
導水管布設工
　ダクタイル ＮＳ形 φ500　　L=106.6m
　ダクタイル ＮＳ形 φ600　　L=121.5m
　ダクタイル ＰＮ形 φ500　　L=10.9m

φ700㎜推進工　　L=8.8m

立坑工　2箇所

バタフライ弁設置工　NS形φ500　2箇所
　　　　　　　　　　NS形φ600　1箇所

空気弁設置工φ75　5箇所

舗装工　900m2

号第年度平成 工　　事　　設　　計　　書

千代田町ほか５００粍導水管耐震化工事

四日市市　千代田町及び伊坂町　地内

契約の日から平成31年2月28日限り

施工地名

工 事 名

工 事 費

工　　期

工　　　事　　　の　　　概　　　要

検 四　 日　 市　 市

施 設 名

起　　　工　　　理　　　由

30

設　計

審　査 年　　月　　日平成

年　　月　　日平成

設計 検算

課長補佐課長 係長

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

本工事費

式

         1.000

管路工（開削）

式

         1.000

φ500導水管布設

式

         1.000

第 0001 号 明細表
材料

式

         1.000

第 0002 号 明細表
管路土工

式

         1.000

第 0003 号 明細表
管布設工

式

         1.000

φ600導水管布設

式

         1.000

第 0004 号 明細表
材料

式

         1.000

第 0005 号 明細表
管路土工

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

第 0006 号 明細表
管布設工

式

         1.000

φ600導水管布設（夜間施工）

式

         1.000

第 0007 号 明細表
管路土工

式

         1.000

第 0008 号 明細表
管布設工

式

         1.000

試掘工

式

         1.000

第 0009 号 明細表
試掘工

式

         1.000

管路工（推進）

式

         1.000

立坑工

式

         1.000

第 0010 号 明細表
発進立坑工（鋼製ケーシング式土
留工）

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

第 0011 号 明細表
到達立坑工（鋼製ケーシング式土
留工）

式

         1.000

補助地盤改良工

式

         1.000

第 0012 号 明細表
薬液注入工

式

         1.000

推進工

式

         1.000

第 0013 号 明細表
ボーリング式一重ケーシング方式
鋼管推進工

式

         1.000

第 0014 号 明細表
材料（さや管分）

式

         1.000

第 0015 号 明細表
仮設備工

式

         1.000

付帯工

式

         1.000

舗装復旧工

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

第 0016 号 明細表
舗装復旧工

式

         1.000

第 0017 号 明細表
舗装復旧工（夜間施工）

式

         1.000

交通管理工

式

         1.000

交通管理工

式

         1.000

第 0018 号 明細表
交通誘導警備員

直接工事費計 式

         1.000

間接工事費

共通仮設費

式

         1.000

第 9001 号 明細表
運　搬　費

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

第 9002 号 明細表
事業損失防止施設費

式

         1.000

共通仮設費（率計上額）

式

         1.000

共通仮設費計

純工事費 式

         1.000

式

         1.000

現場管理費

工事原価 式

         1.000

式

         1.000

一般管理費等

式

         1.000

第 9003 号 明細表
スクラップ評価額

工事価格 式

         1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0001 材料

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ダクタイル鋳鉄管（Ｓ種）直管ＮＳ形　モルタ
ル 本

        19.000

φ500×6000

ダクタイル鋳鉄管90°　曲管　ＮＳ形
個

         8.000

φ500

ダクタイル鋳鉄管45°　曲管　ＮＳ形
個

         4.000

φ500

ダクタイル鋳鉄管フランジ付Ｔ字管　ＮＳ形
個

         3.000

φ500×φ75（GF7.5K）

ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪NS形（特殊割押輪）
個

         5.000

φ500

NS形バタフライ弁
個

         2.000

φ500

ダクタイル鋳鉄管ライナ　NS形
個

        16.000

φ500

ダクタイル鋳鉄管切管用挿し口リン
グ　NS形（リベット） 個

        15.000

φ500

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0001 材料

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

NS形バタフライ弁用接合材
個

         4.000

φ500

急速（排）空気弁
個

         3.000

φ75　内外面粉体

補修弁　内外面粉体（ボール式）
個

         3.000

φ75×150

ダクタイル鋳鉄管フランジ短管
個

         3.000

φ75×500（RF7.5K）

NS形　押輪
個

         1.000

φ500

NS形　ゴム輪
個

         1.000

φ500

NS形　バックアップリング
個

         1.000

φ500

SUS　T頭ボルト・ナット
組

        14.000

φ20×125

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0001 材料

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

フランジパッキン
枚

         6.000

φ75

GFパッキン1号
枚

         3.000

φ75

フランジボルト
本

        36.000

M16×70

大型仕切弁鉄蓋
組

         2.000

MR-2G-10L

調整リング（大型仕切弁用）
組

         2.000

MR-2-50K

大型仕切弁土留
個

         2.000

上部壁H=400A

大型仕切弁土留
個

         2.000

下部壁H=400CN

大型仕切弁土留
個

         2.000

底板MR-80S　H=80

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0001 材料

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

単口空気弁鉄蓋
個

         3.000

3号　φ500

調整リング（単口消火栓用・レジコン）
個

         3.000

50-50K

単口消火栓土留
個

         3.000

上部壁50-200A

単口消火栓土留
個

         3.000

下部壁50-200C

単口消火栓土留
個

         3.000

底板50-40S

ボルト・ナット
組

         3.000

M16×110×3個（座金含む）

表示テープ
ｍ

       106.600

合　　計

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0002 管路土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

       200.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0001号施工単価表

m2

       128.000

アスファルト殻運搬工 第0001号単価表

m3

        13.000

機械掘削工（バックホウ） 第0003号施工単価表

m3

       220.000

機械投入埋戻工（再生クッション用砂） 第0002号単価表

m3

        84.000

機械投入埋戻工（再生クラッシャーランRC-40） 第0003号単価表

m3

        86.000

路盤工 第0004号施工単価表

m2

       128.000

下層路盤 施工厚= 14 cm ＲＣ－40 再生材

路盤工 第0005号施工単価表

m2

       128.000

上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0002 管路土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

仮舗装工　t=50 第0006号施工単価表

m2

       128.000

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

発生土運搬工 第0007号施工単価表

m3

       220.000

土留工（軽量鋼矢板たて込み） 第0004号単価表

ｍ

        83.000

矢板長=2.0m,

土留工（軽量鋼矢板たて込み） 第0005号単価表

ｍ

         4.000

矢板長=2.5m,

土留工（軽量鋼矢板たて込み） 第0006号単価表

ｍ

        11.000

矢板長=3.0m,

土留工（軽量鋼矢板引抜き） 第0007号単価表

ｍ

        83.000

矢板長=2.0m,

土留工（軽量鋼矢板引抜き） 第0008号単価表

ｍ

         4.000

矢板長=2.5m,

土留工（軽量鋼矢板引抜き） 第0009号単価表

ｍ

        11.000

矢板長=3.0m,

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0002 管路土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

軽量金属支保設置工 第0008号施工単価表

ｍ

        83.000

１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式

軽量金属支保設置工 第0009号施工単価表

ｍ

        15.000

２段 3.5m以下 軽量金属 水圧式

軽量金属支保撤去工 第0010号施工単価表

ｍ

        83.000

１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式

軽量金属支保撤去工 第0011号施工単価表

ｍ

        15.000

２段 3.5m以下 軽量金属 水圧式

軽量鋼矢板賃料
式

         1.000

φ500開削区間

開削水替工 第0012号施工単価表

日

合　　計

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0003 管布設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

鋳鉄管布設工 第0015号施工単価表

ｍ

       105.700

径500mm

ＮＳ継手接合工 第0016号施工単価表

口

        23.000

径500mm     ライナを含まない

ＮＳ継手接合工 第0017号施工単価表

口

        16.000

径500mm     ライナを含む

継手工 第0010号単価表

口

        10.000

500㎜　NS形特殊割押輪

鋳鉄管切断・溝切り加工（２工程） 第0018号施工単価表

口

        15.000

パイプ切削切断機 径500mm

ＮＳ継手挿口加工 第0020号施工単価表

口

        15.000

径500mm

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工(鋳鉄及鋼板製) 第0021号施工単価表

基

         2.000

径500mm たて型

フランジ継手工 第0022号施工単価表

口

         9.000

径75(80)mm JWWA 7.5K（0.74MPa）

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0003 管布設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

空気弁設置工 第0011号単価表

基

         3.000

φ75㎜　フランジ継手工控除

鉄蓋設置工 第0023号施工単価表

個

         2.000

角形 ３号　700mm×500mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） 第0024号施工単価表

個

         2.000

３号 調整リング 内径700X500 高さ50mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） 第0025号施工単価表

個

         2.000

３号 上部壁 内径700X500 高さ200mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） 第0026号施工単価表

個

         2.000

３号 下部壁 内径700X500 高さ400mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） 第0027号施工単価表

個

         2.000

３号 底版 内径700X500 高さ40mm 設置

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB221110(0004)

m2

         2.600

27.5cm超30.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車
割増有り

鉄蓋設置工 第0028号施工単価表

個

         3.000

円形 ３号　500mm 設置

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0003 管布設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 第0029号施工単価表

個

         3.000

３号 調整リング 内寸500mm 高さ50mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 第0030号施工単価表

個

         3.000

３号 上部壁 内寸500mm 高さ200mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 第0031号施工単価表

個

         3.000

３号 下部壁 内寸500mm 高さ200mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 第0032号施工単価表

個

         3.000

３号 底版 内寸500mm 高さ40mm 設置

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB221110(0005)

m2

         1.500

17.5cm超20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車
割増有り

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 第0012号単価表

ｍ

       106.600

径500mm,固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

埋設表示シート工 第0013号単価表

ｍ

       106.600

材工共

メカニカル継手取外し工 第0033号施工単価表

口

         1.000

径500mm   Ｋ形

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0003 管布設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

