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留意事項

工事名：

工　期：

時  期： 

時  間： 9:00～16:00

　本工事の工期は工事検査期間として１４日間を見込んでいる。

　受注者は，工事開始日以降３０日以内に工事着手しなければならない。

　事前調査：

仮設道路の設置条件有り 通行車両：工事車両に限る

　工事完了後の処理：原型復旧

　仮設は任意仮設とする。

名札の着用

特　記　仕　様　書

・本特記仕様書に記載のない事項については，福山市工事検査技術基準，令和3年8月広島県土木工事共通仕様書

によるものとする。（土木工事共通仕様書に記載のある「請負者」は「受注者」と読み替えるものとする。）

・受注者は，着工前に地元関係者と本工事施工方法等について，十分に打合せ等を行い理解を得て円滑に工事が

完成するよう勤めること。

・本工事において疑義が生じた場合は，その都度速やかに，その指定した職員（以下「監督員」という。）と協

議すること。

・表．１「該当」欄に○印がある事項については，工事施工にあたって制約等を受けることとなるので明示す

る。

なお，明示内容に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が生じたときは，監督員と協議し，適切な措置

を講じるものとする。

・請負代金額を変更する場合においては，その変更すべき請負代金額は，当初設計金額に対する当初請負代金額

の割合を変更設計金額に乗じて得た額とする。

・工事着手に先立ち，工事施工計画書を提出し，監督員の承認を得ること。

ただし，請負金額200万未満の工事に関しては以下の項目のみに省略できる。

①工事概要 ②計画実施工程表 ③現場組織表 ④安全管理 ⑤施工管理 ⑥緊急時の体制及び対応

・工事に使用する資材は，使用資材承認願を提出し，監督員の承認を得ること。

内　容該　当

関連する別途工事あり

表．１

項　目 事　項

工　程

　施工にあたっては，日本国の関係諸法令，諸官公庁の通達，工事施工に関する協定事項
等を遵守し，諸官公署への届出及び許可等の手続きは速やかに行い，監督員に報告するこ
と。

現場体制 　工事現場内において，監理技術者，主任技術者（下請負人を含む）に工事名，工
期，写真，所属会社名及び証明印の入った名札を着用させるものとする。

○

○

第三者に危害を及ぼす懸念あり

　本工事における交通誘導警備員は 人見込んでいる。
本工事において，交通誘導警備員の積上げ人数は，交通誘導警備員の対象となる施工
量に対し，作業日当たり標準作業量から必要な人数を見込んでいる。従って，正当な
理由がある場合を除き，施工実績等による交通誘導警備員の積上げ人数の増員に対す
る変更は行わない。

特別な交通安全対策が必要

施工時期・時間に制限あり

関連機関への手続きあり

その他

その他

その他

○

〇

公害対策

安全対策

工事用道路



建設発生土の処分あり

（指定処分）

建設廃棄物の処分

再生資材の使用等

建設副産物

〇

本工事で発生した建設資材廃棄物は，広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島
市，呉市，福山市）が，廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設で処理すること。
但し，建設資材廃棄物が，破砕等（選別を含む）により有用物となった場合，その用
途に応じて適切に処理するものとする。
※有用物：有価物たる性状を有するもの。有価物は客観的に利用用途に応じて適切な
品質を有していなければならない。

　当該工事により発生する建設発生土は，広島県が公表する建設発生土処分先一覧表
に掲載されている建設発生土リサイクルプラントに搬出するものとする。
　また，搬出先として，運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的にな
る建設発生土リサイクルプラントを見込んでいる。したがって，正当な理由がある場
合を除き残土処分に要する費用は（単価）は変更しない。
　なお，工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により，広島県が公表する建
設発生土処分一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラントへの搬出が困難
となった場合は，発注者と協議するものとする。

　工事受注者は，本工事により発生する特定建設資材廃棄物（特定建設資材（アス
ファルト・コンクリート，コンクリート及び木材）が廃棄物になったものをいう。）
について，「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年法律第１
０４号。以下「法」という。）及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和４
５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）を遵守し適正に処理しなけれ
ばならない。

　工事受注者は，その請け負った建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部
分から独立してその機能を発揮する工作物の工事以外の部分を他の建設業を営む者に
請け負わせようとするときは，当該他の建設業を営む者に対して，法第１２条第２項
に基づき，法第１０条第１項第１号から５号までに揚げる事項について告げなければ
ならない。

　工事受注者は，工事着手前に，「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計
画書」を本工事の監督員に提出しなければならない。

現場体制 主任(監理)技術者の配置等
　　　　　　　　　　第１　主任（監理）技術者の専任期間等
　専任が義務付けられた工事に配置される技術者の専任期間について，次に掲げる場
合で，工事打合わせ簿等により，その旨を明確にしたときは専任を要しないものとす
る。
（1） 契約上の工期の始期から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置，
資機材の搬入又は仮設工事費等が開始されるまでの間）
（2） 工事用地等の確保が未了，自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により，工事
を全面的に一時中止している期間
（3） 橋梁，ポンプ，ゲート，エレベーター等の工場製作を含む工事であって，工場
製作のみが行われている期間
　なお，工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても，建設工事を適正に施
工するため，主任（監理）技術者がこれを管理する必要があるが，当該工場製作過程
において，同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を
行うことが可能である場合は，同一の主任（監理）技術者がこれらの製作を一括して
管理することができる。

　　　　　　　　　　第２　主任（監理）技術者の変更の特例
　次に掲げる場合で，工事打合わせ簿等により，その旨を明確にしたときは，主任
（監理）技術者の変更ができるものとする。
（1） 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生
し，工期が延長されたとき。
（2） 橋梁，ポンプ，ゲート，エレベーター等の工場製作を含む工事であって，工場
から現地へ工事の現場が移行する時点
　なお，いずれの場合も発注者と請負者との協議により，交代の時期は工程上一定の
区切りと認められる時点とするほか，交代前後における主任（監理）技術者の技術力
が同等以上に確保されるとともに，工事の規模，難易度等に応じ一定期間重複して工
事現場に配置するなど，工事の継続性，品質確保等に支障がないと認められることが
必要である。

項　目

　工事受注者は，「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」に従い特
定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し，工事完成時に，「再生資源利用
実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を本工事の監督員に提出しなければならな
い。

　工事受注者は，工事完成後速やかに，福山市長（発注者）に対して，「再資源化等
完了報告書」を提出しなければならない。

〇

〇

〇

事　項 該　当 内　容

　工事に先立って「再生資源利用促進計画書」を提出し，完成時には「再生資源利用促進実
施書」を提出すること。

〇

建設副産物 〇



建設廃棄物の処分

再生資材の使用等

再生資材の利用あり

特定外来生物

現場発生品あり 品名・数量等：

納入場所：

支給材料あり 品名・数量等：

引渡場所：

その他 契約後１４日以内の工事着工前に実施工程表を監督員に提出すること。

混合物の粒度分析試験

温度測定（混合物）

基準密度の決定 事前審査による認定証の提出

（注）監督員の指示があった場合は，抽出試験結果一覧表または計量自記印字記録データ及び管理表を提出するものとする。

共通仕様書「品質管理基準」に基づきプラントの自主
管理　（注）

共通仕様書「品質管理基準」に基づきプラントの自主
管理

必須

事前審査による認定証の提出

試験基準

ﾌﾟﾗﾝﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ
舗装

試験項目

共通仕様書「品質管理基準」の全項目

配合試験

混合物のアスファルト量抽出

必須

その他

工　種 種　別 試験区分

材料

その他

項　目 事　項 該　当

建設副産物 〇

〇

工事材料

植生工他

アスファルト混合物の
事前審査制度あり

コンクリートの配合指定あり

　工事に先立って「再生資源利用計画書」を提出し，完成時には｢再生資源利用実施
書｣を提出すること。

鉄筋構造物のコンクリート（呼び強度２１及び２４）の水セメント比については５
５％以下，無筋構造物のコンクリート（呼び強度１８）の水セメント比については６
０％以下とすること。

　受注者は，アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定された加熱アス
ファルト混合物を使用する場合は，事前に認定証（認定証，混合物総括表）の写しを
監督員に提出するものとし，アスファルト混合物及び混合物の材料に関する品質証明
書，試験成績表の提出及び試験練りは省略できるものとする。
この場合，「品質管理基準」は，表．２とする。

共通仕様書「品質管理基準」の全項目

〇

〇

○

　受注者は，植栽工，吹付工，植生マット・シート工その他これらに類する植生工に
用いる植物又はその種子には，特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関す
る法律において表．３で指定する次の植物を使用してはならない。

表．２

　本工事で発生する建設廃棄物のうち,広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物
については，広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理すること。
なお，本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。

　本工事は，建設副産物情報交換システム（（財）日本建設情報総合センター）の登
録対象工事であり，受注者は施工計画時，工事完了時及び登録情報の変更が生じた場
合は速やかに当該システムにデータの入力を行うものとする。
　また，再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書について，当該システムに
より作成を行い，施工計画書に添付すること。工事完了時には再生資源利用実施書及
び再生資源利用促進実施書を提出すること。
　なお，これにより難い場合は，監督員と協議すること。

