
令和  3 年度 第 号 工　事　設　計　書 四日市市

公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）南部（3-3）

工 事 名

工 　 期 契約の日から令和 4年 8月31日まで 設計 検算

工　　事　　の　　概　　要 起　　　工　　　理　　　由

公設汚水桝設置工事

- 1 - 四日市市

工 事 費

施行地名

施 設 名

四日市市 日永地区ほか5地区 地内 審　査 令和 年　月　日

課長 課長補佐 係長

設　計 令和   年  月  日
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工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書では

ありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策

等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号

工事番号

工事名

単価適用日

積算基準適用版

一般材料地区 B00：四日市

適用単価地区 生コン B01：桑名・四日市

石材 B01：四日市

-------- ＩＣＴ補正 しない

諸 週休２日制の補正 しない

経 共通仮設費 主たる工種 ３１：下水道工事（２）

費 施工地域補正 一般交通影響有り（２）－２

情 対象支給品費 -

報 無償貸与機械等評価額 -

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正 -
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現場管理費 施工地域補正 一般交通影響有り（２）－２

緊急工事補正 しない

砂防・地滑り工事補正 しない

対象支給品費 -

無償貸与機械等評価額 -

一般管理費等 財団法人等の補正 しない

前払金割合による補正 ５％以下

契約保証に係る補正 補正無

諸

経

費

情

報
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（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種
を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

２．準備費

準備費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

４．安全費

安全費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

５．役務費

役務費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

６．技術管理費

技術管理費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)

７．営繕費

営繕費の計上 あ　り　　　・　　(な　し)
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（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品 あ　り　　　・　　(な　し)

２．処分費の取り扱い

処分費の控除 あ　り　　　・　　(な　し)

その他確認事項等 あ　り　　　・　　 な　し

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額 あ　り　　　・　　(な　し)
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設計内訳書

工事名 公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）南部（3-3） 当　初 事業区分 下水道 主たる工種 下水道工事（２）

工事区分 汚水桝設置単価契約 施工地域 一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

汚水桝設置単価契約

式

        1

　単価契約

　 式

　         1

　　汚水桝設置工

　　 式

　　         1

　　　汚水桝工 100 購入土 横断延長 ～2m

　　　 箇所 単-1号

　　　         1

　　　汚水桝工 100 購入土 横断延長 2m～3m

　　　 箇所 単-2号

　　　         1

　　　汚水桝工 100 購入土 横断延長 3m～4m

　　　 箇所 単-3号

　　　         1

　　　汚水桝工 100 購入土 横断延長 4m～5m

　　　 箇所 単-4号

　　　         1

　　　汚水桝工 100 購入土 横断延長 5m～6m

　　　 箇所 単-5号

　　　         1

　　　汚水桝工 100 購入土 横断延長 6m～7m

　　　 箇所 単-6号

　　　         1

　　　汚水桝工 100 購入土 横断延長 7m～8m

　　　 箇所 単-7号

　　　         1

　　　汚水桝工 100 購入土 横断延長 8m～9m

　　　 箇所 単-8号

　　　         1

　　　汚水桝工 100 購入土 横断延長 9m～10m

　　　 箇所 単-9号

　　　         1
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設計内訳書

工事名 公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）南部（3-3） 当　初 事業区分 下水道 主たる工種 下水道工事（２）

工事区分 汚水桝設置単価契約 施工地域 一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 ～2m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-10号

　　　         1

　　　汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 2m～3m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-11号

　　　         1

　　　汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 3m～4m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-12号

　　　         1

　　　汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 4m～5m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-13号

　　　         1

　　　汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 5m～6m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-14号

　　　         1

　　　汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 6m～7m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-15号

　　　         1

　　　汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 7m～8m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-16号

　　　         1

　　　汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 8m～9m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-17号

　　　         1

　　　汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 9m～10m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-18号

　　　         1

　　　汚水桝工 150 購入土 横断延長 ～2m

　　　 箇所 単-19号

　　　         1

　　　汚水桝工 150 購入土 横断延長 2m～3m

　　　 箇所 単-20号

　　　         1

　　　汚水桝工 150 購入土 横断延長 3m～4m

　　　 箇所 単-21号

　　　         1
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設計内訳書

工事名 公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）南部（3-3） 当　初 事業区分 下水道 主たる工種 下水道工事（２）

工事区分 汚水桝設置単価契約 施工地域 一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　汚水桝工 150 購入土 横断延長 4m～5m

　　　 箇所 単-22号

　　　         1

　　　汚水桝工 150 購入土 横断延長 5m～6m

　　　 箇所 単-23号

　　　         1

　　　汚水桝工 150 購入土 横断延長 6m～7m

　　　 箇所 単-24号

　　　         1

　　　汚水桝工 150 購入土 横断延長 7m～8m

　　　 箇所 単-25号

　　　         1

　　　汚水桝工 150 購入土 横断延長 8m～9m

　　　 箇所 単-26号

　　　         1

　　　汚水桝工 150 購入土 横断延長 9m～10m

　　　 箇所 単-27号

　　　         1

　　　汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 ～2m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-28号

　　　         1

　　　汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 2m～3m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-29号

　　　         1

　　　汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 3m～4m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-30号

　　　         1

　　　汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 4m～5m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-31号

　　　         1

　　　汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 5m～6m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-32号

　　　         1

　　　汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 6m～7m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-33号

　　　         1
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設計内訳書

工事名 公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）南部（3-3） 当　初 事業区分 下水道 主たる工種 下水道工事（２）

工事区分 汚水桝設置単価契約 施工地域 一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 7m～8m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-34号

　　　         1

　　　汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 8m～9m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-35号

　　　         1

　　　汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 横断延長 9m～10m

　　　組立人孔接続) 箇所 単-36号

　　　         1

　　　ます蓋(鉄蓋)設置工 鋳鉄製(T-8)

　　　 箇所 単-37号

　　　         1

　　　ます蓋(鉄蓋)設置工 鋳鉄製(T-14)

　　　 箇所 単-38号

　　　         1

　　　ます蓋(鉄蓋)設置工 鋳鉄製(T-25)

　　　 箇所 単-39号

　　　         1

　　　本管土工 購入土(RC-40) 土かぶり～1.0m

　　　 箇所 単-40号

　　　         1

　　　本管土工 購入土(RC-40) 土かぶり1.0m～2.0m

　　　 箇所 単-41号

　　　         1

　　　本管土工 購入土(RC-40) 土かぶり2.0m～3.0m

　　　 箇所 単-42号

　　　         1

　　　本管土工 購入土(RC-40) 土かぶり3.0m～4.0m

　　　 箇所 単-43号

　　　         1

　　　本管布設工 150 購入土 土かぶり～1.0m

　　　 m 単-44号

　　　         1

　　　本管布設工 150 購入土 土かぶり1.0m～2.0m

　　　 m 単-45号

　　　         1
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設計内訳書

工事名 公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）南部（3-3） 当　初 事業区分 下水道 主たる工種 下水道工事（２）

工事区分 汚水桝設置単価契約 施工地域 一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　本管布設工 150 購入土 土かぶり2.0m～3.0m

　　　 m 単-46号

　　　         1

　　　小型人孔設置工 起点および中間形式 

　　　 深さ2m以下 本管径150 箇所 単-47号

　　　 mm及び200mm T-8         1

　　　小型人孔設置工 起点および中間形式 

　　　 深さ2m以下 本管径150 箇所 単-48号

　　　 mm及び200mm T-14         1

　　　小型人孔設置工 起点および中間形式 

　　　 深さ2m以下 本管径150 箇所 単-49号

　　　 mm及び200mm T-25         1

　　　小型人孔設置工 起点および中間形式 

　　　 深さ3.5m以下 本管径1 箇所 単-50号

　　　 50mm及び200mm T-8         1

　　　小型人孔設置工 起点および中間形式 

　　　 深さ3.5m以下 本管径1 箇所 単-51号

　　　 50mm及び200mm T-14         1

　　　小型人孔設置工 起点および中間形式 

　　　 深さ3.5m以下 本管径1 箇所 単-52号

　　　 50mm及び200mm T-25         1

　　　副管工(Eタイプ) 本管径150mm-副管径10

　　　 0mm E-1 1号 箇所 単-53号

　　　         1

　　　副管工(Eタイプ) 本管径150mm-副管径10

　　　 0mm E-2 1号 箇所 単-54号

　　　         1

　　　副管工(Eタイプ) 本管径150mm-副管径10

　　　 0mm E-3 1号 箇所 単-55号

　　　         1

　　　副管工(Eタイプ) 本管径150mm-副管径10

　　　 0mm E-4 1号 箇所 単-56号

　　　         1

　　　副管工(Eタイプ) 本管径150mm-副管径10

　　　 0mm E-5 1号 箇所 単-57号

　　　         1
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設計内訳書

工事名 公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）南部（3-3） 当　初 事業区分 下水道 主たる工種 下水道工事（２）

工事区分 汚水桝設置単価契約 施工地域 一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　既設インバート工 楕円人孔

　　　 箇所 単-58号

　　　         1

　　　既設インバート工 1号人孔

　　　 箇所 単-59号

　　　         1

　　　既設インバート工 2号人孔

　　　 箇所 単-60号

　　　         1

　　　楕円マンホール 削孔 φ100 塩ビ管

　　　 箇所 単-61号

　　　         1

　　　1号マンホール 削孔 φ100 塩ビ管

　　　 箇所 単-62号

　　　         1

　　　2号マンホール 削孔 φ100 塩ビ管

　　　 箇所 単-63号

　　　         1

　　　楕円マンホール 削孔 φ150 塩ビ管

　　　 箇所 単-64号

　　　         1

　　　1号マンホール 削孔 φ150 塩ビ管

　　　 箇所 単-65号

　　　         1

　　　2号マンホール 削孔 φ150 塩ビ管

　　　 箇所 単-66号

　　　         1

　　　可とう継手設置工 拡張型 φ150

　　　 箇所 単-67号

　　　         1

　　　可とう継手設置工 貼付型 φ150

　　　 箇所 単-68号

　　　         1

　　　楕円マンホール 可とう継手用削孔(塩

　　　 ビφ150) 箇所 単-69号

　　　         1
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設計内訳書

工事名 公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）南部（3-3） 当　初 事業区分 下水道 主たる工種 下水道工事（２）