合　　計

第 号 明細表0004 材料

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ダクタイル鋳鉄管（S種）直管NS形　モルタル
本

        21.000

φ600×6000

ダクタイル鋳鉄管45°　曲管　NS形
個

         5.000

φ600

ダクタイル鋳鉄管22° 1/2曲管　NS形
個

         5.000

φ600

ダクタイル鋳鉄管5° 5/8曲管　NS形
個

         1.000

φ600

ダクタイル鋳鉄管受挿し片落管　NS形
個

         1.000

φ600×φ500

ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管　NS形
個

         2.000

φ600×φ75（GF7.5K）

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0004 材料

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ダクタイル鋳鉄管継ぎ輪　NS形（特殊割押輪）
個

         2.000

φ600

NS形バタフライ弁
個

         1.000

φ600

ダクタイル鋳鉄管ライナ　NS形
個

        16.000

φ600

ダクタイル鋳鉄管切管用挿し口リングNS形（リ
ベット） 個

        11.000

φ600

NS形バタフライ弁用接合材
個

         2.000

φ600

急速（排）空気弁
個

         2.000

φ75　内外面粉体

補修弁　内外面粉体（ボール式）
個

         2.000

φ75×150

ダクタイル鋳鉄管フランジ短管
個

         2.000

φ75×500（RF7.5K）

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0004 材料

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

NS形　押輪
個

         1.000

φ600

NS形　ゴム輪
個

         1.000

φ600

NS形　バックアップリング
個

         1.000

φ600

SUS　T頭ボルト・ナット
組

        14.000

φ20×125

フランジパッキン
枚

         4.000

φ75

GFパッキン1号
枚

         2.000

φ75

フランジボルト
本

        24.000

M16×70

大型仕切弁鉄蓋
組

         1.000

MR-2G-10L

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0004 材料

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

調整リング（大型仕切弁用）
組

         1.000

MR-2-50K

大型仕切弁土留
個

         1.000

上部壁H=400A

大型仕切弁土留
個

         1.000

下部壁H=400CN

大型仕切弁土留
個

         1.000

底板MR-80S　H=80

単口空気弁鉄蓋
個

         2.000

3号　φ500

調整リング（単口消火栓用・レジコン）
個

         2.000

50-50K

単口消火栓土留
個

         2.000

上部壁50-200A

単口消火栓土留
個

         2.000

下部壁50-200C

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0004 材料

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

単口消火栓土留
個

         2.000

底板50-40S

ボルト・ナット
組

         2.000

M16×110×3個（座金含む）

表示テープ
ｍ

       121.500

水張り用ドレン材料 第0014号単価表

箇所

         1.000

合　　計

第 号 明細表0005 管路土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

       240.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0001号施工単価表

m2

       140.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0005 管路土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

アスファルト殻運搬工 第0001号単価表

m3

        14.000

機械掘削工（バックホウ） 第0003号施工単価表

m3

       250.000

機械投入埋戻工（再生クッション用砂） 第0002号単価表

m3

        99.000

機械投入埋戻工（再生クラッシャーランRC-40） 第0003号単価表

m3

        83.000

路盤工 第0004号施工単価表

m2

       140.000

下層路盤 施工厚= 14 cm ＲＣ－40 再生材

路盤工 第0005号施工単価表

m2

       140.000

上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石

仮舗装工　t=50 第0006号施工単価表

m2

       140.000

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

発生土運搬工 第0007号施工単価表

m3

       250.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0005 管路土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

土留工（軽量鋼矢板たて込み） 第0005号単価表

ｍ

        95.000

矢板長=2.5m,

土留工（軽量鋼矢板たて込み） 第0006号単価表

ｍ

         5.000

矢板長=3.0m,

土留工（軽量鋼矢板引抜き） 第0008号単価表

ｍ

        95.000

矢板長=2.5m,

土留工（軽量鋼矢板引抜き） 第0009号単価表

ｍ

         5.000

矢板長=3.0m,

軽量金属支保設置工 第0008号施工単価表

ｍ

        95.000

１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式

軽量金属支保設置工 第0009号施工単価表

ｍ

         5.000

２段 3.5m以下 軽量金属 水圧式

軽量金属支保撤去工 第0010号施工単価表

ｍ

        95.000

１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式

軽量金属支保撤去工 第0011号施工単価表

ｍ

         5.000

２段 3.5m以下 軽量金属 水圧式

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0005 管路土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

軽量鋼矢板賃料
式

         1.000

φ600開削区間

合　　計

第 号 明細表0006 管布設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

鋳鉄管布設工 第0034号施工単価表

ｍ

        99.500

径600mm

ＮＳ継手接合工 第0035号施工単価表

口

        16.000

径600mm     ライナを含まない

ＮＳ継手接合工 第0036号施工単価表

口

        12.000

径600mm     ライナを含む

継手工 第0015号単価表

箇所

         2.000

600㎜　NS形特殊割押輪

鋳鉄管切断・溝切り加工（２工程） 第0037号施工単価表

口

         6.000

パイプ切削切断機 径600mm

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0006 管布設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ＮＳ継手挿口加工 第0039号施工単価表

口

         6.000

径600mm

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工(鋳鉄及鋼板製) 第0040号施工単価表

基

         1.000

径600mm たて型

フランジ継手工 第0022号施工単価表

口

         6.000

径75(80)mm JWWA 7.5K（0.74MPa）

空気弁設置工 第0011号単価表

基

         2.000

φ75㎜　フランジ継手工控除

鉄蓋設置工 第0023号施工単価表

個

         1.000

角形 ３号　700mm×500mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） 第0024号施工単価表

個

         1.000

３号 調整リング 内径700X500 高さ50mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） 第0025号施工単価表

個

         1.000

３号 上部壁 内径700X500 高さ200mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） 第0026号施工単価表

個

         1.000

３号 下部壁 内径700X500 高さ400mm 設置

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0006 管布設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形） 第0027号施工単価表

個

         1.000

３号 底版 内径700X500 高さ40mm 設置

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB221110(0004)

m2

         1.300

27.5cm超30.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車
割増有り

鉄蓋設置工 第0028号施工単価表

個

         2.000

円形 ３号　500mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 第0029号施工単価表

個

         2.000

３号 調整リング 内寸500mm 高さ50mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 第0030号施工単価表

個

         2.000

３号 上部壁 内寸500mm 高さ200mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 第0031号施工単価表

個

         2.000

３号 下部壁 内寸500mm 高さ200mm 設置

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） 第0032号施工単価表

個

         2.000

３号 底版 内寸500mm 高さ40mm 設置

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB221110(0005)

m2

         1.000

17.5cm超20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車
割増有り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0006 管布設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 第0016号単価表

ｍ

       100.000

径600mm,固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

埋設表示シート工 第0013号単価表

ｍ

       100.000

材工共

メカニカル継手取外し工 第0041号施工単価表

口

         1.000

径600mm   Ｋ形

水張り用ドレン設置工 第0017号単価表

箇所

         1.000

合　　計

第 号 明細表0007 管路土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版直接掘削・積込工 第0043号施工単価表

m2

        30.000

夜間

アスファルト殻運搬工（夜） 第0019号単価表

m3

         3.000

夜間

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0007 管路土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

機械掘削工（バックホウ） 第0045号施工単価表

m3

        81.000

夜間

機械投入埋戻工（再生クッション用砂）（夜） 第0020号単価表

m3

        21.000

夜間

機械投入埋戻工（再生クラッシャーランRC-40）
（夜）

第0021号単価表

m3

        46.000

夜間

路盤工 第0046号施工単価表

m2

        30.000

夜間下層路盤 施工厚= 14 cm ＲＣ－40 再生材

路盤工 第0047号施工単価表

m2

        30.000

夜間上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石

仮舗装工　t=50 第0048号施工単価表

m2

        30.000

夜間1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

発生土運搬工 第0049号施工単価表

m3

        81.000

夜間

土留工（軽量鋼矢板たて込み） 第0022号単価表

ｍ

         6.000

夜間矢板長=2.5m,

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0007 管路土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

土留工（軽量鋼矢板たて込み） 第0023号単価表

ｍ

        16.000

夜間矢板長=3.5m,

土留工（軽量鋼矢板引抜き） 第0024号単価表

ｍ

         6.000

夜間矢板長=2.5m,

土留工（軽量鋼矢板引抜き） 第0025号単価表

ｍ

        16.000

夜間矢板長=3.5m,

軽量金属支保設置工 第0050号施工単価表

ｍ

         6.000

夜間１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式

軽量金属支保設置工 第0051号施工単価表

ｍ

        16.000

夜間２段 3.5m以下 軽量金属 水圧式

軽量金属支保撤去工 第0052号施工単価表

ｍ

         6.000

夜間１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式

軽量金属支保撤去工 第0053号施工単価表

ｍ

        16.000

夜間２段 3.5m以下 軽量金属 水圧式

軽量鋼矢板賃料
式

         1.000

φ600開削区間（夜）

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0007 管路土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

合　　計

第 号 明細表0008 管布設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

鋳鉄管布設工 第0054号施工単価表

ｍ

        21.500

夜間径600mm

ＮＳ継手接合工 第0055号施工単価表

口

         6.000

夜間径600mm     ライナを含まない

ＮＳ継手接合工 第0056号施工単価表

口

         4.000

夜間径600mm     ライナを含む

継手工（夜） 第0026号単価表

箇所

         2.000

夜間600㎜　NS形特殊割押輪

鋳鉄管切断・溝切り加工（２工程） 第0057号施工単価表

口

         5.000

夜間パイプ切削切断機 径600mm

ＮＳ継手挿口加工 第0059号施工単価表

口

         5.000

夜間径600mm

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0008 管布設工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工（夜） 第0027号単価表

ｍ

        21.500

夜間径600mm,固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

埋設表示シート工（夜） 第0028号単価表

ｍ

        21.500

夜間材工共

合　　計

第 号 明細表0009 試掘工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

試掘工１ 第0029号単価表

箇所

         5.000

試掘工２ 第0033号単価表

箇所

         2.000

合　　計

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0010 発進立坑工（鋼製ケーシング式土留工）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