建設機械 排出ガス対策型建設機械の使用 〇

　本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は，広島県（環境局）
及び保健所設置政令市（広島市，呉市，福山市）が，廃棄物処理法に基づき許可した
適正な施設のうち受入条件が合うものの中から，運搬費と受入費（平日の受入費用）
の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って，正当な理由がある場合を除
き再資源化施設に要する費用（単価）は変更しない。
　なお，アスファルト塊については，原則として再生合材施設に搬入することとし，
これにより難い場合は，別途協議すること。

内　容

　土木工事共通仕様書（令和3年8月 広島県）で使用を義務付けている排出ガス対策
型建設機械においては，第2次基準値以上の建設機械の使用に努めること。
　なお，使用する排出ガス対策型建設機械について，基準値による設計変更は行わな
い。



                                                                                

総括情報表総括情報表 頁頁 --

変更回数変更回数
適用単価地区適用単価地区
単価適用日単価適用日

諸経費体系諸経費体系

当世代当世代 前世代前世代

000100010 0 

0 0 
7070福山市                                  福山市                                  
00-03.10.01(0)00-03.10.01(0)

99 公共(011015～)  公共(011015～)  

諸経費工種              諸経費工種              
工事費端数区分　        工事費端数区分　        
週休補正区分            週休補正区分            
施工地域・工事場所区分  施工地域・工事場所区分  
契約保証費区分　        契約保証費区分　        
前払支出割合区分        前払支出割合区分        
軽油区分　　　　        軽油区分　　　　        
復興補正区分            復興補正区分            
ＩＣＴ補正区分          ＩＣＴ補正区分          

04  道路改良工事            04  道路改良工事            
01  千円未満切捨　　        01  千円未満切捨　　        
00  補正なし　　　　        00  補正なし　　　　        
00  補正なし                00  補正なし                
01  金銭的保証(0.04%)       01  金銭的保証(0.04%)       
00  補正なし　　　　        00  補正なし　　　　        
00  一般軽油使用　　        00  一般軽油使用　　        
00  補正なし                00  補正なし                
00  補正なし                00  補正なし                



本工事費本工事費 0 0 00020002

                                                                                

頁頁 --

費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など 数       量数       量単  位単  位 単      価単      価 金      額金      額 備                考備                考

内訳表内訳表

本工事費本工事費

道路改良工事道路改良工事

         1              1     
                    
    式        式    

レベル１レベル１

土工土工

         1              1     
                    
    式        式    

レベル２レベル２

掘削工掘削工

         1              1     
                    
    式        式    

レベル３レベル３

土砂掘削土砂掘削
【土質】【土質】

                    
    m3        m3    

レベル４レベル４

掘削掘削
土砂 上記以外(小規模)土砂 上記以外(小規模)
  標準  標準

         4              4         m3        m3    

0000        

　単第　0 -0001号表　　単第　0 -0001号表　
作業残土処理工作業残土処理工

         1              1     
                    
    式        式    

レベル３レベル３

作業残土処理作業残土処理

                    
    m3        m3    

レベル４レベル４

土砂等運搬土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し  距離4.0km以下(3.5km超)DID区間無し  距離4.0km以下(3.5km超)

         0.9            0.9       m3        m3    

0000        

　単第　0 -0002号表　　単第　0 -0002号表　



本工事費本工事費 0 0 00030003

                                                                                

頁頁 --

費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など 数       量数       量単  位単  位 単      価単      価 金      額金      額 備                考備                考

内訳表内訳表

土砂等運搬土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)

        12             12         m3        m3    

0000        

　単第　0 -0003号表　　単第　0 -0003号表　
処分費対象額調整（直接工事費計上分）処分費対象額調整（直接工事費計上分）

                    
投棄料投棄料
石石

         0.9            0.9       m3        m3    

0000      

        
投棄料投棄料
砂質土砂質土

        12             12         m3        m3    

0000      

        
石・ブロック積（張）工石・ブロック積（張）工

         1              1     
                    
    式        式    

レベル２レベル２

作業土工作業土工

         1              1     
                    
    式        式    

レベル３レベル３

床堀床堀

                    
    m3        m3    

レベル４レベル４

床掘り床掘り
土砂 上記以外(小規模)土砂 上記以外(小規模)

        21             21         m3        m3    

0000        

　単第　0 -0004号表　　単第　0 -0004号表　
埋戻埋戻

                    
    m3        m3    

レベル４レベル４



本工事費本工事費 0 0 00040004

                                                                                

頁頁 --

費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など 数       量数       量単  位単  位 単      価単      価 金      額金      額 備                考備                考

内訳表内訳表

機械併用埋戻（小規模土工）機械併用埋戻（小規模土工）

        10             10         m3        m3    

0000        

　単第　0 -0005号表　　単第　0 -0005号表　
コンクリートブロック工コンクリートブロック工

         1              1     
                    
    式        式    

レベル３レベル３

コンクリートブロック基礎コンクリートブロック基礎
【規格】【規格】

                    
     m         m    

レベル４レベル４

コンクリートブロック基礎コンクリートブロック基礎

         9              9          m         m    

0000        

　単第　0 -0008号表　　単第　0 -0008号表　
コンクリートブロック積みコンクリートブロック積み
【構造種別】【構造種別】

                    
    m2        m2    

レベル４レベル４

ブロック積工ブロック積工
練積工：裏コンなし練積工：裏コンなし

        23             23         m2        m2    

0000        

　単第　0 -0013号表　　単第　0 -0013号表　
裏込材裏込材
【規格】【規格】

                    
    m3        m3    

レベル４レベル４

裏込工（ブロック積・ブロック張）裏込工（ブロック積・ブロック張）
ブロック積みブロック積み
再生クラッシャーラン（ＲＣ－４０）再生クラッシャーラン（ＲＣ－４０）

         9              9         m3        m3    

0000        

　単第　0 -0014号表　　単第　0 -0014号表　
天端コンクリート天端コンクリート
【規格】【規格】

                    
    m3        m3    

レベル４レベル４



本工事費本工事費 0 0 00050005

                                                                                

頁頁 --

費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など 数       量数       量単  位単  位 単      価単      価 金      額金      額 備                考備                考

内訳表内訳表

コンクリートコンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB
人力打設人力打設

         1              1         m3        m3    

0000        

　単第　0 -0011号表　　単第　0 -0011号表　
型枠型枠
一般型枠一般型枠
鉄筋・無筋構造物鉄筋・無筋構造物

         1.9            1.9       m2        m2    

0000        

　単第　0 -0015号表　　単第　0 -0015号表　
構造物撤去工構造物撤去工

         1              1     
                    
    式        式    

レベル２レベル２

構造物取壊し工構造物取壊し工

         1              1     
                    
    式        式    

レベル３レベル３

コンクリート構造物取壊しコンクリート構造物取壊し
【構造種別】【構造種別】

                    
    m3        m3    

レベル４レベル４

構造物とりこわし工(無筋構造物)構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工機械施工

         5.6            5.6       m3        m3    

0000        

　単第　0 -0016号表　　単第　0 -0016号表　
殻運搬・処理殻運搬・処理
【殻種別】【殻種別】

                    
    m3        m3    

レベル４レベル４

殻運搬殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわしCo(無筋)構造物とりこわし
DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)

         5.6            5.6       m3        m3    

0000        

　単第　0 -0017号表　　単第　0 -0017号表　
処分費処分費

                    



本工事費本工事費 0 0 00060006

                                                                                

頁頁 --

費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など 数       量数       量単  位単  位 単      価単      価 金      額金      額 備                考備                考

内訳表内訳表

投棄料投棄料
Co殻Co殻

        13.2           13.2        t         t    

0000      

        
仮設工仮設工

         1              1     
                    
    式        式    

レベル２レベル２

安全施設工安全施設工

         1              1     
                    
    式        式    

レベル３レベル３

ネットフェンスネットフェンス
【規格】【規格】

                    
     m         m    

レベル４レベル４

フェンス撤去・設置フェンス撤去・設置

         1              1         式        式    

0000        

　単第　0 -0018号表　　単第　0 -0018号表　
工事用道路工工事用道路工

         1              1     
                    
    式        式    

レベル３レベル３

工事用道路盛土工事用道路盛土

                    
    m3        m3    

レベル４レベル４

仮設用道路設置・撤去仮設用道路設置・撤去

         1              1         式        式    

0000        

　単第　0 -0021号表　　単第　0 -0021号表　
土砂等運搬処理土砂等運搬処理

                    
    m3        m3    

レベル４レベル４



本工事費本工事費 0 0 00070007

                                                                                

頁頁 --

費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など 数       量数       量単  位単  位 単      価単      価 金      額金      額 備                考備                考