工事区分 汚水桝設置単価契約 施工地域 一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　1号マンホール 可とう継手用削孔(塩

　　　 ビφ150) 箇所 単-70号

　　　         1

　　仮設工

　　 式

　　         1

　　　土留工 (掘削深～1.3m以下) 矢板・支保工 1.5m,1

　　　 段 箇所 単-71号

　　　         1

　　　土留工 (掘削深 1.3m～1.5m) 矢板・支保工 2.0m,1

　　　 段 箇所 単-72号

　　　         1

　　　土留工 (掘削深 1.5m～1.8m) 矢板・支保工 2.0m,1

　　　 段 箇所 単-73号

　　　         1

　　　土留工 (掘削深 1.8m～2.0m) 矢板・支保工 2.5m,1

　　　 段 箇所 単-74号

　　　         1

　　　土留工 (掘削深 2.0m～2.3m) 矢板・支保工 2.5m,2

　　　 段 箇所 単-75号

　　　         1

　　　土留工 (掘削深 2.3m～2.5m) 矢板・支保工 3.0m,2

　　　 段 箇所 単-76号

　　　         1

　　　土留工 (掘削深 2.5m～2.8m) 矢板・支保工 3.0m,2

　　　 段 箇所 単-77号

　　　         1

　　　土留工 (掘削深 2.8m～3.0m) 矢板・支保工 3.5m,2

　　　 段 箇所 単-78号

　　　         1

　　　土留工 (掘削深 3.0m～3.3m) 矢板・支保工 3.5m,2

　　　 段 箇所 単-79号

　　　         1

　　　土留工 (掘削深 3.3m～3.5m) 矢板・支保工 4.0m,2

　　　 段 箇所 単-80号

　　　         1
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設計内訳書

工事名 公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）南部（3-3） 当　初 事業区分 下水道 主たる工種 下水道工事（２）

工事区分 汚水桝設置単価契約 施工地域 一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　土留工 (掘削深 3.8m以下) 矢板・支保工 4.0m,3

　　　 段 箇所 単-81号

　　　         1

　　　水替工 2インチ

　　　 箇所 単-82号

　　　         1

　　　締切排水工

　　　 箇所 単-83号

　　　         1

　　　土のう工

　　　 m2 単-84号

　　　         1

　　　ウェルポイント工

　　　 式 単-85号

　　　         1

　　舗装復旧工

　　 式

　　         1

　　　舗装版切断 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

　　　 版;舗装厚50mm m 単-86号

　　　         1

　　　舗装版切断 舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装

　　　 版;舗装厚50mm m 単-87号

　　　         1

　　　不陸整正工 補足材無

　　　 m2 単-88号

　　　         1

　　　不陸整正工 補足材有 2m3 再生ク

　　　 ラッシャーラン m2 単-89号

　　　         1

　　　不陸整正工 補足材有 2m3 粒度調

　　　 整砕石 M-30 m2 単-90号

　　　         1
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設計内訳書

工事名 公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）南部（3-3） 当　初 事業区分 下水道 主たる工種 下水道工事（２）

工事区分 汚水桝設置単価契約 施工地域 一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　アスファルト撤去工 撤去厚さ 3cm

　　　 【ダンプトラック［オ m2 単-91号

　　　 ンロード・ディーゼル         1

］｜２ｔ積級　】【タ

イヤ損耗費｜２～３ｔ

積級　良好　供用日　

】

　　　アスファルト撤去工 撤去厚さ 5cm

　　　 【ダンプトラック［オ m2 単-92号

　　　 ンロード・ディーゼル         1

］｜２ｔ積級　】【タ

イヤ損耗費｜２～３ｔ

積級　良好　供用日　

】

　　　アスファルト撤去工 撤去厚さ 10cm

　　　 【ダンプトラック［オ m2 単-93号

　　　 ンロード・ディーゼル         1

］｜２ｔ積級　】【タ

イヤ損耗費｜２～３ｔ

積級　良好　供用日　

】

　　　下層路盤(歩道部) 路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗ

　　　 ﾝ RC-40;仕上り厚100m m2 単-94号

　　　 m         1

　　　下層路盤(歩道部) 路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗ

　　　 ﾝ RC-40;仕上り厚150m m2 単-95号

　　　 m         1

　　　下層路盤(歩道部) 路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗ

　　　 ﾝ RC-40;仕上り厚170m m2 単-96号

　　　 m         1

　　　下層路盤(歩道部) 路盤材種類ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-

　　　 40;仕上り厚200mm m2 単-97号

　　　         1

　　　上層路盤(歩道部) 路盤材種類各種;路盤

　　　 材規格粒度調整砕石 M m2 単-98号

　　　 -30;仕上り厚100mm         1

- 9 -
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503-202c000-00452-71(0)

設計内訳書

工事名 公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）南部（3-3） 当　初 事業区分 下水道 主たる工種 下水道工事（２）

工事区分 汚水桝設置単価契約 施工地域 一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　上層路盤(歩道部) 路盤材種類各種;路盤

　　　 材規格粒度調整砕石 M m2 単-99号

　　　 -30;仕上り厚130mm         1

　　　表層(車道・路肩部) 材料種類再生密粒度ｱｽ

　　　 ﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装 m2 単-100号

　　　 厚50mm;平均幅員1.4m         1

未満(1層当り平均仕上

り

　　　As舗装工(車道)2層 県道 改質Ⅱ型

　　　 m2 単-101号

　　　         1

　　　As舗装工(歩道)透水 材料種類開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ

　　　 混合物;材料規格13;平 m2 単-102号

　　　 均幅員1.4m未満;舗装         1

厚30mm

　　　As舗装工(歩道)透水 材料種類再生密粒度ｱｽ

　　　 ﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装 m2 単-103号

　　　 厚50mm;平均幅員1.4m         1

未満(1層当り平均仕上

り

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高

　　　 炉) m3 単-104号

　　　         1

　　　コンクリート取壊し 無筋構造物

　　　 【ダンプトラック［オ m3 単-105号

　　　 ンロード・ディーゼル         1

］｜１０ｔ積級　】【

タイヤ損耗費｜１０ｔ

積級　良好　供用日　

】

- 10 -
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設計内訳書

工事名 公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）南部（3-3） 当　初 事業区分 下水道 主たる工種 下水道工事（２）

工事区分 汚水桝設置単価契約 施工地域 一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

　　　コンクリート取壊し 有筋構造物

　　　 【ダンプトラック［オ m3 単-106号

　　　 ンロード・ディーゼル         1

］｜１０ｔ積級　】【

タイヤ損耗費｜１０ｔ

積級　良好　供用日　

】

　　　仮舗装工 1.90t/m3 1層当り平均

　　　 仕上り厚 30mm m2 単-107号

　　　         1

　　　仮舗装工 1.90t/m3 1層当り平均

　　　 仕上り厚 50mm m2 単-108号

　　　         1

　　　ﾌｨﾙﾀｰ層 材料種類リサイクル砂

　　　 ;仕上り厚50mm m2 単-109号

　　　         1

　　付帯工

　　 式

　　         1

　　　舗装目地復旧工 巾4cm

　　　 m 単-110号

　　　         1

　　　区画線工 50m未満

　　　 式 単-111号

　　　         1

　　　交通誘導警備員A

　　　 人 単-112号

　　　         1

　　　交通誘導警備員B

　　　 人 単-113号

　　　         1

　　　立会い費

　　　 回 単-114号

　　　         1
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設計内訳書

工事名 公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）南部（3-3） 当　初 事業区分 下水道 主たる工種 下水道工事（２）

工事区分 共通仮設費 施工地域 一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

直接工事費

式

        1

共通仮設費

式

        1

　共通仮設費（率計上）

　 式

　         1

純工事費

式

        1

　現場管理費

　 式

　         1

工事原価

式

        1

　一般管理費等

　 式

　         1

工事価格

式

        1

消費税相当額

式

        1

工事費計

式

        1

- 12 -
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工場管理費

  1 間接労務費対象額　管理費区分７

  2 間接労務費率

  3 間接労務費計上額

  4 工場管理費　工場純工事費

  5 非対象額計（－） 管理費区分５，９

  6 工場管理費対象額

  7 工場管理費率

  8 工場管理費計上額

- 1 -
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共通仮設費

  1 主たる工種　単独（当該工事） 下水道工事（２）

  2 主たる工種　合算工事

  3 対象工事費

  4 直接工事費

  5 　準備費（処分費）

  6 　事業損失防止施設費

  7 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）

  8 　　　　　　　　　　　　　　　現工事

  9 　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 10 非対象額計（－）

 11 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 12 　管理費区分２，７ 工場原価

 13 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 14 　管理費区分９ 間接費非対象額

 15 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 16 対象額支給品（＋）

 17 無償貸付機械評価額（＋）

 18 共通仮設費対象額　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　現工事

 20 　　　　　　　　　合算工事

 21 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） 調整工事入力で使用

 22 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 23 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 24 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）

 25 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 26 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 27 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 28 　　　　　　　　　現工事

 29 共通仮設費（率分）　率（補正後）

 30 計上額　単独（追加工事）

 31 　　　　現工事

 32 　　　　合算工事

 33 調整工事計上額
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共通仮設費

 34 現場環境改善費対象工事費

 35 直接工事費

 36 非対象額計（－）

 37 　管理費区分１ 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費

 38 　管理費区分２，７ 工場原価

 39 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

 40 　管理費区分９ 間接費非対象額

 41 　管理費区分Ｔ

 42 対象額支給品（＋）

 43 無償貸付機械評価額（＋）

 44 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）

 45 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事

 46 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 47 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）

 48 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 49 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 50 　施工地域等補正　単独（追加工事）

 51 　　　　　　      現工事

 52 現場環境改善費　率（補正後）

 53 計上額　単独（追加工事）

 54 　　　　現工事

 55 　　　　合算工事

 56 調整工事計上額

 57 共通仮設費（積上分）

 58 　運搬費

 59 　準備費・仮設費

 60 　事業損失防止施設費

 61 　安全費

 62 　役務費

 63 　技術管理費

 64 　営繕費

 65 　現場環境改善費

 66 共通仮設費計

- 2 -
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現場管理費

  1 主たる工種 下水道工事（２）

  2 単独（追加工事）純工事費

  3 単独（追加工事）　直接工事費

  4 単独（追加工事）　共通仮設費

  5 非対象額計（－）

  6 　管理費区分２，７ 工場原価

  7 　管理費区分５ 一般管理費等のみ対象額

  8 　管理費区分９ 間接費非対象額

  9 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

 10 対象額支給品（＋）

 11 無償貸付機械評価額（＋）

 12 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）

 13 　　　　　　　　　　　　現工事

 14 　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 調整工事入力で使用

 16 　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 18 率（補正前）　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　現工事　