         8.600

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0001号施工単価表

m2

         5.600

アスファルト殻運搬工 第0001号単価表

m3

         0.600

圧入掘削積込み工 第0064号施工単価表

ｍ

         4.156

φ2,500 粘性土 N≦5

圧入掘削積込み工 第0065号施工単価表

ｍ

         1.700

φ2,500 砂質土 N≦30

圧入掘削積込み工 第0066号施工単価表

ｍ

         0.720

φ2,500 礫質土 N≦30

ケーシング溶接工 第0067号施工単価表

箇所

         2.000

φ2,500

ケーシング引き上げ工 第0069号施工単価表

箇所

         1.000

φ2,500

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0010 発進立坑工（鋼製ケーシング式土留工）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ケーシング撤去工 第0071号施工単価表

箇所

         1.000

φ2,500

底盤コンクリート打設工 第0073号施工単価表

箇所

         1.000

φ2,500

機械設置撤去工 第0075号施工単価表

回
φ2,500

機械退避・再設置工 第0076号施工単価表

回
φ2,500

ｹｰｼﾝｸﾞ刃先
個

         1.000

φ2500

ｹｰｼﾝｸﾞ
ｍ

         5.600

φ2500               参考重量 1180kg/ｍ

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ　損料
回

φ2500

うわ水排水工 第0077号施工単価表

箇所

         1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0010 発進立坑工（鋼製ケーシング式土留工）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

スライム処理工 第0078号施工単価表

箇所

         1.000

φ2,500

汚泥処分工 第0079号施工単価表

m3

         1.900

汚泥処理費
m3

         1.900

円形覆工板設置工 第0080号施工単価表

箇所

         1.000

φ2,500

円形覆工板撤去工 第0081号施工単価表

箇所

         1.000

φ2,500

円形覆工板開閉工 第0082号施工単価表

回
φ2,500

円形覆工板　賃料
月・組

φ2500用

円形覆工板　整備料
現場・組

         1.000

φ2500用　T-25

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0010 発進立坑工（鋼製ケーシング式土留工）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

防護コンクリート工 第0083号施工単価表

m3

         6.900

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

機械投入埋戻工（再生クッション用砂） 第0002号単価表

m3

        13.900

機械投入埋戻工（再生クラッシャーランRC-40） 第0003号単価表

m3

         3.000

路盤工 第0004号施工単価表

m2

         5.300

下層路盤 施工厚= 14 cm ＲＣ－40 再生材

路盤工 第0005号施工単価表

m2

         5.300

上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石

仮舗装工　t=50 第0006号施工単価表

m2

         5.600

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0084号施工単価表

m3

        34.700

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

合　　計

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0011 到達立坑工（鋼製ケーシング式土留工）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

         8.600

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版直接掘削・積込工 第0001号施工単価表

m2

         5.600

アスファルト殻運搬工 第0001号単価表

m3

         0.600

圧入掘削積込み工 第0064号施工単価表

ｍ

         4.000

φ2,500 粘性土 N≦5

圧入掘削積込み工 第0065号施工単価表

ｍ

         1.611

φ2,500 砂質土 N≦30

圧入掘削積込み工 第0066号施工単価表

ｍ

         0.570

φ2,500 礫質土 N≦30

ケーシング溶接工 第0067号施工単価表

箇所

         2.000

φ2,500

ケーシング引き上げ工 第0069号施工単価表

箇所

         1.000

φ2,500

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0011 到達立坑工（鋼製ケーシング式土留工）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ケーシング撤去工 第0071号施工単価表

箇所

         1.000

φ2,500

底盤コンクリート打設工 第0073号施工単価表

箇所

         1.000

φ2,500

機械設置撤去工 第0075号施工単価表

回
φ2,500

機械退避・再設置工 第0076号施工単価表

回
φ2,500

ｹｰｼﾝｸﾞ刃先
個

         1.000

φ2500

ｹｰｼﾝｸﾞ
ｍ

         5.200

φ2500               参考重量 1180kg/ｍ

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ　損料
回

φ2500

うわ水排水工 第0077号施工単価表

箇所

         1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0011 到達立坑工（鋼製ケーシング式土留工）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

スライム処理工 第0078号施工単価表

箇所

         1.000

φ2,500

汚泥処分工 第0079号施工単価表

m3

         1.900

汚泥処理費
m3

         1.900

円形覆工板設置工 第0080号施工単価表

箇所

         1.000

φ2,500

円形覆工板撤去工 第0081号施工単価表

箇所

         1.000

φ2,500

円形覆工板開閉工 第0082号施工単価表

回
φ2,500

円形覆工板　賃料
月・組

φ2500用

円形覆工板　整備料
現場・組

         1.000

φ2500用　T-25

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0011 到達立坑工（鋼製ケーシング式土留工）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

防護コンクリート工 第0083号施工単価表

m3

         5.600

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

機械投入埋戻工（再生クッション用砂） 第0002号単価表

m3

        13.200

機械投入埋戻工（再生クラッシャーランRC-40） 第0003号単価表

m3

         3.000

路盤工 第0004号施工単価表

m2

         5.300

下層路盤 施工厚= 14 cm ＲＣ－40 再生材

路盤工 第0005号施工単価表

m2

         5.300

上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石

仮舗装工　t=50 第0006号施工単価表

m2

         5.600

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0084号施工単価表

m3

        32.600

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

合　　計

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0012 薬液注入工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

発進坑口改良工 第0085号施工単価表

本

         8.000

複相式 2セット

到達坑口改良工 第0090号施工単価表

本

         8.000

複相式 2セット

注入設備据付・解体工(車上) 第0091号施工単価表

現場

         1.000

合　　計

第 号 明細表0013 ボーリング式一重ケーシング方式鋼管推進工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

推進用鋼管 第0034号単価表

式

         1.000

発生土処分工 第0039号単価表

m3

         3.500

滑材注入工 第0042号単価表

ｍ

         8.800

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0013 ボーリング式一重ケーシング方式鋼管推進工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

本管挿入工 第0045号単価表

式

         1.000

中詰注入工 第0046号単価表

m3

         1.500

合　　計

第 号 明細表0014 材料（さや管分）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ダクタイル鋳鉄管（3種）甲切管PN形　モルタル
本

         8.000

φ500×1000

ダクタイル鋳鉄管（3種）乙切管PN形　モルタル
本

         1.000

φ500×1270

ダクタイル鋳鉄管　受押し短管（PN-NS）
個

         2.000

φ500

PN形　接合部材
個

        10.000

φ500

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0014 材料（さや管分）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

スペーサー
個

        11.000

ラチ・スペーサーF41相当品（7個）

スペーサー用ゴムシート
個

        11.000

φ500 ラチ・スペーサー用ゴムシート相当品

合　　計

第 号 明細表0015 仮設備工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

坑口工 第0047号単価表

箇所

         2.000

鏡切り工 第0049号単価表

箇所

         2.000

推進設備工 第0050号単価表

箇所

         1.000

滑材・中詰注入設備工 第0051号単価表

箇所

         1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0015 仮設備工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

合　　計

第 号 明細表0016 舗装復旧工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0001)

ｍ

       240.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430310(0011)

m2

       725.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 積込有り

アスファルト殻運搬工 第0052号単価表

m3

        59.000

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410010(0012)

m2

       457.000

有り 17mm以上21mm未満 粒度調整砕石 M-30

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410010(0013)

m2

       268.000

無し

基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0098号施工単価表

m2

       725.000

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス
ファルト混合物（20）

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0016 舗装復旧工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0099号施工単価表

m2

       725.000

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（20）

舗装目地復旧工 第0100号施工単価表

ｍ

       205.000

巾4cm

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 第0101号施工単価表

ｍ

       220.000

実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 第0102号施工単価表

ｍ

        24.000

ゼブラ 幅 45cm 1.5mm（標準） 白

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 第0103号施工単価表

ｍ

        96.000

破線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 第0104号施工単価表

ｍ

        24.000

破線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 第0105号施工単価表

ｍ

        40.000

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標
準） 白

合　　計

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0017 舗装復旧工（夜間施工）

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430310(0016)

m2

       175.000

夜間ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 積込有り

アスファルト殻運搬工（夜） 第0053号単価表

m3

        16.000

夜間

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410010(0017)

m2

       145.000

夜間有り 17mm以上21mm未満 粒度調整砕石 M-30

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410010(0018)

m2

        30.000

夜間無し

基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0107号施工単価表

m2

       175.000

夜間1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス
ファルト混合物（20）

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0108号施工単価表

m2

       175.000

夜間1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（20）

舗装目地復旧工 第0109号施工単価表

ｍ

        37.000

夜間巾4cm

合　　計

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表0018 交通誘導警備員

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

交通誘導警備員費 第0110号施工単価表

式

         1.000

昼間勤務　実働9時間（交替要員有り）

交通誘導警備員費 第0111号施工単価表

式

         1.000

夜間勤務　実働9時間（交替要員有り）

合　　計

第 号 明細表9001 運搬費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

仮設材等運搬費 （往復） 第0112号施工単価表

式

         1.000

積込み取卸し
ｔ

         3.940

積込み取卸し
ｔ

         3.940

合　　計

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号 明細表9002 事業損失防止施設費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

観測井戸設置工 第0054号単価表

箇所

         1.000

合　　計

第 号 明細表9003 スクラップ評価額

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

スクラップ（管材分）
t

         5.460

スクラップ（推進）
t

         0.050

スクラップ（立坑）
t

         4.310

合　　計

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表舗装版直接掘削・積込工

         100.000 m2

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

普通作業員

人

バックホウ運転費

時間

第0001号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表アスファルト塊運搬費

          10.000 m3

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック運転費

日

第0002号運転単価表

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表機械掘削工（バックホウ）

         100.000 m3

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

普通作業員

人

バックホウ運転費

時間

第0003号運転単価表

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表機械掘削工（バックホウ）

         100.000 m3

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 m3          100.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表路盤工