内訳表内訳表

処分費対象額調整（直接工事費計上分）処分費対象額調整（直接工事費計上分）

                    
投棄料投棄料
砂質土砂質土

         1              1         式        式    

0000        

　単第　0 -0032号表　　単第　0 -0032号表　
土留・仮締切工土留・仮締切工

         1              1     
                    
    式        式    

レベル３レベル３

締切盛土締切盛土

                    
    m3        m3    

レベル４レベル４

仮締切工仮締切工

         1              1         式        式    

0000        

　単第　0 -0033号表　　単第　0 -0033号表　
土砂等運搬処理土砂等運搬処理

                    
    m3        m3    

レベル４レベル４

処分費対象額調整（直接工事費計上分）処分費対象額調整（直接工事費計上分）

                    
投棄料投棄料
砂質土砂質土

         1              1         式        式    

0000        

　単第　0 -0036号表　　単第　0 -0036号表　
水替工水替工

         1              1     
                    
    式        式    

レベル３レベル３



本工事費本工事費 0 0 00080008

                                                                                

頁頁 --

費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など 数       量数       量単  位単  位 単      価単      価 金      額金      額 備                考備                考

内訳表内訳表

ポンプ排水ポンプ排水

                    
    日        日    

レベル４レベル４

水替工（小口径）ポンプ据付・撤去工水替工（小口径）ポンプ据付・撤去工

         1              1        箇所      箇所   

0000        

　単第　0 -0037号表　　単第　0 -0037号表　
ポンプ運転　　　　　　　　　　　　　　　ポンプ運転　　　　　　　　　　　　　　　

         5              5         日        日    

0000        

　単第　0 -0038号表　　単第　0 -0038号表　
直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　直接工事費　　　　　　　　　　　　　　　

共通仮設費率共通仮設費率
分額　　　　分額　　　　

                    
共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　共通仮設費計　　　　　　　　　　　　　　

純工事費　　　　　　　　　　　　　　　　純工事費　　　　　　　　　　　　　　　　

現場管理費　現場管理費　
　　　　　　　　　　　　

                    
工事原価　　　　　　　　　　　　　　　　工事原価　　　　　　　　　　　　　　　　



本工事費本工事費 0 0 00090009

                                                                                

頁頁 --

費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など 数       量数       量単  位単  位 単      価単      価 金      額金      額 備                考備                考

内訳表内訳表

一般管理費率一般管理費率
分　　　　　分　　　　　

                    
契約保証費　契約保証費　
　　　　　　　　　　　　

                    
一般管理費計　　　　　　　　　　　　　　一般管理費計　　　　　　　　　　　　　　

＊＊工事価格計＊＊　　　　　　　　　　　＊＊工事価格計＊＊　　　　　　　　　　　

＊＊消費税相＊＊消費税相
当額計＊＊　当額計＊＊　

                    
＊＊請負工事費計＊＊　　　　　　　　　　＊＊請負工事費計＊＊　　　　　　　　　　



工事施工箇所

図面番号

工　　種

種　　別

路 線 名

工事箇所

縮　　尺 S= 1 : 1 0 , 0 0 0

福 　山　 市

番
号位置図

1／2

助元農道

福山市駅家町地内

助元農道災害復旧工事（単独）



工　　種

種　　別

路線名

工事箇所

縮　尺 図　示

番
号

福　　　　山　　　　市

福山市駅家町地内

助元農道

図面番号 2

助元農道災害復旧工事（単独）

2

標準断面図・構造図

平面図・断面図

平 面 図
横断面図

標準断面図 構造図

復旧延長　L=9.4ｍ

ST.0.00

ST.9.40

工事起点

工事終点

土工　一式

S=1:500

仮設工　一式

ブロック積工　A=23m2
構造物撤去工　一式

ST.9.40

ST.6.40

ST.0.00

L
=
3
.
0

同
断

同
断

凡例

C(Co):構造物取壊し

E:床掘
Fu:埋戻し

L
=
6
.
4

E=2.2
Fu=1.1
SL=2.45

Pl=0.2

U=0.94
Co=0.1

SL:ブロック積
U:裏込砕石
Co:天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
Pl:型枠

C:掘削（石積処分）

C(Co)=0.6
C=0.4（0.1）

S=1:100

1
:
0
.
2

1
0
0

SL=2.45

1
:
0
.
3

根入れ

h=1.0m以上

S=1:50

100

1
0
0

2
5
0

1
0
0

100 430 100

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
σck=18N/mm2

σck=18N/mm2

σck=18N/mm2

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠
均しｺﾝｸﾘｰﾄ
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

10m当り

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　称 単位 数　量

m3
m2
m3
m2

0.8
3.5
0.6
2.0

S=1:20

裏込砕石
(RC-40)

ブロック練積

胴込コンクリート

ブロック基礎工

350
200

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ



以下参考図書



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00100010

      1,114.8000      1,114.8000 30.15% 30.15%  58.62% 58.62%  11.23% 11.23%   0.00%  0.00%

掘削掘削 SPK21040001SPK21040001 　単第　0 -0001号表　　　単第　0 -0001号表　　
土砂 上記以外(小規模)土砂 上記以外(小規模)   標準  標準        1            1         m3        m3    

バックホウ(クローラ型)バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)バックホウ(クローラ型)
標準型・排2標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3山積0.28/平積0.2m3

標準型・排2標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3山積0.28/平積0.2m3

MTPC00062  MTPC00062  
MTPT00062  MTPT00062   30.15% 30.15%

運転手(特殊)運転手(特殊) 運転手(特殊)運転手(特殊) RTPC00006  RTPC00006  
RTPT00006  RTPT00006   58.62% 58.62%

軽油軽油 軽油1.2号パトロール給油軽油1.2号パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  TTPC00013  
TTPT00013  TTPT00013   11.23% 11.23%

積算単価積算単価 積算単価積算単価 EP001      EP001      
              

A=1          土砂                                    A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        B=5          上記以外(小規模)                        
F=7          標準                                    F=7          標準                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00110011

      1,461.3000      1,461.3000 25.95% 25.95%  61.91% 61.91%  12.14% 12.14%   0.00%  0.00%

土砂等運搬土砂等運搬 SPK21040002SPK21040002 　単第　0 -0002号表　　　単第　0 -0002号表　　
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し  距離4.0km以下(3.5km超)DID区間無し  距離4.0km以下(3.5km超)        1            1         m3        m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
4t積級4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

4t積級4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00017T1MTPC00017T1
MTPT00017T1MTPT00017T1 25.95% 25.95%

運転手(一般)運転手(一般) 運転手(一般)運転手(一般) RTPC00007  RTPC00007  
RTPT00007  RTPT00007   61.91% 61.91%

軽油軽油 軽油1.2号パトロール給油軽油1.2号パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  TTPC00013  
TTPT00013  TTPT00013   12.14% 12.14%

積算単価積算単価 積算単価積算単価 EP001      EP001      
              

A=2          小規模                                  A=2          小規模                                  B=5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)         B=5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=1          DID区間無し                             D=1          DID区間無し                             
F=21         距離4.0km以下(3.5km超)                  F=21         距離4.0km以下(3.5km超)                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00120012

      1,136.6000      1,136.6000 25.95% 25.95%  61.91% 61.91%  12.14% 12.14%   0.00%  0.00%

土砂等運搬土砂等運搬 SPK21040002SPK21040002 　単第　0 -0003号表　　　単第　0 -0003号表　　
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)        1            1         m3        m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
4t積級4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

4t積級4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00017T1MTPC00017T1
MTPT00017T1MTPT00017T1 25.95% 25.95%

運転手(一般)運転手(一般) 運転手(一般)運転手(一般) RTPC00007  RTPC00007  
RTPT00007  RTPT00007   61.91% 61.91%

軽油軽油 軽油1.2号パトロール給油軽油1.2号パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  TTPC00013  
TTPT00013  TTPT00013   12.14% 12.14%

積算単価積算単価 積算単価積算単価 EP001      EP001      
              

A=2          小規模                                  A=2          小規模                                  B=5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)         B=5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=1          DID区間無し                             D=1          DID区間無し                             
F=13         距離2.5km以下(1.5km超)                  F=13         距離2.5km以下(1.5km超)                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00130013

      1,986.0000      1,986.0000 22.07% 22.07%  70.62% 70.62%   7.31%  7.31%   0.00%  0.00%

床掘り床掘り SPK21040015SPK21040015 　単第　0 -0004号表　　　単第　0 -0004号表　　
土砂 上記以外(小規模)土砂 上記以外(小規模)        1            1         m3        m3    

バックホウ(クローラ型)バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)バックホウ(クローラ型)
後方超小旋回型・排2後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3山積0.28/平積0.2m3

後方超小旋回型・排2後方超小旋回型・排2
山積0.28/平積0.2m3山積0.28/平積0.2m3

MTPC00083  MTPC00083  
MTPT00083  MTPT00083   22.07% 22.07%

運転手(特殊)運転手(特殊) 運転手(特殊)運転手(特殊) RTPC00006  RTPC00006  
RTPT00006  RTPT00006   38.15% 38.15%

普通作業員普通作業員 普通作業員普通作業員 RTPC00002  RTPC00002  
RTPT00002  RTPT00002   32.47% 32.47%

軽油軽油 軽油1.2号パトロール給油軽油1.2号パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  TTPC00013  
TTPT00013  TTPT00013    7.31%  7.31%