 20 　　　　　　　　　　合算工事

 21 　施工地域等補正　単独（追加工事） *補正係数を乗じる

 22 　　　　　　　　　現工事　

 23 　施工時期補正　　　

 24 　緊急工事補正

 25 　真夏日補正　　　

 26 　砂防・地すべり補正　単独（追加工事）

 27 　　　　　　　　　　　現工事　

 28 　率（補正後）

 29 計上額　単独（追加工事）

 30 　　　　現工事

 31 　　　　合算工事

 32 調整工事計上額
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一般管理費等

所属名 四日市市 工事番号 第 回変更

発注年月 契約区分 主工種 下水道工事（２）

  1 工事原価

  2 　純工事費

  3 　現場管理費

  4 　工期延長等に伴う現場維持費

  5 　工場製作原価

  6 非対象額計（－）

  7 　管理費区分９ 支給品を除く間接費非対象額

  8 　管理費区分Ｔ 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額

  9 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）

 10 　　　　　　　　　　　　　現工事

 11 　　　　　　　　　　　　　合算工事

 12 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 調整工事入力で使用

 13 　　　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 14 　　　　　　　　　　　　　　　　　　合算工事

 15 率（補正前）　単独（追加工事）

 16 　　　　　　　　　　現工事　

 17 　　　　　　　　　　合算工事

 18 　前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）

 19 　　　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 20 　財団法人等による補正係数　単独（追加工事）

 21 　　　　　　　　　　　　　　現工事　

 22 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）

 23 契約保証に係る補正値　単独（追加工事）

 24 一般管理費等 率（補正後）

 25 計上額　単独（追加工事）

 26 　　　　現工事

 27 　　　　合算工事

 28 調整工事計上額
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内訳書＜データ無し＞
単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 1 -
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1次単価表
単-1号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 ～2m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-115号

正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       0.22 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.1 単-118号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00009

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.12 単-119号
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1次単価表
単-1号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 ～2m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        0.32 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価

- 2 -
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1次単価表
単-2号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 2m～3m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-121号

正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       0.6 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.25 単-122号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00011

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.33 単-123号

- 3 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-2号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 2m～3m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        0.85 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価

- 4 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-3号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 3m～4m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-124号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       0.97 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.41 単-125号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00012

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.54 単-126号

- 5 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-3号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 3m～4m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        1.38 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価

- 6 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-4号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 4m～5m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-127号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       1.34 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.57 単-128号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00013

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.75 単-129号

- 7 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-4号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 4m～5m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        1.91 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価

- 8 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-5号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 5m～6m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-130号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       1.71 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.73 単-131号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00014

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.95 単-132号

- 9 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-5号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 5m～6m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        2.44 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価

- 10 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-6号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 6m～7m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-130号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-133号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       2.08 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.89 単-134号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00015

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       1.16 単-135号

- 11 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-6号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 6m～7m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        2.97 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価

- 12 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-7号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 7m～8m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-130号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       2.45 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       1.05 単-136号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00016

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       1.37 単-137号

- 13 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-7号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 7m～8m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        3.5 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価

- 14 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-8号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 8m～9m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-130号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       2.83 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       1.21 単-138号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00017

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       1.57 単-139号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-8号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 8m～9m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        4.04 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価

- 16 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-9号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 9m～10m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-140号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       3.2 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       1.37 単-141号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00018

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       1.78 単-142号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-9号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土 横断延長 9m～10m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        4.57 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-10号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 ～2m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-143号

正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       0.22 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.1 単-144号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00019

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.12 単-145号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-10号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 ～2m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        0.32 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価

- 20 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-11号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 2m～3m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-146号

正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       0.6 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.25 単-147号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00020

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.33 単-148号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-11号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 2m～3m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        0.85 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-12号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 3m～4m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-149号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       0.97 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.41 単-150号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00021

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.54 単-151号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-12号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 3m～4m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        1.38 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-13号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 4m～5m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-152号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       1.34 単-153号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.57 単-154号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00022

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.75 単-155号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-13号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 4m～5m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        1.91 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価

- 26 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-14号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 5m～6m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-156号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       1.71 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.73 単-157号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00023

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.95 単-158号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-14号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 5m～6m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        2.44 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価

- 28 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-15号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 6m～7m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-159号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       2.08 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.89 単-160号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00024

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       1.16 単-161号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-15号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 6m～7m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        2.97 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-16号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 7m～8m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-156号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       2.45 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       1.05 単-162号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00025

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       1.37 単-163号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-16号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 7m～8m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        3.5 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-17号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 8m～9m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-156号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       2.83 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       1.21 単-164号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00026

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       1.57 単-165号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-17号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 8m～9m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        4.04 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-18号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 9m～10m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-156号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       3.2 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       1.37 単-166号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00027

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       1.78 単-167号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-18号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 100 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 9m～10m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        4.57 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-19号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 ～2m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-168号

正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       0.27 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.12 単-169号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00028

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.16 単-170号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-19号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 ～2m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        0.39 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-20号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 2m～3m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-171号

正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       0.73 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.31 単-172号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00029

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.42 単-173号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-20号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 2m～3m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        1.04 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-21号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 3m～4m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-174号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       1.18 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.51 単-175号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00030

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.68 単-176号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-21号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 3m～4m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        1.69 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-22号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 4m～5m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-177号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       1.64 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.7 単-178号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00031

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.94 単-179号

- 43 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-22号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 4m～5m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        2.34 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-23号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 5m～6m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-180号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       2.09 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.9 単-181号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00032

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       1.21 単-182号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-23号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 5m～6m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        2.99 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-24号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 6m～7m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-183号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       2.55 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       1.09 単-184号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00033

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       1.47 単-185号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-24号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 6m～7m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        3.64 単-186号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-25号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 7m～8m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-180号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       3 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       1.29 単-187号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00034

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       1.73 単-188号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-25号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 7m～8m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        4.29 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-26号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 8m～9m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-180号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       3.46 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       1.48 単-189号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00035

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       1.99 単-190号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-26号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 8m～9m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        4.94 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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1次単価表
単-27号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 9m～10m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-180号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       3.91 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       1.68 単-191号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00036

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       2.25 単-192号
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1次単価表
単-27号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土 横断延長 9m～10m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        5.59 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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1次単価表
単-28号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 ～2m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-193号

正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       0.27 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.12 単-194号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00037

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.16 単-195号
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1次単価表
単-28号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 ～2m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        0.39 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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1次単価表
単-29号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 2m～3m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-196号

正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       0.73 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.31 単-197号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00038

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.42 単-198号
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1次単価表
単-29号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 2m～3m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        1.04 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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1次単価表
単-30号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 3m～4m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-199号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       1.18 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.51 単-200号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00039

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.68 単-201号
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1次単価表
単-30号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 3m～4m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        1.69 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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1次単価表
単-31号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 4m～5m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-202号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝無

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       1.64 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.7 単-203号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00040

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.94 単-204号
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503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-31号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 4m～5m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        2.34 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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1次単価表
単-32号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 5m～6m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-205号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       2.09 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.9 単-206号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00041

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       1.21 単-207号
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1次単価表
単-32号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 5m～6m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        2.99 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-33号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 6m～7m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-205号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       2.55 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       1.09 単-208号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00042

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       1.47 単-209号
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1次単価表
単-33号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 6m～7m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        3.64 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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1次単価表
単-34号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 7m～8m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-205号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       3 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       1.29 単-210号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00043

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       1.73 単-211号
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1次単価表
単-34号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 7m～8m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        4.29 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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1次単価表
単-35号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 8m～9m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-205号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       3.46 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       1.48 単-212号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00044

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       1.99 単-213号
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1次単価表
単-35号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 8m～9m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        4.94 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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1次単価表
単-36号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 9m～10m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設および支管取付工 (市場単価) 規格･仕様＝管径 150mm：施工規模＝5箇所未 DGD60100

満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜 箇所 管理費区分 無

間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補        1 単-214号

正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有

：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) 規格･仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所 DGD60090

未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 箇所 管理費区分 無

夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無        1 単-116号

＝無：

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       3.91 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       1.68 単-215号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) WYB00045

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       2.25 単-216号
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1次単価表
単-36号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

汚水桝工 150 購入土(本管種 HP管・陶管 組 横断延長 9m～10m 箇所

立人孔接続)     

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        5.59 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

計

単価
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1次単価表
単-37号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ます蓋(鉄蓋)設置工 鋳鉄製(T-8) 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塩ビ桝(鉄蓋・四日市型) φ200 T-8用 WYB00048

個 管理費区分 無

       1

塩ビ桝(沈下防止板) 同上 WYB00049

個 管理費区分 無

       1

基礎砕石 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石 CB221110

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝ ｍ２ 管理費区分 無

全ての費用：        0.13 単-217号

鋳鉄製防護蓋設置費 WYB00050

箇所 管理費区分 無

       1

計
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503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-37号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ます蓋(鉄蓋)設置工 鋳鉄製(T-8) 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
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1次単価表
単-38号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ます蓋(鉄蓋)設置工 鋳鉄製(T-14) 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塩ビ桝(鉄蓋・四日市型) φ200 T-14用 WYB00051

個 管理費区分 無

       1

塩ビ桝(沈下防止板) 同上 WYB00052

個 管理費区分 無

       1

基礎砕石 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石 CB221110

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝ ｍ２ 管理費区分 無

全ての費用：        0.13 単-218号

鋳鉄製防護蓋設置費 WYB00053

箇所 管理費区分 無

       1

計
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1次単価表
単-38号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ます蓋(鉄蓋)設置工 鋳鉄製(T-14) 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
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1次単価表
単-39号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ます蓋(鉄蓋)設置工 鋳鉄製(T-25) 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塩ビ桝(鉄蓋・四日市型) φ200 T-25用 WYB00054

