホウ機械損料[13欄]

排出ガス対策型 (1次)クローラ型　山
積0.8m3（平積0.6m3）

時間            1.000         4,520.00         4,520

MX001335

合計 時間            1.000         4,520

単位当り 時間            1.000 当り         4,520

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称
J01　規格　（　）は平積み ；クローラ型　山積0.8m3（平積0.6m3）             5

；岩石補正なしJ02　岩石補正区分              1
；標準値を使用するJ03　運転日当り運転時間              1
；排出ガス対策型(1次基準)J05　機種              1
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当り

号 運転単価表バックホウ運転費(賃料)【基準】

           1.000 ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3 日

0003第KX016100

-00065

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人            1.000        22,900.00        22,900

RX010260

軽油 パトロール給油

一般用 ﾘｯﾄﾙ          112.000           119.00        13,328

ZX080020

バックホウ賃料

排ガス対策 (3次)ｸﾛｰﾗ,ｸﾚｰﾝ付山
積0.8m3　2.9ｔ吊

供用日            1.060        10,600.00        11,236

ZX707225

諸雑費

式            1.000             0

X98M104

合計 日            1.000        47,464

単位当り 日            1.000 当り        47,464

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称
J01　規格 ；ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3             2

1J02　運転労務数量(人/日)              1
112J03　燃料消費量(L/日)            112
1.06J04　機械賃料数量(供用日)              1.06
；排出ガス対策型(3次基準)J05　機種              3
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当り

号 運転単価表クレーン（トラック）運転費

           1.000 油圧伸縮ジブ型 4.9ｔ吊 時間

0004第KX010600

-00079

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人            0.160        22,900.00         3,664

RX010260

軽油 パトロール給油

一般用 ﾘｯﾄﾙ            4.700           119.00           559

ZX080020

クレーン機械損料 （トラック）

 油圧伸縮ジブ型 4.9ｔ吊 時間            1.000         2,390.00         2,390

第0005号運転単価表

諸雑費

式            1.000             0

X98M104

合計 時間            1.000         6,613

単位当り 時間            1.000 当り         6,613

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称
J01　規格 ；油圧伸縮ジブ型 4.9ｔ吊             1

；標準値を使用するJ02　運転日当り運転時間              1
0J03　運転日当り運転時間              0

*** 機関出力(kw)×燃料消費率 ***

00 KX010600     [中間計算] A10=H01(J01)*H02(1) = 107 * 0.044 → 4.700 (@2R)

標準値（３欄／４欄）
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当り

号 運転単価表クレーン（トラック）運転費

           1.000 油圧伸縮ジブ型 4.9ｔ吊 時間

0004第KX010600

-00079

01 RX010260     [中間計算] W01=H03(J01)/H04(J01) = 620 / 100 → 6.2 (-1R)

01 RX010260     [中間計算] F001=1/W01 = 1 / 6.2 → 0.16 (-2R)

当り

号 運転単価表クレーン機械損料 （トラック）

           1.000 油圧伸縮ジブ型 4.9ｔ吊 時間

0005第KX019522

-00079

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

トラッククレーン機械損料[13欄]

 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　4.9ｔ吊 時間            1.000         2,390.00         2,390

MX002155

合計 時間            1.000         2,390

単位当り 時間            1.000 当り         2,390

入　 力 　値 条　　　件　　　値条　　件　　名　　称
J01　規格 ；油圧伸縮ジブ型 4.9ｔ吊             1

；標準値を使用するJ02　運転日当り運転時間              1
0J03　運転日当り運転時間              0
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

種      別
単　独　工　事
公園工事

【直接工事費】

  直接工事費         31,498,775

【共通仮設費】

  共通仮設費率分計算

    共通仮設費対象額         31,498,775

      直接工事費         31,498,775

      処分費 （準備費）                  0

      事業損失防止施設費                  0

      全処分費等
      処分費(準備費＋直接工事費)            326,510

      (＋) 支給品費                  0

      (－) 非対象額計 ［小計］                  0

         全処分費等控除額                  0

         経費対象外費                  0

           管理費区分 5                  0
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

           管理費区分 1                  0

           管理費区分 2                  0

           管理費区分 7                  0

           管理費区分 9                  0

           管理費区分 K2                  0

    共通仮設費対象額         31,498,775

    共通仮設費率

      率 (補正前)              9.21%

      率計上額 (補正前)          2,901,000

      週休補正×施工地域補正              1.200

      補正率 (加算)              0.00%

      率 (補正後)             11.05%

    共通仮設費 (率計上額)          3,480,000

  現場環境改善費率分計算
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

    対象工事費         31,498,775

      直接工事費         31,498,775

      (＋) 支給品費                  0

      (－) 非対象額計 ［小計］            326,510

         直接工事費等に含まれる
                    全処分費等            326,510

         経費対象外費                  0

           管理費区分 5                  0

           管理費区分 1                  0

           管理費区分 2                  0

           管理費区分 7                  0

           管理費区分 9                  0

           管理費区分 K1                  0

           管理費区分 K4                  0

           管理費区分 K2                  0

    現場環境改善費対象額                  0
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