積算単価積算単価 積算単価積算単価 EP001      EP001      
              

A=1          土砂                                    A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          -(全ての費用)                           E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00140014
機械併用埋戻（小規模土工）機械併用埋戻（小規模土工） 　単第　0 -0005号表　　　単第　0 -0005号表　　

       1            1         m3        m3    

機械投入(バックホウ)機械投入(バックホウ)
土砂土砂
小規模(標準)小規模(標準)

       1.1          1.1       m3        m3    
　単第　0-0006号表　　　単第　0-0006号表　　
1*1.1111            1*1.1111            

埋戻(人力)埋戻(人力)
砂・砂質土砂・砂質土        1.0          1.0       m3        m3    

　単第　0-0007号表　　　単第　0-0007号表　　
                                        

諸雑費諸雑費
       1            1         式        式                                            

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         m3        m3    

A=5          A=5          B=2          B=2          
C=2          C=2          D=0.9        土量換算係数                             D=0.9        土量換算係数                             



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00150015

        982.7000        982.7000 30.15% 30.15%  58.62% 58.62%  11.23% 11.23%   0.00%  0.00%

機械投入(バックホウ)機械投入(バックホウ) SPK21040007SPK21040007 　単第　0 -0006号表　　　単第　0 -0006号表　　
土砂土砂 小規模(標準)小規模(標準)        1            1         m3        m3    

バックホウ(クローラ型)バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)バックホウ(クローラ型)
標準型・排2標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3山積0.28/平積0.2m3

標準型・排2標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3山積0.28/平積0.2m3

MTPC00062  MTPC00062  
MTPT00062  MTPT00062   30.15% 30.15%

運転手(特殊)運転手(特殊) 運転手(特殊)運転手(特殊) RTPC00006  RTPC00006  
RTPT00006  RTPT00006   58.62% 58.62%

軽油軽油 軽油1.2号パトロール給油軽油1.2号パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  TTPC00013  
TTPT00013  TTPT00013   11.23% 11.23%

積算単価積算単価 積算単価積算単価 EP001      EP001      
              

A=1          土砂                                    A=1          土砂                                    B=4          小規模(標準)                            B=4          小規模(標準)                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00160016
埋戻(人力)埋戻(人力) 　単第　0 -0007号表　　　単第　0 -0007号表　　
砂・砂質土砂・砂質土       10           10         m3        m3    

特殊作業員特殊作業員
       0.20         0.20      人        人                                            

普通作業員普通作業員
       0.68         0.68      人        人                                            

諸雑費諸雑費
      10.00        10.00      ％        ％                                            

＊＊＊合計＊＊＊                        ＊＊＊合計＊＊＊                              10           10         m3        m3    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         m3        m3    

A=1          砂・砂質土                              A=1          砂・砂質土                              B=2          埋戻：人力まき出し                      B=2          埋戻：人力まき出し                      
C=5          振動コンパクタ（Ⅰ）                    C=5          振動コンパクタ（Ⅰ）                    



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00170017
コンクリートブロック基礎コンクリートブロック基礎 　単第　0 -0008号表　　　単第　0 -0008号表　　

      10           10          m         m    

コンクリートコンクリート
小型構造物 18-8-40BB小型構造物 18-8-40BB
人力打設人力打設

       0.8          0.8       m3        m3    
　単第　0-0009号表　　　単第　0-0009号表　　
                                        

型枠型枠
一般型枠一般型枠
小型構造物小型構造物

       3.5          3.5       m2        m2    
　単第　0-0010号表　　　単第　0-0010号表　　
                                        

コンクリートコンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB
人力打設人力打設

       0.6          0.6       m3        m3    
　単第　0-0011号表　　　単第　0-0011号表　　
                                        

型枠型枠
一般型枠一般型枠
均しコンクリート均しコンクリート

       2            2         m2        m2    
　単第　0-0012号表　　　単第　0-0012号表　　
                                        

＊＊＊合計＊＊＊                        ＊＊＊合計＊＊＊                              10           10          m         m    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1          m         m    



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00180018

     31,018.0000     31,018.0000  0.00%  0.00%  49.75% 49.75%  50.25% 50.25%   0.00%  0.00%

コンクリートコンクリート SPK21040140SPK21040140 　単第　0 -0009号表　　　単第　0 -0009号表　　
小型構造物 18-8-40BB小型構造物 18-8-40BB 人力打設人力打設        1            1         m3        m3    

普通作業員普通作業員 普通作業員普通作業員 RTPC00002  RTPC00002  
RTPT00002  RTPT00002   32.16% 32.16%

特殊作業員特殊作業員 特殊作業員特殊作業員 RTPC00001  RTPC00001  
RTPT00001  RTPT00001    7.93%  7.93%

土木一般世話役土木一般世話役 土木一般世話役土木一般世話役 RTPC00009  RTPC00009  
RTPT00009  RTPT00009    7.24%  7.24%

その他(労務)その他(労務) その他(労務)その他(労務) ER009      ER009      
              

レディーミクストコンクリート指定品レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)W/C(60％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPCD0010  TTPCD0010  
TTPT00343  TTPT00343   50.25% 50.25%

積算単価積算単価 積算単価積算単価 E9999      E9999      
              

A=2          小型構造物                              A=2          小型構造物                              B=3          人力打設                                B=3          人力打設                                
C=2          18-8-40BB                               C=2          18-8-40BB                               F=2          一般養生                                F=2          一般養生                                
H=1          現場内小運搬有り                        H=1          現場内小運搬有り                        J=2          小型車割増有                            J=2          小型車割増有                            
K=1          -(全ての費用)                           K=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00190019

      7,775.2000      7,775.2000  0.00%  0.00% 100.00%100.00%   0.00%  0.00%   0.00%  0.00%

型枠型枠 SPK21040142SPK21040142 　単第　0 -0010号表　　　単第　0 -0010号表　　
一般型枠一般型枠 小型構造物小型構造物        1            1         m2        m2    

型わく工型わく工 型わく工型わく工 RTPC00010  RTPC00010  
RTPT00010  RTPT00010   45.16% 45.16%

普通作業員普通作業員 普通作業員普通作業員 RTPC00002  RTPC00002  
RTPT00002  RTPT00002   30.69% 30.69%

土木一般世話役土木一般世話役 土木一般世話役土木一般世話役 RTPC00009  RTPC00009  
RTPT00009  RTPT00009   11.11% 11.11%

その他(労務)その他(労務) その他(労務)その他(労務) ER009      ER009      
              

積算単価積算単価 積算単価積算単価 EP001      EP001      
              

A=1          一般型枠                                A=1          一般型枠                                B=2          小型構造物                              B=2          小型構造物                              
C=1          -(全ての費用)                           C=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00200020

     26,043.0000     26,043.0000  0.00%  0.00%  39.59% 39.59%  60.41% 60.41%   0.00%  0.00%

コンクリートコンクリート SPK21040140SPK21040140 　単第　0 -0011号表　　　単第　0 -0011号表　　
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB人力打設人力打設        1            1         m3        m3    

普通作業員普通作業員 普通作業員普通作業員 RTPC00002  RTPC00002  
RTPT00002  RTPT00002   24.02% 24.02%

特殊作業員特殊作業員 特殊作業員特殊作業員 RTPC00001  RTPC00001  
RTPT00001  RTPT00001    7.46%  7.46%

土木一般世話役土木一般世話役 土木一般世話役土木一般世話役 RTPC00009  RTPC00009  
RTPT00009  RTPT00009    5.40%  5.40%

その他(労務)その他(労務) その他(労務)その他(労務) ER009      ER009      
              

レディーミクストコンクリート指定品レディーミクストコンクリート指定品 生コンクリート生コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)
W/C(60％),種別(高炉)W/C(60％),種別(高炉)

高炉 24-12-25(20) W/C 55%高炉 24-12-25(20) W/C 55%
TTPC00003  TTPC00003  
TTPT00343  TTPT00343   60.41% 60.41%

積算単価積算単価 積算単価積算単価 E9999      E9999      
              

A=1          無筋・鉄筋構造物                        A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=3          人力打設                                B=3          人力打設                                
C=3          18-8-25(20)BB                           C=3          18-8-25(20)BB                           F=2          一般養生                                F=2          一般養生                                
H=1          現場内小運搬有り                        H=1          現場内小運搬有り                        J=2          小型車割増有                            J=2          小型車割増有                            
K=1          -(全ての費用)                           K=1          -(全ての費用)                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00210021

      4,374.3000      4,374.3000  0.00%  0.00% 100.00%100.00%   0.00%  0.00%   0.00%  0.00%

型枠型枠 SPK21040142SPK21040142 　単第　0 -0012号表　　　単第　0 -0012号表　　
一般型枠一般型枠 均しコンクリート均しコンクリート        1            1         m2        m2    

型わく工型わく工 型わく工型わく工 RTPC00010  RTPC00010  
RTPT00010  RTPT00010   59.45% 59.45%

普通作業員普通作業員 普通作業員普通作業員 RTPC00002  RTPC00002  
RTPT00002  RTPT00002   19.66% 19.66%

土木一般世話役土木一般世話役 土木一般世話役土木一般世話役 RTPC00009  RTPC00009  
RTPT00009  RTPT00009    5.64%  5.64%