個 管理費区分 無

       1

塩ビ桝(沈下防止板) 同上 WYB00055

個 管理費区分 無

       1

基礎砕石 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石 CB221110

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝ ｍ２ 管理費区分 無

全ての費用：        0.13 単-219号

鋳鉄製防護蓋設置費 WYB00056

箇所 管理費区分 無

       1

計
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1次単価表
単-39号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ます蓋(鉄蓋)設置工 鋳鉄製(T-25) 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
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1次単価表
単-40号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

本管土工 購入土(RC-40) 土かぶり～1.0m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       0.9 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.3 単-220号

砂基礎(市場単価) 機械施工,リサイクル砂 WYB00060

m3 管理費区分 無

       0.3 単-221号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.10m3) WYB00062

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       0.7 単-222号

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        1.2 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-40号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

本管土工 購入土(RC-40) 土かぶり～1.0m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-41号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

本管土工 購入土(RC-40) 土かぶり1.0m～2.0m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       1.4 単-117号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.3 単-223号

砂基礎(市場単価) 機械施工,リサイクル砂 WYB00063

m3 管理費区分 無

       0.3 単-224号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.10m3) WYB00065

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       1.2 単-225号

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        1.7 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-41号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

本管土工 購入土(RC-40) 土かぶり1.0m～2.0m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-42号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

本管土工 購入土(RC-40) 土かぶり2.0m～3.0m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) DGD10030

： m3 管理費区分 無

       5.3 単-226号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.7 単-227号

砂基礎(市場単価) 機械施工,リサイクル砂 WYB00066

m3 管理費区分 無

       0.7 単-228号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.28m3(平積0.20m3) WYB00068

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       5 単-229号

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.        6 単-230号

2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-42号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

本管土工 購入土(RC-40) 土かぶり2.0m～3.0m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-43号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

本管土工 購入土(RC-40) 土かぶり3.0m～4.0m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) DGD10030

： m3 管理費区分 無

       7.5 単-226号

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり： CB210030

ｍ３ 管理費区分 無

       0.7 単-231号

砂基礎(市場単価) 機械施工,リサイクル砂 WYB00069

m3 管理費区分 無

       0.7 単-232号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.28m3(平積0.20m3) WYB00071

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       7.2 単-233号

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.        8.2 単-234号

2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

- 85 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-43号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

本管土工 購入土(RC-40) 土かぶり3.0m～4.0m 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-44号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

本管布設工 150 購入土 土かぶり～1.0m m

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径150mm Q2G1010010

m 管理費区分 無

      10

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

       8 単-117号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.10m3) WYB00074

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

       5 単-235号

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.        8 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

砂基礎(市場単価) 機械施工,リサイクル砂 WYB00075

m3 管理費区分 無

       1.9 単-236号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-44号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

本管布設工 150 購入土 土かぶり～1.0m m

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-45号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

本管布設工 150 購入土 土かぶり1.0m～2.0m m

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径150mm Q2G1010010

m 管理費区分 無

      10

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10020

1m3)： m3 管理費区分 無

      15 単-117号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.13m3(平積0.10m3) WYB00077

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

      10 単-237号

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.       15 単-120号

1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

砂基礎(市場単価) 機械施工,リサイクル砂 WYB00078

m3 管理費区分 無

       2.9 単-238号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-45号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

本管布設工 150 購入土 土かぶり1.0m～2.0m m

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm WYB00080

m 管理費区分 無

      10 単-239号

軽量鋼矢板引抜(両側)工 同上 WYB00084

m 管理費区分 無

      10 単-240号

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 1段, 水圧式パイプサポート WYB00085

m 管理費区分 無

      10 単-241号

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 1段 水圧式パイプサポート WYB00092

m 管理費区分 無

      10 単-242号

計
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-45号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

本管布設工 150 購入土 土かぶり1.0m～2.0m m

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-46号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

本管布設工 150 購入土 土かぶり2.0m～3.0m m

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径150mm Q2G1010010

m 管理費区分 無

      10

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) DGD10030

： m3 管理費区分 無

      23 単-243号

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)(小型バッ クローラ山積0.28m3(平積0.20m3) WYB00093

クホウ埋戻) m3 管理費区分 無

      19 単-244号

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距 DGD10160

離（実数入力）＝4km：DID区間＝DID区間あ m3 管理費区分 無

り：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.       23 単-230号

2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：

砂基礎(市場単価) 機械施工,リサイクル砂 WYB00094

m3 管理費区分 無

       2.9 単-245号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-46号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

本管布設工 150 購入土 土かぶり2.0m～3.0m m

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.0m以下 333mm WYB00096

m 管理費区分 無

      10 単-246号

軽量鋼矢板引抜(両側)工 同上 WYB00097

m 管理費区分 無

      10 単-247号

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段 水圧式パイプサポート WYB00098

m 管理費区分 無

      10 単-248号

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 同上 WYB00099

m 管理費区分 無

      10 単-249号

計
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-46号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

本管布設工 150 購入土 土かぶり2.0m～3.0m m

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-47号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型人孔設置工 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm 箇所

及び200mm T-8  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価 規格･仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格･ DGD60080

) 仕様2＝深2.0ｍ以下 本管径150･200mm：施工 箇所 管理費区分 無

規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合        1 単-250号

の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護

蓋設置の有無＝無：

塩ビ製人孔用鉄蓋(四日市型) φ300 T-8 WYB00107

個 管理費区分 無

       1

塩ビ製人孔用沈下防止板 同上 WYB00108

個 管理費区分 無

       1

基礎砕石 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石 CB221110

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝ ｍ２ 管理費区分 無

全ての費用：        0.18 単-251号

鋳鉄製防護蓋設置費 WYB00109

箇所 管理費区分 無

       1

- 95 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-47号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型人孔設置工 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm 箇所

及び200mm T-8  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 96 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-48号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型人孔設置工 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm 箇所

及び200mm T-14  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価 規格･仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格･ DGD60080

) 仕様2＝深2.0ｍ以下 本管径150･200mm：施工 箇所 管理費区分 無

規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合        1 単-252号

の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護

蓋設置の有無＝無：

塩ビ製人孔用鉄蓋(四日市型) φ300 T-14 WYB00110

個 管理費区分 無

       1

塩ビ製人孔用沈下防止板 同上 WYB00111

個 管理費区分 無

       1

基礎砕石 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石 CB221110

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝ ｍ２ 管理費区分 無

全ての費用：        0.18 単-253号

鋳鉄製防護蓋設置費 WYB00112

箇所 管理費区分 無

       1

- 97 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-48号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型人孔設置工 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm 箇所

及び200mm T-14  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 98 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-49号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型人孔設置工 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm 箇所

及び200mm T-25  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価 規格･仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格･ DGD60080

) 仕様2＝深2.0ｍ以下 本管径150･200mm：施工 箇所 管理費区分 無

規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合        1 単-250号

の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護

蓋設置の有無＝無：

塩ビ製人孔用鉄蓋(四日市型) φ300 T-25 WYB00113

個 管理費区分 無

       1

塩ビ製人孔用沈下防止板 同上 WYB00114

個 管理費区分 無

       1

基礎砕石 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石 CB221110

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝ ｍ２ 管理費区分 無

全ての費用：        0.18 単-254号

鋳鉄製防護蓋設置費 WYB00115

箇所 管理費区分 無

       1

- 99 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-49号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型人孔設置工 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm 箇所

及び200mm T-25  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 100 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-50号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型人孔設置工 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150m 箇所

m及び200mm T-8  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価 規格･仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格･ DGD60080

) 仕様2＝深3.5ｍ以下 本管径150･200mm：施工 箇所 管理費区分 無

規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合        1 単-255号

の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護

蓋設置の有無＝無：

塩ビ製人孔用鉄蓋(四日市型) φ300 T-8 WYB00119

個 管理費区分 無

       1

塩ビ製人孔用沈下防止板 同上 WYB00120

個 管理費区分 無

       1

基礎砕石 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石 CB221110

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝ ｍ２ 管理費区分 無

全ての費用：        0.18 単-256号

鋳鉄製防護蓋設置費 WYB00121

箇所 管理費区分 無

       1

- 101 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-50号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型人孔設置工 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150m 箇所

m及び200mm T-8  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-51号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型人孔設置工 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150m 箇所

m及び200mm T-14  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価 規格･仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格･ DGD60080

) 仕様2＝深3.5ｍ以下 本管径150･200mm：施工 箇所 管理費区分 無

規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合        1 単-255号

の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護

蓋設置の有無＝無：

塩ビ製人孔用鉄蓋(四日市型) φ300 T-14 WYB00122

個 管理費区分 無

       1

塩ビ製人孔用沈下防止板 同上 WYB00123

個 管理費区分 無

       1

基礎砕石 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石 CB221110

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝ ｍ２ 管理費区分 無

全ての費用：        0.18 単-257号

鋳鉄製防護蓋設置費 WYB00124

箇所 管理費区分 無

       1

- 103 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-51号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型人孔設置工 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150m 箇所

m及び200mm T-14  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-52号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型人孔設置工 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150m 箇所

m及び200mm T-25  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価 規格･仕様1＝径300mm 起点中間形式：規格･ DGD60080

) 仕様2＝深3.5ｍ以下 本管径150･200mm：施工 箇所 管理費区分 無

規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合        1 単-258号

の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護

蓋設置の有無＝無：

塩ビ製人孔用鉄蓋(四日市型) φ300 T-25 WYB00125

個 管理費区分 無

       1

塩ビ製人孔用沈下防止板 同上 WYB00126

個 管理費区分 無

       1

基礎砕石 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石 CB221110

の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝ ｍ２ 管理費区分 無

全ての費用：        0.18 単-259号

鋳鉄製防護蓋設置費 WYB00127

箇所 管理費区分 無

       1

- 105 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-52号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型人孔設置工 起点および中間形式 深さ3.5m以下 本管径150m 箇所

m及び200mm T-25  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-53号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

副管工(Eタイプ) 本管径150mm-副管径100mm E-1 1号 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塩ビ管(内副管用マンホール継手貼付型) 1号 φ150×100 WYB00128

個 管理費区分 無

       1

塩ビ管(副管用90度曲管) φ100 90ST WYB00129

個 管理費区分 無

       1

硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管） ＶU－１００ ZA10240420

ｍ 管理費区分 無

       0.44

副管固定金具 φ100 WYB00130

組 管理費区分 無

       1

内副管取付工(管類無) 硬質塩化ビニル管, 段差1.0m未満 WYB00131

箇所 管理費区分 無

       1 単-260号

- 107 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-53号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