         100.000下層路盤 施工厚= 14 cm ＲＣ－40 再生材 m2

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3           17.780

タンパ運転費

日

第0005号運転単価表

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表路盤工

         100.000下層路盤 施工厚= 14 cm ＲＣ－40 再生材 m2

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表路盤工

         100.000上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石 m2

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

粒度調整砕石

Ｍ－30 m3           19.050

タンパ運転費

日

第0005号運転単価表

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表路盤工

         100.000上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石 m2

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表仮舗装工　t=50

           1.0001層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） m2

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺ
ﾝ(13) 無し

m2            1.000

CB410260(0003)

合計 m2            1.000

単位当り m2            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表発生土運搬工

          10.000 m3

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック運転費【基準】

日

第0006号運転単価表

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表軽量金属支保設置工

         100.000１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式 ｍ

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表軽量金属支保設置工

         100.000１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式 ｍ

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ          100.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表軽量金属支保設置工

         100.000２段 3.5m以下 軽量金属 水圧式 ｍ

0009第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表軽量金属支保設置工

         100.000２段 3.5m以下 軽量金属 水圧式 ｍ

0009第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ          100.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表軽量金属支保撤去工

         100.000１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式 ｍ

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表軽量金属支保撤去工

         100.000１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式 ｍ

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ          100.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表軽量金属支保撤去工

         100.000２段 3.5m以下 軽量金属 水圧式 ｍ

0011第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表軽量金属支保撤去工

         100.000２段 3.5m以下 軽量金属 水圧式 ｍ

0011第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ          100.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表開削水替工

           1.000 日

0012第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ポンプ運転工

日

第0013号施工単価表

据付・撤去工

現場            1.000

第0014号施工単価表

合計 日            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表開削水替工

           1.000 日

0012第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 施工単価表ポンプ運転工

           1.000 日

0013第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

普通作業員

人

工事用水中ポンプ 機械損料

日

第0009号運転単価表

発動発電機機械損料

日

諸雑費

式            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ポンプ運転工

           1.000 日

0013第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 施工単価表据付・撤去工

           1.000 現場

0014第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

合計 現場            1.000

単位当り 現場            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表鋳鉄管布設工

          10.000径500mm ｍ

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

トラッククレーン賃料

日

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表ＮＳ継手接合工

           1.000径500mm ライナを含まない 口

0016第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ＮＳ継手接合工

           1.000径500mm ライナを含まない 口

0016第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表ＮＳ継手接合工

           1.000径500mm ライナを含む 口

0017第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ＮＳ継手接合工

           1.000径500mm ライナを含む 口

0017第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表鋳鉄管切断・溝切り加工（２工程）

           1.000パイプ切削切断機 径500mm 口

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

普通作業員

人

パイプ切削切断機損料

径500mm 日

第0019号施工単価表

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表鋳鉄管切断・溝切り加工（２工程）

           1.000パイプ切削切断機 径500mm 口

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表パイプ切削切断機損料

           1.000径500mm 日

0019第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

パイプ切削切断機損料

φ500,パイプ切削切断機 日

ガイドリング

φ500,パイプ切削切断機用 日

合計 日            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表パイプ切削切断機損料

           1.000径500mm 日

0019第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 施工単価表ＮＳ継手挿口加工

           1.000径500mm 口

0020第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工(鋳鉄及鋼板製)

           1.000径500mm たて型 基

0021第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

トラッククレーン賃料

日

合計 基            1.000

単位当り 基            1.000 当り

当り

号 施工単価表フランジ継手工

           1.000径75(80)mm JWWA 7.5K（0.74MPa） 口

0022第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表フランジ継手工

           1.000径75(80)mm JWWA 7.5K（0.74MPa） 口

0022第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表鉄蓋設置工

           1.000角形 ３号　700mm×500mm 設置 個

0023第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

合計 個            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表鉄蓋設置工

           1.000角形 ３号　700mm×500mm 設置 個

0023第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 個            1.000 当り

当り

号 施工単価表ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

           1.000３号 調整リング 内径700X500 高さ50mm 設置 個

0024第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

合計 個            1.000

単位当り 個            1.000 当り

当り

号 施工単価表ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

           1.000３号 上部壁 内径700X500 高さ200mm 設置 個

0025第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

           1.000３号 上部壁 内径700X500 高さ200mm 設置 個

0025第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 個            1.000

単位当り 個            1.000 当り

当り

号 施工単価表ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

           1.000３号 下部壁 内径700X500 高さ400mm 設置 個

0026第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

合計 個            1.000

単位当り 個            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（角形）

           1.000３号 底版 内径700X500 高さ40mm 設置 個

0027第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

合計 個            1.000

単位当り 個            1.000 当り

当り

号 施工単価表鉄蓋設置工

           1.000円形 ３号　500mm 設置 個

0028第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

合計 個            1.000

単位当り 個            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

           1.000３号 調整リング 内寸500mm 高さ50mm 設置 個

0029第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

合計 個            1.000

単位当り 個            1.000 当り

当り

号 施工単価表ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

           1.000３号 上部壁 内寸500mm 高さ200mm 設置 個

0030第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

合計 個            1.000

単位当り 個            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

           1.000３号 下部壁 内寸500mm 高さ200mm 設置 個

0031第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

合計 個            1.000

単位当り 個            1.000 当り

当り

号 施工単価表ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）

           1.000３号 底版 内寸500mm 高さ40mm 設置 個

0032第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

合計 個            1.000

単位当り 個            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表メカニカル継手取外し工

           1.000径500mm Ｋ形 口

0033第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表鋳鉄管布設工

          10.000径600mm ｍ

0034第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表鋳鉄管布設工

          10.000径600mm ｍ

0034第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

トラッククレーン賃料

日

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表ＮＳ継手接合工

           1.000径600mm ライナを含まない 口

0035第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ＮＳ継手接合工

           1.000径600mm ライナを含まない 口

0035第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表ＮＳ継手接合工

           1.000径600mm ライナを含む 口

0036第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ＮＳ継手接合工

           1.000径600mm ライナを含む 口

0036第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表鋳鉄管切断・溝切り加工（２工程）

           1.000パイプ切削切断機 径600mm 口

0037第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

普通作業員

人

パイプ切削切断機損料

径600mm 日

第0038号施工単価表

諸雑費

式            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表鋳鉄管切断・溝切り加工（２工程）

           1.000パイプ切削切断機 径600mm 口

0037第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表パイプ切削切断機損料

           1.000径600mm 日

0038第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

パイプ切削切断機損料

φ600,パイプ切削切断機 日

ガイドリング

φ600,パイプ切削切断機用 日

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ＮＳ継手挿口加工

           1.000径600mm 口

0039第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工(鋳鉄及鋼板製)

           1.000径600mm たて型 基

0040第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置工(鋳鉄及鋼板製)

           1.000径600mm たて型 基

0040第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

トラッククレーン賃料

日

合計 基            1.000

単位当り 基            1.000 当り

当り

号 施工単価表メカニカル継手取外し工

           1.000径600mm Ｋ形 口

0041第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表メカニカル継手取外し工

           1.000径600mm Ｋ形 口

0041第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

           2.000径50mm 口

0042第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

           2.000径50mm 口

0042第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 口            2.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表舗装版直接掘削・積込工

         100.000
夜間（８時間）

m2

0043第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

普通作業員

人

バックホウ運転費

時間

第0010号運転単価表

諸雑費

式            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表舗装版直接掘削・積込工

         100.000
夜間（８時間）

m2

0043第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表アスファルト塊運搬費

          10.000
夜間（８時間）

m3

0044第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック運転費

日

第0011号運転単価表

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表機械掘削工（バックホウ）

         100.000
夜間（８時間）

m3

0045第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

普通作業員

人

バックホウ運転費

時間

第0012号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 m3          100.000

単位当り m3            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表路盤工

         100.000
夜間（８時間）

下層路盤 施工厚= 14 cm ＲＣ－40 再生材 m2

0046第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3           17.780

タンパ運転費

日

第0014号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表路盤工

         100.000
夜間（８時間）

上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石 m2

0047第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

粒度調整砕石

Ｍ－30 m3           19.050

タンパ運転費

日

第0014号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表仮舗装工　t=50

           1.000
夜間（８時間）

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） m2

0048第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺ
ﾝ(13) 無し

m2            1.000

CB410260(0007)

合計 m2            1.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表発生土運搬工

          10.000
夜間（８時間）

m3

0049第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック運転費【基準】

日

第0015号運転単価表

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表軽量金属支保設置工

         100.000
夜間（８時間）

１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式 ｍ

0050第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ          100.000

単位当り ｍ            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表軽量金属支保設置工

         100.000
夜間（８時間）

２段 3.5m以下 軽量金属 水圧式 ｍ

0051第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ          100.000

単位当り ｍ            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表軽量金属支保撤去工

         100.000
夜間（８時間）

１段 2.0m以下 軽量金属 水圧式 ｍ

0052第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ          100.000

単位当り ｍ            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表軽量金属支保撤去工

         100.000
夜間（８時間）

２段 3.5m以下 軽量金属 水圧式 ｍ

0053第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

とび工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ          100.000

単位当り ｍ            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表鋳鉄管布設工

          10.000
夜間（８時間）

径600mm ｍ

0054第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

トラッククレーン賃料

日

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表ＮＳ継手接合工

           1.000
夜間（８時間）

径600mm ライナを含まない 口

0055第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ＮＳ継手接合工

           1.000
夜間（８時間）

径600mm ライナを含まない 口

0055第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表ＮＳ継手接合工

           1.000
夜間（８時間）

径600mm ライナを含む 口

0056第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ＮＳ継手接合工

           1.000
夜間（８時間）

径600mm ライナを含む 口

0056第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表鋳鉄管切断・溝切り加工（２工程）

           1.000
夜間（８時間）

パイプ切削切断機 径600mm 口

0057第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

普通作業員

人

パイプ切削切断機損料

径600mm 日

第0058号施工単価表

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表鋳鉄管切断・溝切り加工（２工程）

           1.000
夜間（８時間）

パイプ切削切断機 径600mm 口

0057第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

当り

号 施工単価表パイプ切削切断機損料

           1.000
夜間（８時間）

径600mm 日

0058第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

パイプ切削切断機損料

φ600,パイプ切削切断機 日

ガイドリング

φ600,パイプ切削切断機用 日

合計 日            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表パイプ切削切断機損料

           1.000
夜間（８時間）

径600mm 日

0058第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 施工単価表ＮＳ継手挿口加工

           1.000
夜間（８時間）

径600mm 口

0059第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 口            1.000

単位当り 口            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表舗装版直接掘削・積込工