その他(労務)その他(労務) その他(労務)その他(労務) ER009      ER009      
              

積算単価積算単価 積算単価積算単価 EP001      EP001      
              

A=1          一般型枠                                A=1          一般型枠                                B=5          均しコンクリート                        B=5          均しコンクリート                        
C=1          -(全ての費用)                           C=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00220022
ブロック積工ブロック積工 　単第　0 -0013号表　　　単第　0 -0013号表　　
練積工：裏コンなし練積工：裏コンなし       10           10         m2        m2    

昼間_ブロック積工【手間のみ】昼間_ブロック積工【手間のみ】

時間的制約なし時間的制約なし
      10           10         m2        m2                                            

補正係数補正係数
                                        

胴込・裏込コンクリート胴込・裏込コンクリート
呼び強度18,スランプ8,粗骨材40呼び強度18,スランプ8,粗骨材40
W/C(60％),種別(高炉)W/C(60％),種別(高炉)

       2.13         2.13      m3        m3                                            

コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371>コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371>
280×420×350,参考質量41.2kg以上280×420×350,参考質量41.2kg以上
8.5個/m28.5個/m2

      10           10         m2        m2                                            

＊＊＊合計＊＊＊                        ＊＊＊合計＊＊＊                              10           10         m2        m2    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         m2        m2    

A=1          練積工：裏コンなし                      A=1          練積工：裏コンなし                      C=1          時間的制約なし                          C=1          時間的制約なし                          
D=1          夜間作業なし                            D=1          夜間作業なし                            E=1          遮水・止水シートなし                    E=1          遮水・止水シートなし                    
F=2          小型車割増あり                          F=2          小型車割増あり                          G=1          距離割増なし                            G=1          距離割増なし                            



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00230023
裏込工（ブロック積・ブロック張）裏込工（ブロック積・ブロック張） 　単第　0 -0014号表　　　単第　0 -0014号表　　
ブロック積みブロック積み 再生クラッシャーラン（ＲＣ－４０）再生クラッシャーラン（ＲＣ－４０）       10           10         m3        m3    

土木一般世話役土木一般世話役
       0.50         0.50      人        人                                            

普通作業員普通作業員
       1.40         1.40      人        人                                            

再生クラッシャラン再生クラッシャラン
40～0mm40～0mm       11.1         11.1       m3        m3                                            

諸雑費諸雑費
      12           12         ％        ％                                            

＊＊＊合計＊＊＊                        ＊＊＊合計＊＊＊                              10           10         m3        m3    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         m3        m3    

A=4          再生クラッシャーラン（ＲＣ－４０）      A=4          再生クラッシャーラン（ＲＣ－４０）      B=1          ブロック積み                            B=1          ブロック積み                            
C=2680       裏込材単価（円／ｍ３）                   C=2680       裏込材単価（円／ｍ３）                   



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00240024

      8,607.2000      8,607.2000  0.00%  0.00% 100.00%100.00%   0.00%  0.00%   0.00%  0.00%

型枠型枠 SPK21040142SPK21040142 　単第　0 -0015号表　　　単第　0 -0015号表　　
一般型枠一般型枠 鉄筋・無筋構造物鉄筋・無筋構造物        1            1         m2        m2    

型わく工型わく工 型わく工型わく工 RTPC00010  RTPC00010  
RTPT00010  RTPT00010   47.45% 47.45%

普通作業員普通作業員 普通作業員普通作業員 RTPC00002  RTPC00002  
RTPT00002  RTPT00002   24.97% 24.97%

土木一般世話役土木一般世話役 土木一般世話役土木一般世話役 RTPC00009  RTPC00009  
RTPT00009  RTPT00009    8.89%  8.89%

その他(労務)その他(労務) その他(労務)その他(労務) ER009      ER009      
              

積算単価積算単価 積算単価積算単価 EP001      EP001      
              

A=1          一般型枠                                A=1          一般型枠                                B=1          鉄筋・無筋構造物                        B=1          鉄筋・無筋構造物                        
C=1          -(全ての費用)                           C=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00250025
構造物とりこわし工(無筋構造物)構造物とりこわし工(無筋構造物) 　単第　0 -0016号表　　　単第　0 -0016号表　　
機械施工機械施工        1            1         m3        m3    

昼間_無筋構造物【手間のみ】昼間_無筋構造物【手間のみ】
機械施工機械施工
時間的制約なし時間的制約なし

       1.000        1.000     m3        m3                                            

諸雑費諸雑費
       1            1         式        式                                            

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         m3        m3    

A=1          昼間施工                                A=1          昼間施工                                B=1          機械施工                                B=1          機械施工                                
C=1          -                                       C=1          -                                       D=1          時間的制約なし                          D=1          時間的制約なし                          



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00260026

      2,207.3000      2,207.3000 43.38% 43.38%  41.88% 41.88%  14.74% 14.74%   0.00%  0.00%

殻運搬殻運搬 SPK21040138SPK21040138 　単第　0 -0017号表　　　単第　0 -0017号表　　
Co(無筋)構造物とりこわしCo(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)        1            1         m3        m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1MTPC00018T1
MTPT00018T1MTPT00018T1 43.38% 43.38%

運転手(一般)運転手(一般) 運転手(一般)運転手(一般) RTPC00007  RTPC00007  
RTPT00007  RTPT00007   41.88% 41.88%

軽油軽油 軽油1.2号パトロール給油軽油1.2号パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  TTPC00013  
TTPT00013  TTPT00013   14.74% 14.74%

積算単価積算単価 積算単価積算単価 EP001      EP001      
              

A=1          Co(無筋)構造物とりこわし                A=1          Co(無筋)構造物とりこわし                B=1          機械積込                                B=1          機械積込                                
C=2          DID区間有り                             C=2          DID区間有り                             D=50         運搬距離14.4km以下(10.9km超)            D=50         運搬距離14.4km以下(10.9km超)            
E=1          -(全ての費用)                           E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00270027
フェンス撤去・設置フェンス撤去・設置 　単第　0 -0018号表　　　単第　0 -0018号表　　

       1            1         式        式    

ネットフェンス撤去ネットフェンス撤去
       6            6          m         m    

　単第　0-0019号表　　　単第　0-0019号表　　
                                        

ネットフェンス工（本体）ネットフェンス工（本体）
Ｈ=１．２：Ａ－Ⅱ型（メッキ着色塗装製）Ｈ=１．２：Ａ－Ⅱ型（メッキ着色塗装製）        6            6          m         m    

　単第　0-0020号表　　　単第　0-0020号表　　
                                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         式        式    



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00280028
ネットフェンス撤去ネットフェンス撤去 　単第　0 -0019号表　　　単第　0 -0019号表　　

      20           20          m         m    

土木一般世話役土木一般世話役
       0.14         0.14      人        人                                            

普通作業員普通作業員
       0.52         0.52      人        人                                            

雑材料雑材料
       9            9         ％        ％                                            

＊＊＊合計＊＊＊                        ＊＊＊合計＊＊＊                              20           20          m         m    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1          m         m    



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00290029
ネットフェンス工（本体）ネットフェンス工（本体） 　単第　0 -0020号表　　　単第　0 -0020号表　　
Ｈ=１．２：Ａ－Ⅱ型（メッキ着色塗装製）Ｈ=１．２：Ａ－Ⅱ型（メッキ着色塗装製）       20           20          m         m    

ネットフェンス（メッキ着色塗装）ネットフェンス（メッキ着色塗装）
A-Ⅱ支柱間隔2.0mC-GS33.2*56mmA-Ⅱ支柱間隔2.0mC-GS33.2*56mm      20.0         20.0        m         m                                            

土木一般世話役土木一般世話役
       0.18         0.18      人        人                                            

土木一般世話役土木一般世話役
       0.07         0.07      人        人    0.07*1              0.07*1              

普通作業員普通作業員
       0.56         0.56      人        人                                            

普通作業員普通作業員
       0.41         0.41      人        人    0.41*1              0.41*1              

諸雑費諸雑費
       1            1         ％        ％                                            

＊＊＊合計＊＊＊                        ＊＊＊合計＊＊＊                              20           20          m         m    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1          m         m    

A=6          Ｈ=１．２：Ａ－Ⅱ型（メッキ着色塗装製） A=6          Ｈ=１．２：Ａ－Ⅱ型（メッキ着色塗装製） B=1          ２．０ｍ                                B=1          ２．０ｍ                                
C=1          構造物設置                              C=1          構造物設置                              



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00300030
仮設用道路設置・撤去仮設用道路設置・撤去 　単第　0 -0021号表　　　単第　0 -0021号表　　

       1            1         式        式    

路体(築堤)盛土・埋戻路体(築堤)盛土・埋戻
施工幅員2.5m以上4.0m未満施工幅員2.5m以上4.0m未満       87           87         m3        m3    