副管工(Eタイプ) 本管径150mm-副管径100mm E-1 1号 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 108 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-54号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

副管工(Eタイプ) 本管径150mm-副管径100mm E-2 1号 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塩ビ管(内副管用マンホール継手貼付型) 1号 φ150×100 WYB00132

個 管理費区分 無

       1

塩ビ管(副管用90度曲管) φ100 90ST WYB00133

個 管理費区分 無

       1

硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管） ＶU－１００ ZA10240420

ｍ 管理費区分 無

       0.92

副管固定金具 φ100 WYB00134

組 管理費区分 無

       2

内副管取付工(管類無) 硬質塩化ビニル管, 段差1.0m以上～1.5m未満 WYB00135

箇所 管理費区分 無

       1 単-261号

- 109 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-54号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

副管工(Eタイプ) 本管径150mm-副管径100mm E-2 1号 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 110 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-55号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

副管工(Eタイプ) 本管径150mm-副管径100mm E-3 1号 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塩ビ管(内副管用マンホール継手貼付型) 1号 φ150×100 WYB00136

個 管理費区分 無

       1

塩ビ管(副管用90度曲管) φ100 90ST WYB00137

個 管理費区分 無

       1

硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管） ＶU－１００ ZA10240420

ｍ 管理費区分 無

       1.4

副管固定金具 φ100 WYB00138

組 管理費区分 無

       2

内副管取付工(管類無) 硬質塩化ビニル管, 段差1.5m以上～2.0m未満 WYB00139

箇所 管理費区分 無

       1 単-262号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-55号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

副管工(Eタイプ) 本管径150mm-副管径100mm E-3 1号 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-56号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

副管工(Eタイプ) 本管径150mm-副管径100mm E-4 1号 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塩ビ管(内副管用マンホール継手貼付型) 1号 φ150×100 WYB00140

個 管理費区分 無

       1

塩ビ管(副管用90度曲管) φ100 90ST WYB00141

個 管理費区分 無

       1

硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管） ＶU－１００ ZA10240420

ｍ 管理費区分 無

       1.92

副管固定金具 φ100 WYB00142

組 管理費区分 無

       3

内副管取付工(管類無) 硬質塩化ビニル管, 段差2.0m以上～2.5m未満 WYB00143

箇所 管理費区分 無

       1 単-263号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-56号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

副管工(Eタイプ) 本管径150mm-副管径100mm E-4 1号 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-57号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

副管工(Eタイプ) 本管径150mm-副管径100mm E-5 1号 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塩ビ管(内副管用マンホール継手貼付型) 1号 φ150×100 WYB00144

個 管理費区分 無

       1

塩ビ管(副管用90度曲管) φ100 90ST WYB00145

個 管理費区分 無

       1

硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管） ＶU－１００ ZA10240420

ｍ 管理費区分 無

       2.4

副管固定金具 φ100 WYB00146

組 管理費区分 無

       3

内副管取付工(管類無) 硬質塩化ビニル管, 段差2.5m以上～3.0m未満 WYB00147

箇所 管理費区分 無

       1 単-264号
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-57号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

副管工(Eタイプ) 本管径150mm-副管径100mm E-5 1号 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-58号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

既設インバート工 楕円人孔 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施 WB824010

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有 ｍ３ 管理費区分 無

無＝無し：        0.004 単-265号

モルタル上塗工 マンホール用 配合比１：２ 20mm 高炉 WYB00154

m2 管理費区分 無

       0.063 単-266号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-59号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

既設インバート工 1号人孔 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施 WB824010

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有 ｍ３ 管理費区分 無

無＝無し：        0.008 単-265号

モルタル上塗工 マンホール用 配合比１：２ 20mm 高炉 WYB00155

m2 管理費区分 無

       0.11 単-267号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-60号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

既設インバート工 2号人孔 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施 WB824010

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有 ｍ３ 管理費区分 無

無＝無し：        0.011 単-268号

モルタル上塗工 マンホール用 配合比１：２ 20mm 高炉 WYB00156

m2 管理費区分 無

       0.158 単-269号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-61号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

楕円マンホール 削孔 φ100 塩ビ管 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

楕円マンホール 削孔 φ100 塩ビ管 WYB00158

箇所 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-62号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

1号マンホール 削孔 φ100 塩ビ管 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

1号マンホール 削孔 φ100 塩ビ管 WYB00159

箇所 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-63号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

2号マンホール 削孔 φ100 塩ビ管 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

2号マンホール 削孔 φ100 塩ビ管 WYB00160

箇所 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-64号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

楕円マンホール 削孔 φ150 塩ビ管 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

楕円マンホール 削孔 φ150 塩ビ管 WYB00161

箇所 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-65号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

1号マンホール 削孔 φ150 塩ビ管 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

1号マンホール 削孔 φ150 塩ビ管 WYB00162

箇所 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-66号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

2号マンホール 削孔 φ150 塩ビ管 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

2号マンホール 削孔 φ150 塩ビ管 WYB00163

箇所 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-67号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

可とう継手設置工 拡張型 φ150 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

マンホール用可とう継手(拡張型) 拡張型 φ150 WYB00164

箇所 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-68号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

可とう継手設置工 貼付型 φ150 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

マンホール用可とう継手(貼付型) 貼付型 φ150 WYB00165

箇所 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-69号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

楕円マンホール 可とう継手用削孔(塩ビφ150) 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

楕円マンホール 可とう継手用削孔(塩ビφ150用) WYB00166

箇所 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-70号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

1号マンホール 可とう継手用削孔(塩ビφ150) 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

1号マンホール 可とう継手用削孔(塩ビφ150用) WYB00167

箇所 管理費区分 無

       1

計

単価

- 129 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-71号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深～1.3m以下) 矢板・支保工 1.5m,1段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深1.5m以下 333mm WYB00168

m 管理費区分 無

       2 単-270号

軽量鋼矢板引抜(両側)工 同上 WYB00169

m 管理費区分 無

       2 単-271号

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 1段, 水圧式パイプサポート WYB00172

m 管理費区分 無

       2 単-272号

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 1段 水圧式パイプサポート WYB00171

m 管理費区分 無

       2 単-273号

仮設材賃料及び整備費 WYB00173

式 管理費区分 無

       1
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-71号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深～1.3m以下) 矢板・支保工 1.5m,1段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 131 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-72号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 1.3m～1.5m) 矢板・支保工 2.0m,1段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深1.5m以下 333mm WYB00174

m 管理費区分 無

       2 単-274号

軽量鋼矢板引抜(両側)工 同上 WYB00175

m 管理費区分 無

       2 単-275号

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 1段, 水圧式パイプサポート WYB00176

m 管理費区分 無

       2 単-276号

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 1段 水圧式パイプサポート WYB00177

m 管理費区分 無

       2 単-277号

仮設材賃料及び整備費 WYB00178

式 管理費区分 無

       1
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-72号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 1.3m～1.5m) 矢板・支保工 2.0m,1段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-73号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 1.5m～1.8m) 矢板・支保工 2.0m,1段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm WYB00179

m 管理費区分 無

       2 単-278号

軽量鋼矢板引抜(両側)工 同上 WYB00180

m 管理費区分 無

       2 単-279号

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 1段, 水圧式パイプサポート WYB00181

m 管理費区分 無

       2 単-280号

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 1段 水圧式パイプサポート WYB00182

m 管理費区分 無

       2 単-281号

仮設材賃料及び整備費 WYB00183

式 管理費区分 無

       1
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-73号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 1.5m～1.8m) 矢板・支保工 2.0m,1段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-74号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 1.8m～2.0m) 矢板・支保工 2.5m,1段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm WYB00184

m 管理費区分 無

       2 単-282号

軽量鋼矢板引抜(両側)工 同上 WYB00185

m 管理費区分 無

       2 単-283号

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 1段, 水圧式パイプサポート WYB00186

m 管理費区分 無

       2 単-284号

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 1段 水圧式パイプサポート WYB00187

m 管理費区分 無

       2 単-285号

仮設材賃料及び整備費 WYB00188

式 管理費区分 無

       1
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-74号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 1.8m～2.0m) 矢板・支保工 2.5m,1段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-75号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 2.0m～2.3m) 矢板・支保工 2.5m,2段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm WYB00189

m 管理費区分 無

       2 単-286号

軽量鋼矢板引抜(両側)工 同上 WYB00190

m 管理費区分 無

       2 単-287号

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート WYB00191

m 管理費区分 無

       2 単-288号

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート WYB00192

m 管理費区分 無

       2 単-289号

仮設材賃料及び整備費 WYB00193

式 管理費区分 無

       1
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-75号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 2.0m～2.3m) 矢板・支保工 2.5m,2段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-76号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 2.3m～2.5m) 矢板・支保工 3.0m,2段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm WYB00194

m 管理費区分 無

       2 単-290号

軽量鋼矢板引抜(両側)工 同上 WYB00195

m 管理費区分 無

       2 単-291号

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート WYB00196

m 管理費区分 無

       2 単-292号

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート WYB00197

m 管理費区分 無

       2 単-293号

仮設材賃料及び整備費 WYB00198

式 管理費区分 無

       1
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-76号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 2.3m～2.5m) 矢板・支保工 3.0m,2段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-77号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 2.5m～2.8m) 矢板・支保工 3.0m,2段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.0m以下 333mm WYB00204

m 管理費区分 無

       3 単-294号

軽量鋼矢板引抜(両側)工 同上 WYB00205

m 管理費区分 無

       3 単-295号

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート WYB00201

m 管理費区分 無

       3 単-296号

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート WYB00202

m 管理費区分 無

       3 単-297号

仮設材賃料及び整備費 WYB00203

式 管理費区分 無

       1
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-77号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 2.5m～2.8m) 矢板・支保工 3.0m,2段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-78号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 2.8m～3.0m) 矢板・支保工 3.5m,2段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.0m以下 333mm WYB00206