         100.000 m2

0060第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

普通作業員

人

バックホウ運転費

時間

第0018号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表アスファルト塊運搬費

          10.000 m3

0061第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック運転費

日

第0019号運転単価表

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表機械掘削工（バックホウ）

         100.000 m3

0062第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

普通作業員

人

バックホウ運転費

時間

第0020号運転単価表

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表機械掘削工（バックホウ）

         100.000 m3

0062第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 m3          100.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表発生土運搬工

          10.000 m3

0063第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック運転費【基準】

日

第0022号運転単価表

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表圧入掘削積込み工

           1.000φ2,500 粘性土 N≦5 ｍ

0064第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

圧入機械運転費【基準】

φ2,500 時間

第0024号運転単価表

クラムシェル運転費【基準】

時間

第0025号運転単価表

ラフテレーンクレーン賃料

排出ガス対策型 日

諸雑費

式            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表圧入掘削積込み工

           1.000φ2,500 粘性土 N≦5 ｍ

0064第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 ｍ            1.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表圧入掘削積込み工

           1.000φ2,500 砂質土 N≦30 ｍ

0065第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

圧入機械運転費【基準】

φ2,500 時間

第0024号運転単価表

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表圧入掘削積込み工

           1.000φ2,500 砂質土 N≦30 ｍ

0065第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

クラムシェル運転費【基準】

時間

第0025号運転単価表

ラフテレーンクレーン賃料

排出ガス対策型 日

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ            1.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表圧入掘削積込み工

           1.000φ2,500 礫質土 N≦30 ｍ

0066第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表圧入掘削積込み工

           1.000φ2,500 礫質土 N≦30 ｍ

0066第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

普通作業員

人

圧入機械運転費【基準】

φ2,500 時間

第0024号運転単価表

クラムシェル運転費【基準】

時間

第0025号運転単価表

ラフテレーンクレーン賃料

排出ガス対策型 日

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表圧入掘削積込み工

           1.000φ2,500 礫質土 N≦30 ｍ

0066第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表ケーシング溶接工

           1.000φ2,500 箇所

0067第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ケーシング溶接工（ｍ当り）

ｍ            7.900

第0068号施工単価表

合計 箇所            1.000

単位当り 箇所            1.000 当り

当り

号 施工単価表ケーシング溶接工（ｍ当り）

          10.000 ｍ

0068第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ケーシング溶接工（ｍ当り）

          10.000 ｍ

0068第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

溶接工

人

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表ケーシング引き上げ工

           1.000φ2,500 箇所

0069第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ケーシング引き上げ工（ｍ当り）

φ2,500 ｍ            1.200

第0070号施工単価表

合計 箇所            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ケーシング引き上げ工

           1.000φ2,500 箇所

0069第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 箇所            1.000 当り

当り

号 施工単価表ケーシング引き上げ工（ｍ当り）

          10.000φ2,500 ｍ

0070第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

圧入機械運転費【基準】

φ2,500 時間

第0024号運転単価表

ラフテレーンクレーン賃料

排出ガス対策型 日

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ケーシング引き上げ工（ｍ当り）

          10.000φ2,500 ｍ

0070第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表ケーシング撤去工

           1.000φ2,500 箇所

0071第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ケーシング撤去工

           1.000φ2,500 箇所

0071第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費

時間

第0026号運転単価表

ケーシング切断工

ｍ           14.800

第0072号施工単価表

諸雑費

式            1.000

合計 箇所            1.000

単位当り 箇所            1.000 当り

当り

号 施工単価表ケーシング切断工

          10.000 ｍ

0072第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表ケーシング切断工

          10.000 ｍ

0072第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

溶接工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表底盤コンクリート打設工

           1.000φ2,500 箇所

0073第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

底盤コンクリート打設工（ｍ3当り）

m3            7.400

第0074号施工単価表

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表底盤コンクリート打設工

           1.000φ2,500 箇所

0073第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 箇所            1.000

単位当り 箇所            1.000 当り

当り

号 施工単価表底盤コンクリート打設工（ｍ3当り）

          10.000 m3

0074第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

生コンクリート

30－18－25（20） m3           10.400

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表底盤コンクリート打設工（ｍ3当り）

          10.000 m3

0074第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表機械設置撤去工

           1.000φ2,500 回

0075第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表機械設置撤去工

           1.000φ2,500 回

0075第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

圧入機械運転費【基準】

φ2,500 時間

第0024号運転単価表

ラフテレーンクレーン賃料

排出ガス対策型 日

諸雑費

式            1.000

合計 回            1.000

単位当り 回            1.000 当り

当り

号 施工単価表機械退避・再設置工

           1.000φ2,500 回

0076第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表機械退避・再設置工

           1.000φ2,500 回

0076第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

普通作業員

人

圧入機械運転費【基準】

φ2,500 時間

第0024号運転単価表

ラフテレーンクレーン賃料

排出ガス対策型 日

諸雑費

式            1.000

合計 回            1.000

単位当り 回            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表うわ水排水工

           1.000 箇所

0077第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ラフテレーンクレーン賃料

排出ガス対策型 日

諸雑費

式            1.000

合計 箇所            1.000

単位当り 箇所            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表スライム処理工

           1.000φ2,500 箇所

0078第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 箇所            1.000

単位当り 箇所            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表汚泥処分工

         100.000 m3

0079第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

汚泥吸排車機械運転費【基準】

日

第0027号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 m3          100.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表円形覆工板設置工

           1.000φ2,500 箇所

0080第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表円形覆工板設置工

           1.000φ2,500 箇所

0080第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転費【基準】

時間

第0028号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 箇所            1.000

単位当り 箇所            1.000 当り

当り

号 施工単価表円形覆工板撤去工

           1.000φ2,500 箇所

0081第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表円形覆工板撤去工

           1.000φ2,500 箇所

0081第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転費【基準】

時間

第0028号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 箇所            1.000

単位当り 箇所            1.000 当り

当り

号 施工単価表円形覆工板開閉工

           1.000φ2,500 回

0082第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表円形覆工板開閉工

           1.000φ2,500 回

0082第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

クレーン装置付トラック運転費【基準】

時間

第0028号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 回            1.000

単位当り 回            1.000 当り

当り

号 施工単価表防護コンクリート工

          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

0083第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 
小型車割増無し

m3           10.000

CB240010(0009)

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表防護コンクリート工

          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

0083第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3

0084第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3            1.000

CB210110(0010)

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表発進坑口改良工

           1.000複相式 2セット 本

0085第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

地盤薬液注入用薬液

溶液型　無機　瞬結 Ｌ          455.000

地盤薬液注入用薬液

溶液型　無機　中結 Ｌ          533.000

ボーリングマシン 機械損料

日

薬液注入施工機器

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2 日

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表発進坑口改良工

           1.000複相式 2セット 本

0085第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）

複相式 粘性土 ｍ            3.460

第0086号施工単価表

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）

複相式 砂質土 ｍ            1.250

第0087号施工単価表

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）

複相式 礫質土 ｍ            0.820

第0088号施工単価表

注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）

複相式 ＫＬ            0.990

第0089号施工単価表

諸雑費

式            1.000

合計 本            1.000

単位当り 本            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）

           1.000複相式 粘性土 ｍ

0086第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

二重管ボーリングロッド

m            0.020

メタルクラウン

φ41mm 個            0.030

複相用グラウトモニタ

φ40.5mm 個            0.002

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ            1.000

単位当り ｍ            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）

           1.000複相式 砂質土 ｍ

0087第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

二重管ボーリングロッド

m            0.030

メタルクラウン

φ41mm 個            0.040

複相用グラウトモニタ

φ40.5mm 個            0.003

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ            1.000

単位当り ｍ            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）

           1.000複相式 礫質土 ｍ

0088第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

二重管ボーリングロッド

m            0.050

メタルクラウン

φ41mm 個            0.300

複相用グラウトモニタ

φ40.5mm 個            0.005

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ            1.000

単位当り ｍ            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）

           1.000複相式 ＫＬ

0089第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

複相用グラウトモニタ

φ40.5mm 個            0.020

注入ホース類

φ12.0mm 4.9Mpa（50kgf/cm2) L=50m×3 組            0.005

サクションホース

φ38.0mm L=3m×3 組            0.003

諸雑費

式            1.000

合計 ＫＬ            1.000

単位当り ＫＬ            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表到達坑口改良工

           1.000複相式 2セット 本

0090第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

地盤薬液注入用薬液

溶液型　無機　瞬結 Ｌ          455.000

地盤薬液注入用薬液

溶液型　無機　中結 Ｌ          533.000

ボーリングマシン 機械損料

日

薬液注入施工機器

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2 日

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表到達坑口改良工

           1.000複相式 2セット 本

0090第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）

複相式 粘性土 ｍ            3.460

第0086号施工単価表

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）

複相式 砂質土 ｍ            1.250

第0087号施工単価表

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）

複相式 礫質土 ｍ            0.670

第0088号施工単価表

注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）

複相式 ＫＬ            0.990

第0089号施工単価表

諸雑費

式            1.000

合計 本            1.000

単位当り 本            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表注入設備据付・解体工(車上)

           1.000 現場

0091第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

トラック運転費

時間

第0029号運転単価表

トラック機械損料

日

諸雑費

式            1.000

トラック損料（注入時）

日

第0031号運転単価表

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表注入設備据付・解体工(車上)