　単第　0-0022号表　　　単第　0-0022号表　　
                                        

購入土購入土
ほぐしほぐし      116          116         m3        m3                                            

掘削掘削
土砂 オープンカット 押土無し土砂 オープンカット 押土無し
 障害無し 5,000m3未満 障害無し 5,000m3未満

      94           94         m3        m3    
　単第　0-0023号表　　　単第　0-0023号表　　
                                        

法面整形法面整形
盛土部 法面締固め有り 現場制約無し盛土部 法面締固め有り 現場制約無し
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

      18           18         m2        m2    
　単第　0-0024号表　　　単第　0-0024号表　　
                                        

砂利舗装工砂利舗装工
敷均し幅2.5ｍ以上敷均し幅2.5ｍ以上
バックホウ敷均し　敷均しバックホウ敷均し　敷均し

      65           65         m2        m2    
　単第　0-0025号表　　　単第　0-0025号表　　
                                        

大型土のう製作・設置(BH設置)大型土のう製作・設置(BH設置)
      29           29         袋        袋    

　単第　0-0027号表　　　単第　0-0027号表　　
                                        

購入土購入土
ほぐしほぐし       29           29         m3        m3                                            

大型土のう撤去大型土のう撤去
作業半径 6m以下作業半径 6m以下       29           29         袋        袋    

　単第　0-0029号表　　　単第　0-0029号表　　
                                        

土砂等運搬土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し 距離2.0km以下(1.5km超)DID区間無し 距離2.0km以下(1.5km超)

     118          118         m3        m3    
　単第　0-0031号表　　　単第　0-0031号表　　
                                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         式        式    



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00310031

        736.3600        736.3600 17.82% 17.82%  74.37% 74.37%   7.81%  7.81%   0.00%  0.00%

路体(築堤)盛土・埋戻路体(築堤)盛土・埋戻 SPKN2104004SPKN2104004 　単第　0 -0022号表　　　単第　0 -0022号表　　
施工幅員2.5m以上4.0m未満施工幅員2.5m以上4.0m未満        1            1         m3        m3    

<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)バックホウ(クローラ型)
山積0.28m3(平積0.2)山積0.28m3(平積0.2)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

[後方超小旋回型][後方超小旋回型]
山積0.28m3(平積0.2m3)山積0.28m3(平積0.2m3)

KTPC00054  KTPC00054  
KTPT00054  KTPT00054    9.33%  9.33%

<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 振動ローラ(舗装用)振動ローラ(舗装用)
質量3～4t質量3～4t
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音

[搭乗式コンバインド型][搭乗式コンバインド型]
質量3～4t質量3～4t

KTPC00009  KTPC00009  
KTPT00009  KTPT00009    8.49%  8.49%

運転手(特殊)運転手(特殊) 運転手(特殊)運転手(特殊) RTPC00006  RTPC00006  
RTPT00006  RTPT00006   65.62% 65.62%

普通作業員普通作業員 普通作業員普通作業員 RTPC00002  RTPC00002  
RTPT00002  RTPT00002    8.75%  8.75%

軽油軽油 軽油1.2号パトロール給油軽油1.2号パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  TTPC00013  
TTPT00013  TTPT00013    7.81%  7.81%

積算単価積算単価 積算単価積算単価 EP001      EP001      
              

A=1          施工幅員2.5m以上4.0m未満                A=1          施工幅員2.5m以上4.0m未満                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00320032

        310.3500        310.3500 47.55% 47.55%  33.92% 33.92%  18.53% 18.53%   0.00%  0.00%

掘削掘削 SPK21040001SPK21040001 　単第　0 -0023号表　　　単第　0 -0023号表　　
土砂 オープンカット 押土無し土砂 オープンカット 押土無し  障害無し 5,000m3未満 障害無し 5,000m3未満        1            1         m3        m3    

バックホウ(クローラ型)バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)バックホウ(クローラ型)
標準型・超低騒音型・排3標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3山積0.8/平積0.6m3

標準型・超低騒音型・排3標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3山積0.8/平積0.6m3

MTPC00128  MTPC00128  
MTPT00128  MTPT00128   47.55% 47.55%

運転手(特殊)運転手(特殊) 運転手(特殊)運転手(特殊) RTPC00006  RTPC00006  
RTPT00006  RTPT00006   33.92% 33.92%

軽油軽油 軽油1.2号パトロール給油軽油1.2号パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  TTPC00013  
TTPT00013  TTPT00013   18.53% 18.53%

積算単価積算単価 積算単価積算単価 EP001      EP001      
              

A=1          土砂                                    A=1          土砂                                    B=1          オープンカット                          B=1          オープンカット                          
D=2          押土無し                                D=2          押土無し                                E=1          障害無し                                E=1          障害無し                                
F=3          5,000m3未満                             F=3          5,000m3未満                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00330033

        626.5100        626.5100 13.56% 13.56%  74.09% 74.09%  12.35% 12.35%   0.00%  0.00%

法面整形法面整形 SPK21040024SPK21040024 　単第　0 -0024号表　　　単第　0 -0024号表　　
盛土部 法面締固め有り 現場制約無し盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土レキ質土,砂及び砂質土,粘性土        1            1         m2        m2    

<賃>バックホウ(クローラ型)<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウバックホウ
山積0.8m3(平積0.6)山積0.8m3(平積0.6)
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

クローラ型クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  KTPC00018  
KTPT00018  KTPT00018   13.56% 13.56%

普通作業員普通作業員 普通作業員普通作業員 RTPC00002  RTPC00002  
RTPT00002  RTPT00002   30.91% 30.91%

運転手(特殊)運転手(特殊) 運転手(特殊)運転手(特殊) RTPC00006  RTPC00006  
RTPT00006  RTPT00006   27.42% 27.42%

土木一般世話役土木一般世話役 土木一般世話役土木一般世話役 RTPC00009  RTPC00009  
RTPT00009  RTPT00009   15.76% 15.76%

軽油軽油 軽油1.2号パトロール給油軽油1.2号パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  TTPC00013  
TTPT00013  TTPT00013   12.35% 12.35%

積算単価積算単価 積算単価積算単価 EP001      EP001      
              

A=1          盛土部                                  A=1          盛土部                                  B=1          法面締固め有り                          B=1          法面締固め有り                          
C=2          現場制約無し                            C=2          現場制約無し                            D=2          レキ質土,砂及び砂質土,粘性土            D=2          レキ質土,砂及び砂質土,粘性土            
E=1          -(全ての費用)                           E=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00340034
砂利舗装工砂利舗装工 　単第　0 -0025号表　　　単第　0 -0025号表　　
敷均し幅2.5ｍ以上敷均し幅2.5ｍ以上 バックホウ敷均し　敷均しバックホウ敷均し　敷均し      100          100         m2        m2    

土木一般世話役土木一般世話役
       0.22         0.22      人        人                                            

普通作業員普通作業員
       0.69         0.69      人        人                                            

再生クラッシャラン再生クラッシャラン
40～0mm40～0mm       11.50        11.50      m3        m3                                            

機-1_バックホウ運転機-1_バックホウ運転
クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)
排出ガス対策型2次基準排出ガス対策型2次基準

       1.90         1.90     時間      時間   
　単第　0-0026号表　　　単第　0-0026号表　　
                                        

諸雑費諸雑費
       1            1         式        式                                            

＊＊＊合計＊＊＊                        ＊＊＊合計＊＊＊                             100          100         m2        m2    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         m2        m2    

A=3          敷均し幅2.5ｍ以上                       A=3          敷均し幅2.5ｍ以上                       B=3          バックホウ敷均し                        B=3          バックホウ敷均し                        
C=1          敷均し                                  C=1          敷均し                                  D=1          舗装面仕上げ無し                        D=1          舗装面仕上げ無し                        
E=3          再生ｸﾗｼｬﾗﾝ　ＲＣ－40                    E=3          再生ｸﾗｼｬﾗﾝ　ＲＣ－40                    F=10         敷砂利仕上がり厚さ(cm)                   F=10         敷砂利仕上がり厚さ(cm)                   
G=2          舗設材単価０円区分：なし                G=2          舗設材単価０円区分：なし                H=2680       敷材単価(円)(Ｇ＝２の時）                H=2680       敷材単価(円)(Ｇ＝２の時）                
I=2          小型車割増あり                          I=2          小型車割増あり                          



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00350035
機-1_バックホウ運転機-1_バックホウ運転 　単第　0 -0026号表　　　単第　0 -0026号表　　
クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)排出ガス対策型2次基準排出ガス対策型2次基準        1            1        時間      時間   

運転手(特殊)運転手(特殊)
       0.16         0.16      人        人                                            

軽油軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油パトロール給油,2～4KL積載車給油        6.30         6.30       L         L                                            

バックホウ(クローラ型)バックホウ(クローラ型)
標準型・排2標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3山積0.28/平積0.2m3

       1            1        時間      時間                                           

諸雑費諸雑費
       1            1         式        式                                            

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1        時間      時間   

A=1          クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)    A=1          クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)    B=1          B=1          
C=0          労務単価の夜間等割増率                   C=0          労務単価の夜間等割増率                   D=3          排出ガス対策型2次基準                   D=3          排出ガス対策型2次基準                   
E=0          運転労務数量 (人/h) 標準=省略            E=0          運転労務数量 (人/h) 標準=省略            F=0          燃料消費量 (L/h) 標準=省略               F=0          燃料消費量 (L/h) 標準=省略               