m 管理費区分 無

       3 単-298号

軽量鋼矢板引抜(両側)工 同上 WYB00207

m 管理費区分 無

       3 単-299号

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート WYB00208

m 管理費区分 無

       3 単-300号

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート WYB00209

m 管理費区分 無

       3 単-301号

仮設材賃料及び整備費 WYB00210

式 管理費区分 無

       1

- 144 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-78号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 2.8m～3.0m) 矢板・支保工 3.5m,2段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-79号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 3.0m～3.3m) 矢板・支保工 3.5m,2段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.5m以下 333mm WYB00211

m 管理費区分 無

       3 単-302号

軽量鋼矢板引抜(両側)工 同上 WYB00212

m 管理費区分 無

       3 単-303号

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート WYB00213

m 管理費区分 無

       3 単-304号

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート WYB00214

m 管理費区分 無

       3 単-305号

仮設材賃料及び整備費 WYB00215

式 管理費区分 無

       1

- 146 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-79号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 3.0m～3.3m) 矢板・支保工 3.5m,2段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-80号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 3.3m～3.5m) 矢板・支保工 4.0m,2段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.5m以下 333mm WYB00216

m 管理費区分 無

       3 単-306号

軽量鋼矢板引抜(両側)工 同上 WYB00217

m 管理費区分 無

       3 単-307号

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート WYB00218

m 管理費区分 無

       3 単-308号

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート WYB00219

m 管理費区分 無

       3 単-309号

仮設材賃料及び整備費 WYB00220

式 管理費区分 無

       1
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-80号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 3.3m～3.5m) 矢板・支保工 4.0m,2段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-81号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 3.8m以下) 矢板・支保工 4.0m,3段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.8m以下 333mm WYB00221

m 管理費区分 無

       3 単-310号

軽量鋼矢板引抜(両側)工 同上 WYB00222

m 管理費区分 無

       3 単-311号

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 3段, 水圧式パイプサポート WYB00223

m 管理費区分 無

       3 単-312号

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 3段 水圧式パイプサポート WYB00224

m 管理費区分 無

       3 単-313号

仮設材賃料及び整備費 WYB00225

式 管理費区分 無

       1
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-81号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留工 (掘削深 3.8m以下) 矢板・支保工 4.0m,3段 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-82号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

水替工 2インチ 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ポンプ運転工 排水方法･動力源＝作業時排水 発動発電機： DGD10670

ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）＝1台： 日 管理費区分 無

       1 単-314号

ポンプ据付・撤去工 DGD10680

現場 管理費区分 無

       1 単-315号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-83号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

締切排水工 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

締切排水工；仕様書条件明示 水替日数(日)＝1日：撤去・設置(バックホウ DXA09126

運転)＝バックホウ：設置・撤去箇所数(回) 式 管理費区分 無

＝1回：排水方法＝作業時排水：排水量＝排        1 単-316号

水量0～40（m3/ｈ）未満：

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-84号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土のう工 m2

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土のう積工 作業区分＝側面並べ：作業内容＝仕拵・積立 WB252620

・撤去： ｍ２ 管理費区分 無

       1 単-317号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-85号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ウェルポイント工 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ウェルポイント工 WYB00231

現場 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-86号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装版切断 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚50mm m

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 CB430510

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： ｍ 管理費区分 無

       1 単-318号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-87号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装版切断 舗装版種別ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版;舗装厚50mm m

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断 舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 CB430510

＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： ｍ 管理費区分 無

       1 単-319号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-88号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

不陸整正工 補足材無 m2

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.41

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.58

Z1

振動ローラ運転費(賃料)【基準】 搭乗式 コンバインド型 3～4t WYB00258

日 管理費区分 無

       0.37 単-320号

Z1

バックホウ運転費(賃料)【基準】 クローラ 山積0.11m3 WYB00259

日 管理費区分 無

       0.37 単-321号

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 158 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-88号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

不陸整正工 補足材無 m2

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 159 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-89号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

不陸整正工 補足材有 2m3 再生クラッシャーラン m2

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.41

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.58

Z1

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

       2.54

振動ローラ運転費(賃料)【基準】 搭乗式 コンバインド型 3～4t WYB00260

日 管理費区分 無

       0.37 単-322号

Z1

バックホウ運転費(賃料)【基準】 クローラ 山積0.11m3 WYB00261

日 管理費区分 無

       0.37 単-323号

Z1
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-89号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

不陸整正工 補足材有 2m3 再生クラッシャーラン m2

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-90号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

不陸整正工 補足材有 2m3 粒度調整砕石 M-30 m2

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.41

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.58

Z1

粒度調整砕石 Ｍ－３０ Z002124002

ｍ３ 管理費区分 無

       2.54

振動ローラ運転費(賃料)【基準】 搭乗式 コンバインド型 3～4t WYB00262

日 管理費区分 無

       0.37 単-324号

Z1

バックホウ運転費(賃料)【基準】 クローラ 山積0.11m3 WYB00263

日 管理費区分 無

       0.37 単-325号

Z1
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-90号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

不陸整正工 補足材有 2m3 粒度調整砕石 M-30 m2

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-91号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

アスファルト撤去工 撤去厚さ 3cm m2

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］  

｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級       10

　良好　供用日　】 単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕積込（小規模土工） 費用の内訳＝全ての費用： CB210720

ｍ２ 管理費区分 無

      10 単-326号

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破砕 7km WYB00264

m3 管理費区分 無

       0.3 単-327号

廃棄物受入料金（As塊） ZA10652310

m3 管理費区分 T

       0.3

計

単価
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1次単価表
単-92号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

アスファルト撤去工 撤去厚さ 5cm m2

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］  

｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級       10

　良好　供用日　】 単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕積込（小規模土工） 費用の内訳＝全ての費用： CB210720

ｍ２ 管理費区分 無

      10 単-328号

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破砕 7km WYB00265

m3 管理費区分 無

       0.5 単-329号

廃棄物受入料金（As塊） ZA10652310

m3 管理費区分 T

       0.5

計

単価
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1次単価表
単-93号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

アスファルト撤去工 撤去厚さ 10cm m2

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］  

｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級       10

　良好　供用日　】 単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版破砕積込（小規模土工） 費用の内訳＝全ての費用： CB210720

ｍ２ 管理費区分 無

      10 単-330号

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破砕 7km WYB00266

m3 管理費区分 無

       1 単-331号

廃棄物受入料金（As塊） ZA10652310

m3 管理費区分 T

       1

計

単価
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1次単価表
単-94号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤(歩道部) 路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100mm m2

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤（歩道部） 全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分 CB410031

＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用 ｍ２ 管理費区分 無

の内訳＝全ての費用：        1 単-332号

計

単価
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1次単価表
単-95号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤(歩道部) 路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚150mm m2

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤（歩道部） 全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分 CB410031

＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用 ｍ２ 管理費区分 無

の内訳＝全ての費用：        1 単-333号

計

単価
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1次単価表
単-96号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤(歩道部) 路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚170mm m2

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤（歩道部） 全仕上り厚（実数入力）＝170mm：施工区分 CB410031

＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用 ｍ２ 管理費区分 無

の内訳＝全ての費用：        1 単-334号

計

単価
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1次単価表
単-97号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤(歩道部) 路盤材種類ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40;仕上り厚200mm m2

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤（歩道部） 全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分 CB410031

＝1層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内 ｍ２ 管理費区分 無

訳＝全ての費用：        1 単-335号

計

単価
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1次単価表
単-98号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

上層路盤(歩道部) 路盤材種類各種;路盤材規格粒度調整砕石 M-30 m2

;仕上り厚100mm  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤（歩道部） 全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分 CB410031

＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の ｍ２ 管理費区分 無

内訳＝全ての費用：        1 単-336号

計

単価
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1次単価表
単-99号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

上層路盤(歩道部) 路盤材種類各種;路盤材規格粒度調整砕石 M-30 m2

;仕上り厚130mm  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

下層路盤（歩道部） 全仕上り厚（実数入力）＝130mm：施工区分 CB410031

＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の ｍ２ 管理費区分 無

内訳＝全ての費用：        1 単-337号

計

単価
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1次単価表
単-100号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

表層(車道・路肩部) 材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚5 m2

0mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50  

mm以下)        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 CB410260

層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 ｍ２ 管理費区分 無

生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝        1 単-338号

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：

計

単価
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1次単価表
単-101号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

As舗装工(車道)2層 県道 改質Ⅱ型 m2

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 CB410260

層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝改 ｍ２ 管理費区分 無

質As 密粒 II型（２０）DS3000：瀝青材料種      100 単-339号

類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用

：

基層（車道・路肩部） 平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 CB410240

層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 ｍ２ 管理費区分 無

生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝      100 単-340号

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：

計

単価
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1次単価表
単-102号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

As舗装工(歩道)透水 材料種類開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物;材料規格13;平均 m2

幅員1.4m未満;舗装厚30mm  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

透水性アスファルト舗装 平均幅員＝1.4m未満：1層当平均仕上厚 50mm CB410660

以下＝30mm：材料＝開粒度アスコン（１３） ｍ２ 管理費区分 無

：        1 単-341号

計

単価
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1次単価表
単-103号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

As舗装工(歩道)透水 材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚5 m2

0mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50  

mm以下)        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層（歩道部） 平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 CB410261

層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 ｍ２ 管理費区分 無

生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝        1 単-342号

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：

計

単価
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1次単価表
単-104号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉) m3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

コンクリート 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ CB240010

人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： ｍ３ 管理費区分 無

養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有        1 単-343号

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

計

単価
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1次単価表
単-105号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

コンクリート取壊し 無筋構造物 m3

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］  

｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級        1

　良好　供用日　】 単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施 WB824010

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有 ｍ３ 管理費区分 無

無＝無し：        1 単-344号

殻運搬 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわ CB227010

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有 ｍ３ 管理費区分 無

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）        1 単-345号

＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

積級　良好　供用日　】

廃棄物受入料金（無筋Con塊） ZA10652300

m3 管理費区分 T

       1

計

単価
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1次単価表
単-106号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

コンクリート取壊し 有筋構造物 m3

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］  

｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級        1

　良好　供用日　】 単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物とりこわし 構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施 WB824010

工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有 ｍ３ 管理費区分 無

無＝無し：        1 単-346号

殻運搬 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわ CB227010

し：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有 ｍ３ 管理費区分 無

無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）        1 単-347号

＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ

積級　良好　供用日　】

廃棄物受入料金（鉄筋Con塊） ZA10652290

m3 管理費区分 T

       1

計

単価
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1次単価表
単-107号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