           1.000 現場

0091第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 現場            1.000

単位当り 現場            1.000 当り

当り

号 施工単価表管据付費（ダクタイル鋳鉄管）

           1.000径500mm ｍ

0092第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

配管工

人

普通作業員

人

トラッククレーン賃料

日

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表管据付費（ダクタイル鋳鉄管）

           1.000径500mm ｍ

0092第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 ｍ            1.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表管接合費（ダクタイル鋳鉄管）

           1.000径500mm 箇所

0093第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

配管工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表管接合費（ダクタイル鋳鉄管）

           1.000径500mm 箇所

0093第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 箇所            1.000

単位当り 箇所            1.000 当り

当り

号 施工単価表注入材料（エアーモルタル）

           1.000 m3

0094第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

高炉セメント（Ｂ）

ｔ            0.300

砂

0.074mm以下通過百分率が0～10％ m3            0.270

作泥材

ベントナイト kg           80.000

起泡剤

kg            5.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表注入材料（エアーモルタル）

           1.000 m3

0094第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

水

m3            0.680

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表鋼材切断工

           1.000 ｍ

0095第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

溶接工

人

普通作業員

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表鋼材切断工

           1.000 ｍ

0095第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

酸素

ボンベ入り m3            0.163

アセチレンガス

ボンベ入り ｋg            0.028

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ            1.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表鏡切り工

           1.000小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) ｍ

0096第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表鏡切り工

           1.000小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ) ｍ

0096第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

溶接工

人

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ            1.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表アスファルト塊運搬費

         100.000 m3

0097第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック運転費

日

第0032号運転単価表

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表アスファルト塊運搬費

         100.000 m3

0097第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 m3          100.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.0001層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20） m2

0098第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度ｱｽｺ
ﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

m2            1.000

CB410240(0014)

合計 m2            1.000

単位当り m2            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.0001層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（20） m2

0099第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺ
ﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

m2            1.000

CB410260(0015)

合計 m2            1.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表舗装目地復旧工

         100.000巾4cm ｍ

0100第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

目地材

目地テープ（巾4cm） ｍ          100.000

リフレクションクラック防止材

ゴム化アスファルト Ｌ            1.200

特殊作業員

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表舗装目地復旧工

         100.000巾4cm ｍ

0100第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ          100.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)

       1,000.000実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 ｍ

0101第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 ｍ        1,000.000

路面標示用塗料 3種1号

JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 
比重2.0

ｋg          570.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)

       1,000.000実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 ｍ

0101第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

接着用プライマー

区画線用 色- 比重0.9 ｋg           25.000

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 
比重-

ｋg           25.000

軽油

一般用 Ｌ           44.000

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ        1,000.000

単位当り ｍ            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)

       1,000.000ゼブラ 幅 45cm 1.5mm（標準） 白 ｍ

0102第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間 ｍ        1,000.000

路面標示用塗料 3種1号

JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 
比重2.0

ｋg        1,700.000

接着用プライマー

区画線用 色- 比重0.9 ｋg           75.000

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 
比重-

ｋg           75.000

軽油

一般用 Ｌ           98.000

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ        1,000.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)

       1,000.000ゼブラ 幅 45cm 1.5mm（標準） 白 ｍ

0102第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)

       1,000.000破線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 ｍ

0103第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 ｍ        1,000.000

路面標示用塗料 3種1号

JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 
比重2.0

ｋg          570.000

接着用プライマー

区画線用 色- 比重0.9 ｋg           25.000

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 
比重-

ｋg           25.000

軽油

一般用 Ｌ           49.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)

       1,000.000破線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白 ｍ

0103第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ        1,000.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)

       1,000.000破線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白 ｍ

0104第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

破線 30cm､時間的制約 無､機･労 昼間 ｍ        1,000.000

路面標示用塗料 3種1号

JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 
比重2.0

ｋg        1,130.000

接着用プライマー

区画線用 色- 比重0.9 ｋg           50.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)

       1,000.000破線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白 ｍ

0104第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 
比重-

ｋg           50.000

軽油

一般用 Ｌ           80.000

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ        1,000.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)

       1,000.000矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 ｍ

0105第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]

矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼
間

ｍ        1,000.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)

       1,000.000矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白 ｍ

0105第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

路面標示用塗料 3種1号

JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 
比重2.0

ｋg          570.000

接着用プライマー

区画線用 色- 比重0.9 ｋg           25.000

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850㎜)色- 
比重-

ｋg           25.000

軽油

一般用 Ｌ          110.000

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ        1,000.000

単位当り ｍ            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表アスファルト塊運搬費

         100.000
夜間（８時間）

m3

0106第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック運転費

日

第0033号運転単価表

合計 m3          100.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000
夜間（８時間）

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20） m2

0107第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度ｱｽｺ
ﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

m2            1.000

CB410240(0019)

合計 m2            1.000

単位当り m2            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000
夜間（８時間）

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（20） m2

0108第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺ
ﾝ(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

m2            1.000

CB410260(0020)

合計 m2            1.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表舗装目地復旧工

         100.000
夜間（８時間）

巾4cm ｍ

0109第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

目地材

目地テープ（巾4cm） ｍ          100.000

リフレクションクラック防止材

ゴム化アスファルト Ｌ            1.200

特殊作業員

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表舗装目地復旧工

         100.000
夜間（８時間）

巾4cm ｍ

0109第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

諸雑費

式            1.000

合計 ｍ          100.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表交通誘導警備員費

           1.000昼間勤務　実働9時間（交替要員有り） 式

0110第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

交通誘導警備員Ｂ

人

合計 式            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表交通誘導警備員費

           1.000昼間勤務　実働9時間（交替要員有り） 式

0110第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表交通誘導警備員費

           1.000夜間勤務　実働9時間（交替要員有り） 式

0111第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

交通誘導警備員Ｂ

人

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表仮設材等運搬費 （往復）

           1.000 式

0112第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

運搬費

式            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表仮設材等運搬費 （往復）

           1.000 式

0112第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表土質ボーリング工

           1.000φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 粘土・シルト ｍ

0113第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土質ボーリングφ６６ｍｍ（ノンコア）

粘性土・シルト ｍ            1.000

合計 ｍ            1.000

単位当り ｍ            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）   　孔径
粘土・シルト   　地質
50ｍ以下   　せん孔深度
鉛直下方   　せん孔方向

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表土質ボーリング工

           1.000φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土 ｍ

0114第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土質ボーリングφ６６ｍｍ（ノンコア）

砂・砂質土 ｍ            1.000

合計 ｍ            1.000

単位当り ｍ            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）   　孔径
砂・砂質土   　地質
50ｍ以下   　せん孔深度
鉛直下方   　せん孔方向

当り

号 施工単価表土質ボーリング工

           1.000φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 礫混じり土砂 ｍ

0115第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土質ボーリングφ６６ｍｍ（ノンコア）

礫混じり土砂 ｍ            1.000

合計 ｍ            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 施工単価表土質ボーリング工

           1.000φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 礫混じり土砂 ｍ

0115第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り ｍ            1.000 当り

条　　　件　　　値条　　件　　名　　称

φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）   　孔径
礫混じり土砂   　地質
50ｍ以下   　せん孔深度
鉛直下方   　せん孔方向

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0001 アスファルト殻運搬工 0001
         1 m3 当り

第0002号施工単価表

         1.000m3

アスファルト塊運搬費

         1.000m3

建設廃棄物受入れ料金（As塊）

         1.000m3合　　計

当り         1.000m3単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0002 機械投入埋戻工（再生クッション用砂） 0002
       100 m3 当り

人

土木一般世話役

人

普通作業員

       126.000m3小型割増

再生クッション用砂

第0003号運転単価表

時間

バックホウ運転費

CB210450(0002)

       100.000m3

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000式

諸雑費

       100.000m3合　　計

当り         1.000m3単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0003 機械投入埋戻工（再生クラッシャーランRC-40） 0003
       100 m3 当り

人

土木一般世話役

人

普通作業員

       126.000m3ＲＣ－40

再生クラッシャーラン

       126.000m3

小型車割増

第0003号運転単価表

時間

バックホウ運転費

CB210450(0002)

       100.000m3

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000式

諸雑費

       100.000m3合　　計

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0003 機械投入埋戻工（再生クラッシャーランRC-40） 0003
       100 m3 当り

当り         1.000m3単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0004 土留工（軽量鋼矢板たて込み）
矢板長=2.0m,

0004
       133.2 ｍ 当り

人

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

第0008号運転単価表

時間

バックホウ運転費

         1.000式

諸雑費

       133.200ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0005 土留工（軽量鋼矢板たて込み）
矢板長=2.5m,

0005
       133.2 ｍ 当り

人

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

第0008号運転単価表

時間

バックホウ運転費

         1.000式

諸雑費

       133.200ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0006 土留工（軽量鋼矢板たて込み）
矢板長=3.0m,

0006
       133.2 ｍ 当り

人

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

第0008号運転単価表

時間

バックホウ運転費

         1.000式

諸雑費

       133.200ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0007 土留工（軽量鋼矢板引抜き）
矢板長=2.0m,

0007
       133.2 ｍ 当り

人

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

日

トラッククレーン賃料

         1.000式

諸雑費

       133.200ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0008 土留工（軽量鋼矢板引抜き）
矢板長=2.5m,

0008
       133.2 ｍ 当り

人

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

日

トラッククレーン賃料

         1.000式

諸雑費

       133.200ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0009 土留工（軽量鋼矢板引抜き）
矢板長=3.0m,

0009
       133.2 ｍ 当り

人

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

日

トラッククレーン賃料

         1.000式

諸雑費

       133.200ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0010 継手工
500㎜　NS形特殊割押輪

0010
         1 口 当り

人

配管工

人

普通作業員

         1.000式

諸雑費

         1.000口合　　計

当り         1.000口単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0011 空気弁設置工
φ75㎜　フランジ継手工控除

0011
         1 基 当り

人

配管工

人

普通作業員

         1.000式

諸雑費

         1.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0012 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工
径500mm,固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