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00360036
大型土のう製作・設置(BH設置)大型土のう製作・設置(BH設置) 　単第　0 -0027号表　　　単第　0 -0027号表　　

      10           10         袋        袋    

土木一般世話役土木一般世話役
       0.278        0.278     人        人    1*0.278             1*0.278             

特殊作業員特殊作業員
       0.278        0.278     人        人    1*0.278             1*0.278             

普通作業員普通作業員
       0.278        0.278     人        人    1*0.278             1*0.278             

1t土のう1t土のう
丸型,径110cm×長108cm丸型,径110cm×長108cm       10.000       10.000     枚        枚                                            

機-28_バックホウ運転(賃料)機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次       0.278        0.278     日        日    

　単第　0-0028号表　　　単第　0-0028号表　　
                                        

諸雑費諸雑費
       4            4          %         %                                            

＊＊＊合計＊＊＊                        ＊＊＊合計＊＊＊                              10           10         袋        袋    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         袋        袋    

A=1          1t土のう(丸型,径110cm×長108cm)         A=1          1t土のう(丸型,径110cm×長108cm)         



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00370037
機-28_バックホウ運転(賃料)機-28_バックホウ運転(賃料) 　単第　0 -0028号表　　　単第　0 -0028号表　　
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次        1            1         日        日    

運転手(特殊)運転手(特殊)
       1.00         1.00      人        人                                            

軽油軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油パトロール給油,2～4KL積載車給油       98.00        98.00       L         L                                            

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

       1.39         1.39    供用日    供用日                                          

諸雑費諸雑費
       1            1         式        式                                            

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         日        日    

A=21         クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次    A=21         クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次    B=98         軽油消費量(L/日)                         B=98         軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.39       機械賃料数量(供用日/日)                  D=1.39       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00380038
大型土のう撤去大型土のう撤去 　単第　0 -0029号表　　　単第　0 -0029号表　　
作業半径 6m以下作業半径 6m以下       10           10         袋        袋    

土木一般世話役土木一般世話役
       0.069        0.069     人        人    1*0.069             1*0.069             

特殊作業員特殊作業員
       0.069        0.069     人        人    1*0.069             1*0.069             

機-28_バックホウ運転(賃料)機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次       0.069        0.069     日        日    

　単第　0-0030号表　　　単第　0-0030号表　　
                                        

諸雑費諸雑費
       1            1         式        式                                            

＊＊＊合計＊＊＊                        ＊＊＊合計＊＊＊                              10           10         袋        袋    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         袋        袋    

A=1          作業半径 6m以下                         A=1          作業半径 6m以下                         



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00390039
機-28_バックホウ運転(賃料)機-28_バックホウ運転(賃料) 　単第　0 -0030号表　　　単第　0 -0030号表　　
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次        1            1         日        日    

運転手(特殊)運転手(特殊)
       1.00         1.00      人        人                                            

軽油軽油
パトロール給油,2～4KL積載車給油パトロール給油,2～4KL積載車給油       74.00        74.00       L         L                                            

<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)
山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t
排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音

       1.26         1.26    供用日    供用日                                          

諸雑費諸雑費
       1            1         式        式                                            

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         日        日    

A=21         クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次    A=21         クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次    B=74         軽油消費量(L/日)                         B=74         軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.26       機械賃料数量(供用日/日)                  D=1.26       機械賃料数量(供用日/日)                  



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00400040

        587.4000        587.4000 47.38% 47.38%  37.64% 37.64%  14.98% 14.98%   0.00%  0.00%

土砂等運搬土砂等運搬 SPK21040002SPK21040002 　単第　0 -0031号表　　　単第　0 -0031号表　　
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.0km以下(1.5km超)DID区間無し 距離2.0km以下(1.5km超)        1            1         m3        m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
10t積級10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

10t積級10t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00018T1MTPC00018T1
MTPT00018T1MTPT00018T1 47.38% 47.38%

運転手(一般)運転手(一般) 運転手(一般)運転手(一般) RTPC00007  RTPC00007  
RTPT00007  RTPT00007   37.64% 37.64%

軽油軽油 軽油1.2号パトロール給油軽油1.2号パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  TTPC00013  
TTPT00013  TTPT00013   14.98% 14.98%

積算単価積算単価 積算単価積算単価 EP001      EP001      
              

A=1          標準                                    A=1          標準                                    B=1          バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)          B=1          バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)          
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=1          DID区間無し                             D=1          DID区間無し                             
E=5          距離2.0km以下(1.5km超)                  E=5          距離2.0km以下(1.5km超)                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00410041
投棄料投棄料 　単第　0 -0032号表　　　単第　0 -0032号表　　
砂質土砂質土        1            1         式        式    

投棄料投棄料
砂質土砂質土      118          118         m3        m3                                            

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         式        式    



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00420042
仮締切工仮締切工 　単第　0 -0033号表　　　単第　0 -0033号表　　

       1            1         式        式    

土のう設置撤去土のう設置撤去
仕拵え～設置～撤去仕拵え～設置～撤去        5            5         m3        m3    

　単第　0-0034号表　　　単第　0-0034号表　　
                                        

購入土購入土
ほぐしほぐし        5            5         m3        m3                                            

機械併用埋戻(小規模土工)機械併用埋戻(小規模土工)
      14           14         m3        m3    

　単第　0-0035号表　　　単第　0-0035号表　　
                                        

購入土購入土
ほぐしほぐし       18           18         m3        m3                                            

掘削掘削
土砂 上記以外(小規模)土砂 上記以外(小規模)
  標準  標準

      14           14         m3        m3    
　単第　0-0001号表　　　単第　0-0001号表　　
                                        

土砂等運搬土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)DID区間無し  距離2.5km以下(1.5km超)

      18           18         m3        m3    
　単第　0-0003号表　　　単第　0-0003号表　　
                                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         式        式    



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00430043
土のう設置撤去土のう設置撤去 　単第　0 -0034号表　　　単第　0 -0034号表　　
仕拵え～設置～撤去仕拵え～設置～撤去       10           10         m3        m3    

普通作業員普通作業員
      14.50        14.50      人        人                                            

土のう土のう
幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製     500.0        500.0       枚        枚                                            

諸雑費諸雑費
       1            1         式        式                                            

＊＊＊合計＊＊＊                        ＊＊＊合計＊＊＊                              10           10         m3        m3    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         m3        m3    

A=1          仕拵え～設置～撤去                      A=1          仕拵え～設置～撤去                      



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00440044
機械併用埋戻(小規模土工)機械併用埋戻(小規模土工) 　単第　0 -0035号表　　　単第　0 -0035号表　　

       1            1         m3        m3    

機械投入(バックホウ)機械投入(バックホウ)
土砂土砂
小規模(標準)小規模(標準)

       1.1          1.1       m3        m3    
　単第　0-0006号表　　　単第　0-0006号表　　
1*1.1111            1*1.1111            

埋戻(人力)埋戻(人力)
砂・砂質土砂・砂質土        1.0          1.0       m3        m3    

　単第　0-0007号表　　　単第　0-0007号表　　
                                        

諸雑費諸雑費
       1            1         式        式                                            

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         m3        m3    

A=5          A=5          B=2          B=2          
C=2          C=2          D=0.9        土量換算係数                             D=0.9        土量換算係数                             



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00450045
投棄料投棄料 　単第　0 -0036号表　　　単第　0 -0036号表　　
砂質土砂質土        1            1         式        式    

投棄料投棄料
砂質土砂質土       18           18         m3        m3                                            

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         式        式    



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00460046
水替工（小口径）ポンプ据付・撤去工水替工（小口径）ポンプ据付・撤去工 　単第　0 -0037号表　　　単第　0 -0037号表　　

       1            1        箇所      箇所   

土木一般世話役土木一般世話役
       0.3          0.3       人        人                                            

普通作業員普通作業員
       0.5          0.5       人        人                                            

諸雑費諸雑費
       1            1         式        式                                            

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1        箇所      箇所   

A=1          口径50mm（排水量0以上6未満〔ｍ3/ｈ〕）  A=1          口径50mm（排水量0以上6未満〔ｍ3/ｈ〕）  



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00470047
ポンプ運転ポンプ運転 　単第　0 -0038号表　　　単第　0 -0038号表　　

       1            1         日        日    

特殊作業員特殊作業員
       0.14         0.14      人        人                                            

機-16_発動発電機運転機-16_発動発電機運転
ガソリン2kVAガソリン2kVA
普通型普通型

       1            1         日        日    
　単第　0-0039号表　　　単第　0-0039号表　　
                                        

諸雑費諸雑費
      10           10         ％        ％                                            

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         日        日    

A=1          排水量０以上　６m3／ｈ未満              A=1          排水量０以上　６m3／ｈ未満              B=1          作業時排水                              B=1          作業時排水                              
C=2          発動発電機                              C=2          発動発電機                              



                                                                                

施 工 単 価 表施 工 単 価 表 頁頁 --

当り当り
名　称　・　規　格　な　ど名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量数　　　量 単　位単　位 単　　　　価単　　　　価 金　　　額金　　　額 備　　　　　　　　　　考備　　　　　　　　　　考