仮舗装工 1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 30mm m2

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 CB410260

層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝各 ｍ２ 管理費区分 無

種（1.90以上2.00t/m3未満）：瀝青材料種類        1 単-348号

＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

計

単価
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1次単価表
単-108号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

仮舗装工 1.90t/m3 1層当り平均仕上り厚 50mm m2

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表層（車道・路肩部） 平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 CB410260

層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝各 ｍ２ 管理費区分 無

種（1.90以上2.00t/m3未満）：瀝青材料種類        1 単-349号

＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

計

単価
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1次単価表
単-109号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ﾌｨﾙﾀｰ層 材料種類リサイクル砂;仕上り厚50mm m2

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

フィルター層 平均厚さ＝40mm以上60mm未満： CB410650

ｍ２ 管理費区分 無

       1 単-350号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-110号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装目地復旧工 巾4cm m

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装目地復旧工 目地材規格＝巾4cm： DXA30030

ｍ 管理費区分 無

       1 単-351号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-111号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

区画線工 50m未満 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線工 50m未満 WYB00278

式 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-112号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

交通誘導警備員A 人

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員Ａ R0803

人 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-113号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

交通誘導警備員B 人

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員Ｂ R0804

人 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

1次単価表
単-114号 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

立会い費 回

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.25

計

単価

- 187 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-115号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100 Q2G1090060

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 188 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-116号 DGD60090 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単 ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無 箇所

価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200） Q2G1090020

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 189 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-117号 DGD10020 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       2.4

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       6.7

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3( DGD10070

平積0.1m3) 日 管理費区分 無

       2.273 単-352号

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 190 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-117号 DGD10020 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 191 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-118号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 192 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-119号 WYB00009 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-120号 DGD10160 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 4km DID区間あり　小型(2次 m3

積込み )山積0.13m3(平0.1m3) 良好  

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 機械損耗部品補正＝良好： DGD10190

日 管理費区分 無

       1 単-354号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-121号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100 Q2G1090060

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 195 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-122号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-123号 WYB00011 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-124号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 無 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100 Q2G1090060

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-125号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 199 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-126号 WYB00012 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-127号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 無 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100 Q2G1090060

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 201 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-128号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 202 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-129号 WYB00013 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-130号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 無 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100 Q2G1090060

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-131号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-132号 WYB00014 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 206 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-133号 DGD60090 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ます設置工(塩化ビニル製) (市場単 ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無 箇所

価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200） Q2G1090020

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 207 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-134号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 208 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-135号 WYB00015 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 209 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-136号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 210 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-137号 WYB00016 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 211 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-138号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 212 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-139号 WYB00017 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 213 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-140号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 無 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100 Q2G1090060

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 214 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-141号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 215 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-142号 WYB00018 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 216 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-143号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 有 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100 Q2G1090060

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 217 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-144号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 218 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-145号 WYB00019 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 219 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-146号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 有 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100 Q2G1090060

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 220 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-147号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 221 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-148号 WYB00020 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 222 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-149号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 有 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100 Q2G1090060

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 223 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-150号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 224 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-151号 WYB00021 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 225 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-152号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 無 有 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100 Q2G1090060

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 226 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-153号 DGD10020 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       2.4

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       6.7

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3( DGD10070

平積0.1m3) 日 管理費区分 無

       2.273 単-355号

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 227 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-153号 DGD10020 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 228 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-154号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-155号 WYB00022 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-156号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 有 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100 Q2G1090060

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 231 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-157号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 232 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-158号 WYB00023 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 233 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-159号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 有 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100 Q2G1090060

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 234 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-160号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-161号 WYB00024 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 236 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-162号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 237 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-163号 WYB00025 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 238 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-164号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 239 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-165号 WYB00026 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 240 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-166号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 241 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-167号 WYB00027 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 242 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-168号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 無 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 Q2G1090080

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 243 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-169号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-170号 WYB00028 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 245 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-171号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 無 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 Q2G1090080

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 246 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-172号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 247 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-173号 WYB00029 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 248 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-174号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 無 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 Q2G1090080

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 249 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-175号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 250 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-176号 WYB00030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 251 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-177号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 無 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 Q2G1090080

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 252 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-178号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 253 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-179号 WYB00031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 254 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-180号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 有 無 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 Q2G1090080

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 255 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-181号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 256 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-182号 WYB00032 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 257 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-183号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 有 無 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 Q2G1090080

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 258 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-184号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 259 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-185号 WYB00033 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 260 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-186号 DGD10160 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 4km DID区間あり　小型(2次 m3

積込み )山積0.13m3(平0.1m3) 良好  

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 機械損耗部品補正＝良好： DGD10190

日 管理費区分 無

       1 単-356号

計

単価

- 261 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-187号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 262 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-188号 WYB00034 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 263 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-189号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 264 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-190号 WYB00035 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 265 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-191号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 266 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-192号 WYB00036 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-357号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 267 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-193号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 有 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 Q2G1090080

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 268 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-194号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 269 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-195号 WYB00037 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 270 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-196号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 有 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 Q2G1090080

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 271 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-197号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 272 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-198号 WYB00038 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 273 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-199号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 有 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 Q2G1090080

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 274 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-200号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-201号 WYB00039 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 276 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-202号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 有 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 Q2G1090080

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 277 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-203号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-204号 WYB00040 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-205号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 有 有 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 Q2G1090080

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-206号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-207号 WYB00041 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 282 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-208号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 283 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-209号 WYB00042 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 284 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-210号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-211号 WYB00043 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 286 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-212号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 287 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-213号 WYB00044 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 288 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-214号 DGD60100 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

取付管布設および支管取付工 (市場 管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 有 有 箇所

単価)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 Q2G1090080

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 289 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-215号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-216号 WYB00045 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.1m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 291 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-217号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

- 292 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-217号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

- 293 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-217号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） L001010007

％ 管理費区分 無

- 294 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-218号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

- 295 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-218号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-218号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） L001010007

％ 管理費区分 無

- 297 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-219号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-219号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-219号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） L001010007

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-220号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-221号 WYB00060 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

砂基礎(市場単価) 機械施工,リサイクル砂 m3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) 施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場 DGD60040

合の補正＝無：夜間作業補正＝無： m3 管理費区分 無

       1 単-358号

リサイクル砂 WYB00061

m3 管理費区分 無

       1.26

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-222号 WYB00062 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.10m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-223号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 304 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-224号 WYB00063 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

砂基礎(市場単価) 機械施工,リサイクル砂 m3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) 施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場 DGD60040

合の補正＝無：夜間作業補正＝無： m3 管理費区分 無

       1 単-358号

リサイクル砂 WYB00064

m3 管理費区分 無

       1.26

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-225号 WYB00065 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.10m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-226号 DGD10030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1.9

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       5

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2 DGD10032

m3) 時間 管理費区分 無

      11.1 単-359号

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-226号 DGD10030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-227号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-228号 WYB00066 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

砂基礎(市場単価) 機械施工,リサイクル砂 m3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) 施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場 DGD60040

合の補正＝無：夜間作業補正＝無： m3 管理費区分 無

       1 単-358号

リサイクル砂 WYB00067

m3 管理費区分 無

       1.26

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-229号 WYB00068 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.28m3(平積0.20m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) DGD10130

：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3： m3 管理費区分 無

     100 単-360号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-230号 DGD10160 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 4km DID区間あり　排対(2次 m3

積込み )山積0.28m3(平0.2m3) 良好  

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 機械損耗部品補正＝良好： DGD10190

日 管理費区分 無

       0.9 単-361号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-231号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 現場制約あり ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-232号 WYB00069 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

砂基礎(市場単価) 機械施工,リサイクル砂 m3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) 施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場 DGD60040

合の補正＝無：夜間作業補正＝無： m3 管理費区分 無

       1 単-358号

リサイクル砂 WYB00070

m3 管理費区分 無

       1.26

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-233号 WYB00071 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.28m3(平積0.20m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) DGD10130

：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3： m3 管理費区分 無

     100 単-362号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-234号 DGD10160 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 4km DID区間あり　排対(2次 m3

積込み )山積0.28m3(平0.2m3) 良好  

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 機械損耗部品補正＝良好： DGD10190

日 管理費区分 無

       0.9 単-363号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-235号 WYB00074 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.10m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-236号 WYB00075 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

砂基礎(市場単価) 機械施工,リサイクル砂 m3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) 施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場 DGD60040

合の補正＝無：夜間作業補正＝無： m3 管理費区分 無

       1 単-358号

リサイクル砂 WYB00076

m3 管理費区分 無

       1.26

計

単価

- 318 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-237号 WYB00077 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.13m3(平積0.10m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0. DGD10120

1m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m m3 管理費区分 無

3：      100 単-353号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 319 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-238号 WYB00078 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

砂基礎(市場単価) 機械施工,リサイクル砂 m3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) 施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場 DGD60040

合の補正＝無：夜間作業補正＝無： m3 管理費区分 無

       1 単-364号

リサイクル砂 WYB00079

m3 管理費区分 無

       1.26

計

単価

- 320 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-239号 WYB00080 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       2

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       2

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       6

Z1

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない K0201034

良好　0.56日 交替制を適用しない 0無 しない 日 管理費区分 無

 しない7時間        1.8 単-365号

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 321 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-239号 WYB00080 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 322 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-240号 WYB00084 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.9

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.9

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       2.7

Z1

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊 L001120001

日 管理費区分 無

       1

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 323 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-240号 WYB00084 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 324 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-241号 WYB00085 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 1段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.6

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.6

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       1.8

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 325 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-241号 WYB00085 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 1段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 326 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-242号 WYB00092 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 1段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.5

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.5

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       1.5

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 327 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-242号 WYB00092 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 1段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 328 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-243号 DGD10030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1.9

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       5

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2 DGD10032

m3) 時間 管理費区分 無

      11.1 単-366号

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 329 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-243号 DGD10030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 330 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-244号 WYB00093 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工 砕石埋戻(購入土)( クローラ山積0.28m3(平積0.20m3) m3

小型バックホウ埋戻)  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) DGD10130

：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝100m3： m3 管理費区分 無

     100 単-360号

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

     126

計

単価

- 331 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-245号 WYB00094 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