0012
       100 ｍ 当り

人

配管工

人

普通作業員

       131.250mφ500×7.5m

ポリエチレンスリーブ

       153.333組φ500

固定用ゴムバンド

       100.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0013 埋設表示シート工
材工共

0013
       100 ｍ 当り

人

普通作業員

       102.000ｍ巾150

埋設標準シート（アルミ入り）

         1.000式

諸雑費

       100.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0060 水張り用ドレン材料 0014
         1 箇所 当り

         7.000ｍφ25

仮設配管用材料（ポリエチレン管）

         1.000個φ75×φ50

合フランジ

         1.000個50A

ライニング　ニップル（仮設）

         1.000個50A×25A

ライニング　異径エルボ（仮設）

         1.000枚φ75

フランジパッキン

         4.000本M16×70

フランジボルト

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0014 継手工
600㎜　NS形特殊割押輪

0015
         1 箇所 当り

人

配管工

人

普通作業員

         1.000式

諸雑費

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0015 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工
径600mm,固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

0016
       100 ｍ 当り

人

配管工

人

普通作業員

       131.250mφ600×7.5m

ポリエチレンスリーブ

       153.333組φ600

固定用ゴムバンド

       100.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0061 水張り用ドレン設置工 0017
         1 箇所 当り

第0018号単価表

         7.000ｍ

仮設ポリエチレン管布設工

第0022号施工単価表

         1.000口径75(80)mm JWWA 7.5K（0.74MPa）

フランジ継手工

第0042号施工単価表

         2.000口径50mm

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0062 仮設ポリエチレン管布設工 0018
        10 ｍ 当り

人

配管工

人

普通作業員

人

配管工

人

普通作業員

         1.000式

諸雑費

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0016 アスファルト殻運搬工（夜） 0019
         1 m3 当り夜間

第0044号施工単価表

         1.000m3

アスファルト塊運搬費

         1.000m3

建設廃棄物受入れ料金（As塊）

         1.000m3合　　計

当り         1.000m3単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0017 機械投入埋戻工（再生クッション用砂）（夜） 0020
       100 m3 当り夜間

人

土木一般世話役

人

普通作業員

       126.000m3小型割増

再生クッション用砂

第0012号運転単価表

時間

バックホウ運転費

CB210450(0006)

       100.000m3

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000式

諸雑費

       100.000m3合　　計

当り         1.000m3単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0018 機械投入埋戻工（再生クラッシャーランRC-40）（夜） 0021
       100 m3 当り夜間

人

土木一般世話役

人

普通作業員

       126.000m3ＲＣ－40

再生クラッシャーラン

       126.000m3

小型車割増

第0012号運転単価表

時間

バックホウ運転費

CB210450(0006)

       100.000m3

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000式

諸雑費

       100.000m3合　　計

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0018 機械投入埋戻工（再生クラッシャーランRC-40）（夜） 0021
       100 m3 当り夜間

当り         1.000m3単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0019 土留工（軽量鋼矢板たて込み）
矢板長=2.5m,

0022
       133.2 ｍ 当り夜間

人

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

第0017号運転単価表

時間

バックホウ運転費

         1.000式

諸雑費

       133.200ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0020 土留工（軽量鋼矢板たて込み）
矢板長=3.5m,

0023
       133.2 ｍ 当り夜間

人

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

第0017号運転単価表

時間

バックホウ運転費

         1.000式

諸雑費

       133.200ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0021 土留工（軽量鋼矢板引抜き）
矢板長=2.5m,

0024
       133.2 ｍ 当り夜間

人

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

日

トラッククレーン賃料

         1.000式

諸雑費

       133.200ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0022 土留工（軽量鋼矢板引抜き）
矢板長=3.5m,

0025
       133.2 ｍ 当り夜間

人

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

日

トラッククレーン賃料

         1.000式

諸雑費

       133.200ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0023 継手工（夜）
600㎜　NS形特殊割押輪

0026
         1 箇所 当り夜間

人

配管工

人

普通作業員

         1.000式

諸雑費

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0024 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工（夜）
径600mm,固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

0027
       100 ｍ 当り夜間

人

配管工

人

普通作業員

       131.250mφ600×7.5m

ポリエチレンスリーブ

       153.333組φ600

固定用ゴムバンド

       100.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0025 埋設表示シート工（夜）
材工共

0028
       100 ｍ 当り夜間

人

普通作業員

       102.000ｍ巾150

埋設標準シート（アルミ入り）

         1.000式

諸雑費

       100.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0049 試掘工１ 0029
         1 箇所 当り

CB430510(0001)

         6.000ｍｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0060号施工単価表

         2.000m2

舗装版直接掘削・積込工

第0030号単価表

         0.200m3

アスファルト殻運搬工

第0062号施工単価表

         1.800m3

機械掘削工（バックホウ）

CB210030(0008)

         1.000m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0031号単価表

         1.000m3

機械投入埋戻工（再生クッション用砂）

第0032号単価表

         1.200m3

機械投入埋戻工（再生クラッシャーラ
ンRC-40）

第0063号施工単価表

         2.800m3

発生土運搬工

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0049 試掘工１ 0029
         1 箇所 当り

第0004号施工単価表

         2.000m2下層路盤 施工厚= 14 cm ＲＣ－40 再生材

路盤工

第0005号施工単価表

         2.000m2上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石

路盤工

第0006号施工単価表

         2.000m21層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

仮舗装工　t=50

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0052 アスファルト殻運搬工 0030
         1 m3 当り

第0061号施工単価表

         1.000m3

アスファルト塊運搬費

         1.000m3

建設廃棄物受入れ料金（As塊）

         1.000m3合　　計

当り         1.000m3単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0050 機械投入埋戻工（再生クッション用砂） 0031
       100 m3 当り

人

土木一般世話役

人

普通作業員

       126.000m3小型割増

再生クッション用砂

第0020号運転単価表

時間

バックホウ運転費

CB210450(0002)

       100.000m3

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000式

諸雑費

       100.000m3合　　計

当り         1.000m3単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0051 機械投入埋戻工（再生クラッシャーランRC-40） 0032
       100 m3 当り

人

土木一般世話役

人

普通作業員

       126.000m3ＲＣ－40

再生クラッシャーラン

       126.000m3

小型車割増

第0020号運転単価表

時間

バックホウ運転費

CB210450(0002)

       100.000m3

タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000式

諸雑費

       100.000m3合　　計

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0051 機械投入埋戻工（再生クラッシャーランRC-40） 0032
       100 m3 当り

当り         1.000m3単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0053 試掘工２ 0033
         1 箇所 当り

CB430510(0001)

         7.000ｍｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0060号施工単価表

         3.000m2

舗装版直接掘削・積込工

第0030号単価表

         0.300m3

アスファルト殻運搬工

第0062号施工単価表

         5.700m3

機械掘削工（バックホウ）

CB210030(0008)

         1.500m3土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0031号単価表

         1.500m3

機械投入埋戻工（再生クッション用砂）

第0032号単価表

         4.800m3

機械投入埋戻工（再生クラッシャーラ
ンRC-40）

第0063号施工単価表

         7.200m3

発生土運搬工

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0053 試掘工２ 0033
         1 箇所 当り

第0004号施工単価表

         3.000m2下層路盤 施工厚= 14 cm ＲＣ－40 再生材

路盤工

第0005号施工単価表

         3.000m2上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石

路盤工

第0006号施工単価表

         3.000m21層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

仮舗装工　t=50

第0006号単価表

         2.000ｍ矢板長=3.0m,

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

第0009号単価表

         2.000ｍ矢板長=3.0m,

土留工（軽量鋼矢板引抜き）

第0009号施工単価表

         2.000ｍ２段 3.5m以下 軽量金属 水圧式

軽量金属支保設置工

第0011号施工単価表

         2.000ｍ２段 3.5m以下 軽量金属 水圧式

軽量金属支保撤去工

         1.000箇所合　　計

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0053 試掘工２ 0033
         1 箇所 当り

当り         1.000箇所単位当り

第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0035 推進用鋼管 0034
         1 式 当り

        12.000本φ700　L=0.8m

鋼管

         1.000個φ700

メタルクラウン

第0035号単価表

         8.800ｍ

推進工

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0026 推進工 0035
         2 ｍ 当り

人

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

溶接工

第0036号単価表

日

クレーン装置付トラック運転費

第0037号単価表

日

推進工機械器具損料

第0038号単価表

日

発動発電機運転費

         1.000式

諸雑費

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0026 推進工 0035
         2 ｍ 当り

         2.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0027 クレーン装置付トラック運転費 0036
         1 日 当り

人

特殊運転手

ﾘｯﾄﾙ一般用

軽油

日4t車　2.9t吊

クレーン装置付トラック損料

         1.000式

諸雑費

         1.000日合　　計

当り         1.000日単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0028 推進工機械器具損料 0037
         1 日 当り

日

推進機損料

日

電気溶接機 機械損料

日

工事用水中ポンプ 機械損料

日

ウォータースイベル

日

鋼管接続ヘッド

供日

水槽 機械損料

日

ファン 機械損料

         1.000日合　　計

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0028 推進工機械器具損料 0037
         1 日 当り

当り         1.000日単位当り

第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0029 発動発電機運転費 0038
         1 日 当り

ﾘｯﾄﾙ一般用

軽油

日排出ガス対策型

発動発電機機械損料

         1.000式

諸雑費

         1.000日合　　計

当り         1.000日単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0030 発生土処分工 0039
         1 m3 当り

第0040号単価表

         1.000m3

特殊強力吸引車運転

         1.000m3合　　計

当り         1.000m3単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0032 特殊強力吸引車運転 0040
         1 m3 当り

ﾘｯﾄﾙ一般用

軽油

人

一般運転手

第0041号単価表

日

特殊強力吸引車損料

供用日

タイヤ損耗費

         1.000式

諸雑費

         1.000m3合　　計

当り         1.000m3単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0033 特殊強力吸引車損料 0041
         1 日 当り

日4.5t

強力吸引車損料

時間4.5t

強力吸引車損料

         1.000日合　　計

当り         1.000日単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0055 滑材注入工 0042
         1 ｍ 当り