0 0 00480048
機-16_発動発電機運転機-16_発動発電機運転 　単第　0 -0039号表　　　単第　0 -0039号表　　
ガソリン2kVAガソリン2kVA 普通型普通型        1            1         日        日    

ガソリン,レギュラーガソリン,レギュラー
スタンド渡し,スタンド給油スタンド渡し,スタンド給油        9.00         9.00       L         L                                            

<賃>発動発電機(ガソリン発電機)<賃>発動発電機(ガソリン発電機)
定格容量2kVA定格容量2kVA
低騒音低騒音

       1.10         1.10    供用日    供用日                                          

諸雑費諸雑費
       1            1         式        式                                            

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　          ＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                 1            1         日        日    

A=18         ガソリン2kVA                            A=18         ガソリン2kVA                            B=9          燃料消費量(L/日)                         B=9          燃料消費量(L/日)                         
C=1.1        機械賃料数量(供用日/日)                  C=1.1        機械賃料数量(供用日/日)                  D=1          普通型                                  D=1          普通型                                  



0 0 00490049

                                                                                

登 録 単 価 一 覧 表登 録 単 価 一 覧 表 頁頁 --

コードコード 名称・規格１・規格２名称・規格１・規格２ 単　位単　位 単　　価単　　価 単　　価単　　価 単　　価単　　価 単　　価単　　価 特殊特殊
集計集計
集計集計
区分区分(00.04.08)(00.04.08)(01.05.09)(01.05.09)(02.06.10)(02.06.10)(03.07.11)(03.07.11)

(12.16)(12.16) (13.17)(13.17) (14.18)(14.18) (15.19)(15.19)
F0000000001F0000000001投棄料投棄料

石石
    m3        m3            

F0000000002F0000000002投棄料投棄料
砂質土砂質土

    m3        m3            

F0000000003F0000000003投棄料投棄料
Co殻Co殻

     t         t            

F0000000004F0000000004購入土購入土
ほぐしほぐし

    m3        m3            

F0000000005F0000000005RC-40RC-40
小型車割増し小型車割増し

    m3        m3            



道路改良工事（万能倉７号線）

設計数量 積算数量

農道工事

道路土工

掘削工

掘削 m3 3.8 4 計　第1表

残土処理工  

残土運搬処分 石 運搬距離 L=4.0㎞以下 m3 0.9 0.9 土量配分

残土運搬処分 砂質土 運搬距離 L=1.7㎞以下 m3 12.2 12 土量配分

コンクリートブロック工

作業土工

床掘 m3 20.7 21 計　第　1表

埋戻 砂質土 m3 10.3 10 計　第　1表

ブロック積工

ブロック積 練積 m2 23.1 23 計　第　2表

裏込砕石 m3 8.8 9 計　第　2表

ブロック基礎工 m 9.4 9 計　第　2表

天端コンクリート m3 0.9 1 計　第　3表

型枠 無筋構造物 m2 1.9 1.9 計　第　3表

構造物撤去工

構造物取壊し工

構造物取壊し 無筋構造物 m3 5.6 5.6 計　第　4表

運搬処理工

殻運搬 コンクリート殻 運搬距離 L=11.6㎞以下 m3 5.6 5.6 計　第　4表

処分費 コンクリート殻 5.6*2.35 t 13.2 13.2

仮設工

工事用道路

フェンス撤去・設置 m 6.0 6 仮設計画図より

盛土 m3 87.1 87 計　第　5表

購入土 ほぐし 87.1*1.33 m3 115.8 116

法面整形 盛土部 m2 18.2 18 計　第　5表

細目③ 単位

数量

摘要費目 工種 種別 細目① 細目②



道路改良工事（万能倉７号線）

設計数量 積算数量
細目③ 単位

数量

摘要費目 工種 種別 細目① 細目②

敷砂利 RC-40 m2 64.8 65 計　第　5表

掘削 盛土+敷砂利 87.1+（64.8*0.1） m3 93.6 94

土のう

大型土のう製作・設置 袋 29 29 仮設計画図より

購入土 m3 29 29

大型土のう撤去 袋 29 29 仮設計画図より

土砂等運搬処分 砂質土 93.6+29/1.2 m3 117.7 118

仮締切工

土のう設置撤去 0.9*0.4*15 m3 5.4 5 仮設計画図より

購入土 m3 5.4 5

盛土 0.9*15 m3 13.5 14 仮設計画図より

購入土 ほぐし 13.5*1.33 m3 18.0 18

掘削 m3 13.5 14

土砂等運搬処分 砂質土 13.5+5.4/1.2 m3 18.0 18

水替工

ポンプ設置・撤去 箇所 1 1

ポンプ運転 日 4.3 5



+ - =

砂質土 12.2
石積 0.9
合計 13.1

3.8 20.7 11.4 13.1

残土処理

掘削（C) 床掘（E) 流用土 残土処理
（地山） （地山） （地山）

1/0.9

↓

10.3
×

土量配分表

埋戻
（締固め）



距　離 摘要

ｍ 断面積　m2 平均　　m2 立積　m3 断面積　m2 平均　　m2 立積　m3 断面積　m2 平均　　m2 立積　m3

ST.0.00 0.4 2.2 1.1

ST.6.40 6.4 0.4 0.40 2.6 2.2 2.20 14.1 1.1 1.10 7.0

ST.9.40 3.0 0.4 0.40 1.2 2.2 2.20 6.6 1.1 1.10 3.3

合計 3.8 20.7 10.3

距　離 摘要

ｍ 断面　m 平均　　m 平積　m2 断面積　m2 平均　　m2 立積　m3 延長　ｍ

ST.0.00 2.45 0.94

ST.6.40 6.4 2.45 2.45 15.7 0.94 0.94 6.0 6.4

ST.9.40 3.0 2.45 2.45 7.4 0.94 0.94 2.8 3.0

合計 23.1 8.8 9.4

距　離 摘要

ｍ 断面積　m2 平均　　m2 立積　m3 断面　m 平均　　m 平積　m2

ST.0.00 0.1 0.2

ST.6.40 6.4 0.1 0.10 0.6 0.2 0.20 1.3

ST.9.40 3.0 0.1 0.10 0.3 0.2 0.20 0.6

合計 0.9 1.9

距　離 摘要

ｍ 断面積　m2 平均　　m2 立積　m3 断面積　m2 平均　　m2 立積　m3

ST.0.00 0.6 0.1

ST.6.40 6.4 0.6 0.60 3.8 0.1 0.10 0.6

ST.9.40 3.0 0.6 0.60 1.8 0.1 0.10 0.3

合計 5.6 0.9

計　第　4表 構造物取壊し 計　算　表

測　点
構造物取壊し　C(Co) 石積処分

計　第　3表 ブロック積工 計　算　表

測　点
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ　Co 型枠　Pｌ

計　第　2表 ブロック積工 計　算　表

測　点
ブロック積　SL 裏込砕石　U 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

計　第　1表 土工・作業土工 計　算　表

測　点
掘削　C 床掘　E 埋戻　Fu



距　離 摘要

ｍ 断面積　m2 平均　　m2 立積　m3 断面　m 平均　　m 平積　m2 断面　m 平均　　m 平積　m2

0.0 0.0 0.0

A-A 6.0 6.8 3.40 20.4 3.0 1.50 9.0 1.4 0.70 4.2

B-B 8.6 0.0 3.40 29.2 3.0 3.00 25.8 0.0 0.70 6.0

7.5 3.0 1.6

10.0 0.0 3.75 37.5 3.0 3.00 30.0 0.0 0.80 8.0

合計 87.1 64.8 18.2

計　第　5表 仮設用道路 計　算　表

測　点
盛土　B 敷砕石　W 法面工　L



図面番号

工　　種

種　　別

路線名

工事箇所

縮　尺 図　示

番
号

福　　　　山　　　　市

福山市駅家町地内

助元農道

助元農道災害復旧工事（単独）

仮設計画図（参考）

平 面 図
工事用道路

(3.00)

(3.50)

W=3.0

W=3.0

W=3.0

(3.00)

(3.50)

W=3.0

B=0.0

L=0.0
W=0.0

W:敷砕石

(1:1.5)

大型土のう
容量1m3

敷砕石 t=10cm

RC-40

敷砕石 t=10cm

RC-40

L
=
8
.
6

L
=
1
0
.
0

B=6.8

L=1.4

(1:1.5)
容量1m3

大型土のう

B=7.5

L=1.6

L
=
6
.
0

凡例

B-B

A-A

S=1:100

B

A

A

B

L=0.0

B=0.0

L=0.0

B=0.0

L:法面工

B:盛土

S=1:250

仮締切工　L=15.0m

大型土のう　N=29個　容量1m3

仮
設
用
道
路
　
W=3.5m (i=14.2%)

L=24.6m H=3.5m

フェンス撤去・設置　L=6.0m

0.90

1:1.2

0
.
9
0

土のう（H=0.9m)
1.58

0.50

搬入土
盛土(B)=0.9

仮締切工 S=1:50