    現場環境改善費率

      率

    現場環境改善費(率計上額)                  0

  共通仮設費計［合計］          3,554,880

    運  搬  費 (積上分)             74,880

    準  備  費 (積上分)                  0

    事業損失防止施設費 (積上分)                  0

    安  全  費 (積上分)                  0

    役  務  費 (積上分)                  0

    技術管理費 (積上分)                  0

    営  繕  費 (積上分)                  0

    共通仮設費 (率計上額)          3,480,000

    現場環境改善費(積上分)                  0

    現場環境改善費(率計上額)                  0
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

【現場管理費】

  現場管理費率分計算

    対象工事費 (純工事費)         35,053,655

      直接工事費         31,498,775

      共通仮設費          3,554,880

      (＋) 支給品費                  0

      (－) 非対象額計 ［小計］                  0

        処分費等控除額                  0

        経費対象外費                  0

          管理費区分 5                  0

          管理費区分 2                  0

          管理費区分 7                  0

          管理費区分 9                  0

          管理費区分 K1                  0

          管理費区分 K4                  0
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

    現場管理費対象額         35,053,655

    現場管理費率

      率 (補正前)             34.02%

      率計上額 (補正前)         11,925,000

      週休補正×施工地域補正              1.100

      補正率 (加算)              0.00%

      率 (補正後)             37.42%

    現場管理費 (率計上額)         13,117,000

【工場製作】

  間接労務費対象額                  0

    管理費区分 7                  0

  間接労務費率

  間接労務費                  0

  工場管理費対象額                  0

    間接労務費                  0
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

    管理費区分 2                  0

    管理費区分 7                  0

  工場管理費率

  工場管理費 （率計上額）                  0

【機器間接費】

  技術者間接費                  0

  機器管理費                  0

【一般管理費】

  一般管理費率分計算

    対象工事費 (工事原価)         48,170,655

      純工事費         35,053,655

      現場管理費         13,117,000

      工期延長等に伴う
           現場維持等の費用                  0

      工場管理費                  0

      機器間接費                  0
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

      (－) 非対象額計 ［小計］                  0

        処分費等控除額                  0

        経費対象外費                  0

          管理費区分 9                  0

          管理費区分 K1                  0

          管理費区分 K2                  0

          管理費区分 K3                  0

    一般管理費対象工事原価         48,170,655

    一般管理費率

      率 (補正前)             17.32%

      率計上額 (補正前)          8,343,157

      前払金補正係数               1.00

      補正率 (加算)              0.00%

      率 (補正後)             17.32%

      一般管理費 （率計上額）          8,343,157

      契約保証補正額             19,268

        契約保証補正率              0.04%
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諸　　経　　費　　計　　算　　書

         (当初対象工事原価)         48,170,655

    一般管理費等額          8,362,425

    調  整  額                -80

    一般管理費等          8,362,345

    スクラップ評価額                  0

  工  事  価  格         56,533,000

  消費税相当額          5,653,300

  本  工  事  費  計         62,186,300
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単    価    登    録    一    覧    表
単価コード 名称 摘要単価単位 適用年版 資源区分規格

管理費区分

(労務費)

御影板石据付費 m2 見積り        10,000.00 0T0105 令和3年04月01日

手摺組立設置費 ｍ 見積り         4,500.00 0T0406 令和3年04月01日
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単    価    登    録    一    覧    表
単価コード 名称 摘要単価単位 適用年版 資源区分規格

管理費区分

(資材単価)

洗い出しポーラスコンクリー
ト材料費

m3 見積り        64,700.00 1T0100 令和3年04月01日

機械コテ用ブレード 式 見積り           640.00 1T0101 令和3年04月01日

御影板石290×590×50（天
端ビシャン仕上）

m2 見積り        15,000.00 1T0103 令和3年04月01日

御影板石送料 式 見積り       260,000.00 1T0104 令和3年04月01日

水路蓋（車道
用）L2000×B1500×t180　グ
レーチング蓋付

枚 見積り       172,900.00 1T0201 令和3年04月01日

視覚障がい者誘導シート（貼
付式）線状・点状

枚 見積り         1,500.00 1T0401 令和3年04月01日

視覚障がい者誘導シート用プ
ライマー

Ｌ 見積り         2,000.00 1T0402 令和3年04月01日

ステンレス製車
止めφ114.3（上下式）

本 見積り        76,200.00 1T0403 令和3年04月01日

ステンレス製車
止めφ114.3（脱着式）カ
ギ付き

組 見積り        76,200.00 1T0404 令和3年04月01日

アルミ製片側2段手摺 ｍ 見積り        17,200.00 1T0405 令和3年04月01日

車止めポスト 本 CB420910    00123             0.00 1ZNX91757 令和3年04月01日

- 00123

車止めポスト 本 ZNX91757             0.00 1ZNX91757 令和3年04月01日

- 00129
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単    価    登    録    一    覧    表
単価コード 名称 摘要単価単位 適用年版 資源区分規格

管理費区分

(仮設材単価)

敷鉄板賃
料　t22×914×1829　(289㎏
/枚)

枚・日 物価資料            14.00 3T0901 令和3年04月01日

敷鉄板整備
費　t22×914×1829

枚 物価資料           350.00 3T0902 令和3年04月01日
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単    価    登    録    一    覧    表
単価コード 名称 摘要単価単位 適用年版 資源区分規格

管理費区分

(複合単価)

洗い出し工（ウォーターブラ
スト）

m2 見積り         7,000.00 6T0102 令和3年04月01日
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