第0043号単価表

         0.397m3

滑材

第0044号単価表

         1.000ｍ

機械器具損料（滑材）

         1.000式

諸雑費

         1.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0056 滑材 0043
         1 m3 当り

       150.000kg25kg袋入

ベントナイト

         0.850m3

水

         1.000m3合　　計

当り         1.000m3単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0057 機械器具損料（滑材） 0044
         2 ｍ 当り

日

グラウトポンプ 機械損料

日

グラウトミキサ 機械損料

日φ38㎜×20m

グラウトホース損料

         2.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0036 本管挿入工 0045
         1 式 当り

第0092号施工単価表

        10.890ｍ径500mm

管据付費（ダクタイル鋳鉄管）

第0093号施工単価表

        10.000箇所径500mm

管接合費（ダクタイル鋳鉄管）

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0058 中詰注入工 0046
         1 m3 当り

人

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

第0094号施工単価表

         1.000m3

注入材料（エアーモルタル）

第0038号単価表

日

発動発電機運転費

日

グラウトポンプ 機械損料

日

グラウトミキサ 機械損料

日φ38㎜×20m

グラウトホース損料

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0058 中詰注入工 0046
         1 m3 当り

         1.000式

諸雑費

         1.000m3合　　計

当り         1.000m3単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0039 坑口工 0047
         1 箇所 当り

人

普通作業員

         1.000組φ700　鋼製さや管用

坑口止水器

第0048号単価表

         4.000ｍ

鋼材溶接工

第0095号施工単価表

         7.800ｍ

鋼材切断工

第0036号単価表

日

クレーン装置付トラック運転費

         1.000式

諸雑費

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0040 鋼材溶接工 0048
         1 ｍ 当り

人

土木一般世話役

人

溶接工

人

普通作業員

         0.400kg

溶接棒

日

電気溶接機 機械損料

         1.000式

諸雑費

         1.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0041 鏡切り工 0049
         1 箇所 当り

第0096号施工単価表

         3.900ｍ小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)

鏡切り工

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0042 推進設備工 0050
         1 箇所 当り

人

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

溶接工

日

トラッククレーン賃料

第0038号単価表

日

発動発電機運転費

         1.000式

諸雑費

         1.000箇所合　　計

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0042 推進設備工 0050
         1 箇所 当り

当り         1.000箇所単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0059 滑材・中詰注入設備工 0051
         1 箇所 当り

人

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

第0036号単価表

日

クレーン装置付トラック運転費

         1.000式

諸雑費

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0044 アスファルト殻運搬工 0052
         1 m3 当り

第0097号施工単価表

         1.000m3

アスファルト塊運搬費

         1.000m3

建設廃棄物受入れ料金（As塊）

         1.000m3合　　計

当り         1.000m3単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0045 アスファルト殻運搬工（夜） 0053
         1 m3 当り夜間

第0106号施工単価表

         1.000m3

アスファルト塊運搬費

         1.000m3

建設廃棄物受入れ料金（As塊）

         1.000m3合　　計

当り         1.000m3単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0046 観測井戸設置工 0054
         1 箇所 当り

第0113号施工単価表

         4.462ｍφ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 粘土・シルト

土質ボーリング工

第0114号施工単価表

         1.250ｍφ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土

土質ボーリング工

第0115号施工単価表

         0.820ｍφ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 礫混じり土砂

土質ボーリング工

第0055号単価表

         6.532ｍ

観測井戸設置

第0056号単価表

         1.000箇所

ハンドホール設置撤去

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0047 観測井戸設置 0055
        10 ｍ 当り

人

普通作業員

人

配管工

         2.575本φ40mm　長4.0ｍ

硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無

         0.040m3

リサイクル砂

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0048 ハンドホール設置撤去 0056
        10 箇所 当り

人

土木一般世話役

人

普通作業員

        10.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000 時間

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

バックホウ機械損料

排出ガス対策型 時間

諸雑費

式            1.000

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費

           1.000 日

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一般運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

ダンプトラック機械損料

供用日

タイヤ損耗費

供用日

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000 時間

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

バックホウ機械損料

時間

第0004号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表バックホウ機械損料

           1.000 時間

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

バックホウ機械損料[13欄]

排出ガス対策型 時間

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表タンパ運転費

           1.000 日

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

ガソリン

レギュラー80オクタン価以上 ﾘｯﾄﾙ

タンパ（ランマ）賃料

日

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表タンパ運転費

           1.000 日

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費【基準】

           1.000 日

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一般運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

ダンプトラック機械損料

供用日

第0007号運転単価表

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費【基準】

           1.000 日

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

タイヤ損耗費

供用日

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表ダンプトラック機械損料

           1.000 供用日

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック機械損料[15欄]

供用日

合計 供用日            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表ダンプトラック機械損料

           1.000 供用日

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 供用日            1.000 当り

当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000 時間

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

バックホウ機械損料

排出ガス対策型 時間

諸雑費

式            1.000

合計 時間            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000 時間

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表工事用水中ポンプ 機械損料

           1.000 日

0009第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

工事用水中ポンプ 機械損料

日

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000
夜間（８時間）

時間

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000
夜間（８時間）

時間

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

バックホウ機械損料

排出ガス対策型 時間

諸雑費

式            1.000

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費

           1.000
夜間（８時間）

日

0011第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一般運転手

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費

           1.000
夜間（８時間）

日

0011第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

ダンプトラック機械損料

供用日

タイヤ損耗費

供用日

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000
夜間（８時間）

時間

0012第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

バックホウ機械損料

時間

第0013号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表バックホウ機械損料

           1.000
夜間（８時間）

時間

0013第

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 時間

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表タンパ運転費

           1.000
夜間（８時間）

日

0014第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

ガソリン

レギュラー80オクタン価以上 ﾘｯﾄﾙ

タンパ（ランマ）賃料

日

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表タンパ運転費

           1.000
夜間（８時間）

日

0014第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費【基準】

           1.000
夜間（８時間）

日

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一般運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

ダンプトラック機械損料

供用日

第0016号運転単価表

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費【基準】

           1.000
夜間（８時間）

日

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

タイヤ損耗費

供用日

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表ダンプトラック機械損料

           1.000
夜間（８時間）

供用日

0016第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック機械損料[15欄]

供用日

合計 供用日            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表ダンプトラック機械損料

           1.000
夜間（８時間）

供用日

0016第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 供用日            1.000 当り

当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000
夜間（８時間）

時間

0017第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

バックホウ機械損料

排出ガス対策型 時間

諸雑費

式            1.000

合計 時間            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000
夜間（８時間）

時間

0017第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000 時間

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

バックホウ機械損料

排出ガス対策型 時間

諸雑費

式            1.000

合計 時間            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000 時間

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費

           1.000 日

0019第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一般運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

ダンプトラック機械損料

供用日

タイヤ損耗費

供用日

諸雑費

式            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費

           1.000 日

0019第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000 時間

0020第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

バックホウ機械損料

時間

第0021号運転単価表

諸雑費

式            1.000

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表バックホウ運転費

           1.000 時間

0020第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表バックホウ機械損料

           1.000 時間

0021第

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 時間

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費【基準】

           1.000 日

0022第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一般運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

ダンプトラック機械損料

供用日

第0023号運転単価表

タイヤ損耗費

供用日

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表ダンプトラック機械損料

           1.000 供用日

0023第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック機械損料[15欄]

供用日

合計 供用日            1.000

単位当り 供用日            1.000 当り

当り

号 運転単価表圧入機械運転費【基準】

           1.000φ2,500 時間

0024第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

圧入機損料

φ2500用 時間

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表圧入機械運転費【基準】

           1.000φ2,500 時間

0024第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表クラムシェル運転費【基準】

           1.000 時間

0025第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

油圧クラムシェル機械損料

時間

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表クラムシェル運転費【基準】

           1.000 時間

0025第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費

           1.000 時間

0026第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

トラック機械損料

時間

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費

           1.000 時間

0026第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表汚泥吸排車機械運転費【基準】

           1.000 日

0027第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一般運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

汚泥吸排車 機械損料

供日

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表汚泥吸排車機械運転費【基準】

           1.000 日

0027第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表クレーン装置付トラック運転費【基準】

           1.000 時間

0028第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

トラック機械損料

時間

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表クレーン装置付トラック運転費【基準】

           1.000 時間

0028第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表トラック運転費

           1.000 時間

0029第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

トラック機械損料

時間

第0030号運転単価表

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表トラック運転費

           1.000 時間

0029第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表トラック機械損料

           1.000 時間

0030第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

トラック機械損料[13欄]

時間

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表トラック損料（注入時）

           1.000 日

0031第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

トラック機械損料

日

トラック機械損料

日

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費

           1.000 日

0032第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一般運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費

           1.000 日

0032第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック機械損料

供用日

タイヤ損耗費

供用日

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費

           1.000
夜間（８時間）

日

0033第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一般運転手

人

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費

           1.000
夜間（８時間）

日

0033第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

ダンプトラック機械損料

供用日

タイヤ損耗費

供用日

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

四　 日　 市　 市30-12-y073-3-003-00



共通仮設費（積上）

規格 数量 単位 積算条件 備考

運搬費

仮設材（鋼矢板、H形

鋼、覆工板、敷鉄板等）

運搬

円形覆工板 3.94 ｔ 往復、片道運搬距離20km

仮設材（鋼矢板、H形

鋼、覆工板、敷鉄板等）

積込み取卸し

円形覆工板 3.94 ｔ 各2回（往復分）

準備費

事業損失防止

施設費

観測井戸設置工 1 式 85,399円/式 1箇所

安全費

役務費

技術管理費

営繕費

スクラップ評価

額

現場発生品（スクラップ） 管材分　スクラップ 5.46 ｔ

スクラップ　ヘビーH2

15,000円/t

現場発生品（スクラップ）

鋼製ケーシング及び

推進管  スクラップ

4.36 ｔ

スクラップ　ヘビーH1

16,500円/ｔ

間接工事費

管材費 1 式 40,572,902円/式

処分費等 1 式 290,178円/式