砂基礎(市場単価) 機械施工,リサイクル砂 m3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) 施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場 DGD60040

合の補正＝無：夜間作業補正＝無： m3 管理費区分 無

       1 単-358号

リサイクル砂 WYB00095

m3 管理費区分 無

       1.26

計

単価

- 332 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-246号 WYB00096 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       2.8

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       2.8

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       8.4

Z1

バックホウ（クローラ）［標準］ 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3 K0202015

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 時間 管理費区分 無

 6.3時間       13.4 単-367号

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 333 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-246号 WYB00096 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 334 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-247号 WYB00097 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深 3.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3

Z1

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊 L001120001

日 管理費区分 無

       1.1

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 335 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-247号 WYB00097 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深 3.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 336 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-248号 WYB00098 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1.2

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1.2

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3.6

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 337 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-248号 WYB00098 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 338 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-249号 WYB00099 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 339 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-249号 WYB00099 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 340 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-250号 DGD60080 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型マンホール工(塩化ビニル製) ( 径300mm 起点中間形式 深2.0ｍ以下 本管径150 箇所

市場単価) ･200mm　5箇所未満 無 無 無  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300 深2m以下 本管150､200mm Q2G1080010

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 341 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-251号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

- 342 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-251号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

- 343 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-251号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） L001010007

％ 管理費区分 無

- 344 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-252号 DGD60080 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型マンホール工(塩化ビニル製) ( 径300mm 起点中間形式 深2.0ｍ以下 本管径150 箇所

市場単価) ･200mm　5箇所未満 無 無 無  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300 深2m以下 本管150､200mm Q2G1080010

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 345 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-253号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

- 346 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-253号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

- 347 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-253号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） L001010007

％ 管理費区分 無

- 348 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-254号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

- 349 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-254号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

- 350 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-254号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） L001010007

％ 管理費区分 無

- 351 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-255号 DGD60080 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型マンホール工(塩化ビニル製) ( 径300mm 起点中間形式 深3.5ｍ以下 本管径150 箇所

市場単価) ･200mm　5箇所未満 無 無 無  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300 深2m超～3.5m以下 本管150､200mm Q2G1080030

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 352 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-256号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

- 353 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-256号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

- 354 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-256号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） L001010007

％ 管理費区分 無

- 355 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-257号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

- 356 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-257号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

- 357 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-257号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） L001010007

％ 管理費区分 無

- 358 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-258号 DGD60080 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型マンホール工(塩化ビニル製) ( 径300mm 起点中間形式 深3.5ｍ以下 本管径150 箇所

市場単価) ･200mm　5箇所未満 無 無 無  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300 深2m超～3.5m以下 本管150､200mm Q2G1080030

箇所 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 359 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-259号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

- 360 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-259号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

- 361 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-259号 CB221110 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　 ｍ２

全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　バックホウ（クローラ）［標準］ 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） L001010007

％ 管理費区分 無

- 362 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-260号 WYB00131 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

内副管取付工(管類無) 硬質塩化ビニル管, 段差1.0m未満 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.17

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.17

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.17

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 363 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-260号 WYB00131 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

内副管取付工(管類無) 硬質塩化ビニル管, 段差1.0m未満 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 364 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-261号 WYB00135 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

内副管取付工(管類無) 硬質塩化ビニル管, 段差1.0m以上～1.5m未満 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.21

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.21

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.21

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 365 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-261号 WYB00135 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

内副管取付工(管類無) 硬質塩化ビニル管, 段差1.0m以上～1.5m未満 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 366 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-262号 WYB00139 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

内副管取付工(管類無) 硬質塩化ビニル管, 段差1.5m以上～2.0m未満 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.24

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.24

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.24

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 367 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-262号 WYB00139 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

内副管取付工(管類無) 硬質塩化ビニル管, 段差1.5m以上～2.0m未満 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 368 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-263号 WYB00143 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

内副管取付工(管類無) 硬質塩化ビニル管, 段差2.0m以上～2.5m未満 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.27

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.27

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.27

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 369 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-263号 WYB00143 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

内副管取付工(管類無) 硬質塩化ビニル管, 段差2.0m以上～2.5m未満 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 370 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-264号 WYB00147 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

内副管取付工(管類無) 硬質塩化ビニル管, 段差2.5m以上～3.0m未満 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.29

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.29

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.29

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 371 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-264号 WYB00147 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

内副管取付工(管類無) 硬質塩化ビニル管, 段差2.5m以上～3.0m未満 箇所

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 372 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-265号 WB824010 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 Q001611002

ｍ３ 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 373 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-266号 WYB00154 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

モルタル上塗工 マンホール用 配合比１：２ 20mm 高炉 m2

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

左官 R0135

人 管理費区分 無

       0.33

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.33

Z1

モルタル練 ｾﾒﾝﾄ種類＝高炉：混合比＝1:2：費用の内訳 CB240060

＝全ての費用： ｍ３ 管理費区分 無

       0.02 単-368号

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 374 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-266号 WYB00154 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

モルタル上塗工 マンホール用 配合比１：２ 20mm 高炉 m2

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 375 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-267号 WYB00155 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

モルタル上塗工 マンホール用 配合比１：２ 20mm 高炉 m2

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

左官 R0135

人 管理費区分 無

       0.33

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.33

Z1

モルタル練 ｾﾒﾝﾄ種類＝高炉：混合比＝1:2：費用の内訳 CB240060

＝全ての費用： ｍ３ 管理費区分 無

       0.02 単-369号

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 376 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-267号 WYB00155 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

モルタル上塗工 マンホール用 配合比１：２ 20mm 高炉 m2

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 377 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-268号 WB824010 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 Q001611002

ｍ３ 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 378 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-269号 WYB00156 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

モルタル上塗工 マンホール用 配合比１：２ 20mm 高炉 m2

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

左官 R0135

人 管理費区分 無

       0.33

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.33

Z1

モルタル練 ｾﾒﾝﾄ種類＝高炉：混合比＝1:2：費用の内訳 CB240060

＝全ての費用： ｍ３ 管理費区分 無

       0.02 単-370号

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 379 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-269号 WYB00156 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

モルタル上塗工 マンホール用 配合比１：２ 20mm 高炉 m2

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 380 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-270号 WYB00168 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深1.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1.7

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1.7

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       5.1

Z1

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない K0201034

良好　0.56日 交替制を適用しない 0無 しない 日 管理費区分 無

 しない7時間        1.7 単-371号

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 381 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-270号 WYB00168 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深1.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 382 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-271号 WYB00169 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深1.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.9

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.9

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       2.7

Z1

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊 L001120001

日 管理費区分 無

       1

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 383 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-271号 WYB00169 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深1.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 384 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-272号 WYB00172 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 1段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.6

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.6

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       1.8

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 385 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-272号 WYB00172 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 1段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 386 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-273号 WYB00171 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 1段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.5

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.5

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       1.5

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 387 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-273号 WYB00171 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 1段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 388 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-274号 WYB00174 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深1.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1.7

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1.7

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       5.1

Z1

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない K0201034

良好　0.56日 交替制を適用しない 0無 しない 日 管理費区分 無

 しない7時間        1.7 単-372号

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 389 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-274号 WYB00174 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深1.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 390 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-275号 WYB00175 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深1.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.9

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.9

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       2.7

Z1

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊 L001120001

日 管理費区分 無

       1

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 391 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-275号 WYB00175 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深1.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 392 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-276号 WYB00176 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 1段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.6

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.6

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       1.8

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 393 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-276号 WYB00176 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 1段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 394 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-277号 WYB00177 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 1段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.5

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.5

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       1.5

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 395 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-277号 WYB00177 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 1段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 396 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-278号 WYB00179 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       2

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       2

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       6

Z1

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない K0201034

良好　0.56日 交替制を適用しない 0無 しない 日 管理費区分 無

 しない7時間        1.8 単-371号

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 397 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-278号 WYB00179 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 398 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-279号 WYB00180 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.9

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.9

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       2.7

Z1

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊 L001120001

日 管理費区分 無

       1

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 399 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-279号 WYB00180 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 400 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-280号 WYB00181 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 1段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.6

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.6

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       1.8

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 401 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-280号 WYB00181 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 1段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 402 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-281号 WYB00182 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 1段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.5

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.5

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       1.5

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 403 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-281号 WYB00182 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 1段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 404 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-282号 WYB00184 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       2

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       2

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       6

Z1

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない K0201034

良好　0.56日 交替制を適用しない 0無 しない 日 管理費区分 無

 しない7時間        1.8 単-371号

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 405 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-282号 WYB00184 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 406 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-283号 WYB00185 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.9

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.9

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       2.7

Z1

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊 L001120001

日 管理費区分 無

       1

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 407 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-283号 WYB00185 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深2.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 408 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-284号 WYB00186 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 1段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.6

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.6

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       1.8

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 409 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-284号 WYB00186 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 1段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 410 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-285号 WYB00187 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 1段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.5

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.5

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       1.5

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 411 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-285号 WYB00187 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 1段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 412 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-286号 WYB00189 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       2.4

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       2.4

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       7.2

Z1

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない K0201034

良好　0.56日 交替制を適用しない 0無 しない 日 管理費区分 無

 しない7時間        1.9 単-371号

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 413 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-286号 WYB00189 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 414 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-287号 WYB00190 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.9

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.9

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       2.7

Z1

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊 L001120001

日 管理費区分 無

       1

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 415 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-287号 WYB00190 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 416 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-288号 WYB00191 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1.2

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1.2

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3.6

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 417 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-288号 WYB00191 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 418 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-289号 WYB00192 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 419 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-289号 WYB00192 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 420 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-290号 WYB00194 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       2.4

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       2.4

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       7.2

Z1

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない K0201034

良好　0.56日 交替制を適用しない 0無 しない 日 管理費区分 無

 しない7時間        1.9 単-371号

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 421 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-290号 WYB00194 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 422 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-291号 WYB00195 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.9

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.9

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       2.7

Z1

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊 L001120001

日 管理費区分 無

       1

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 423 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-291号 WYB00195 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深2.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 424 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-292号 WYB00196 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1.2

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1.2

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3.6

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 425 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-292号 WYB00196 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 426 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-293号 WYB00197 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 427 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-293号 WYB00197 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 428 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-294号 WYB00204 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       2.8

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       2.8

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       8.4

Z1

バックホウ（クローラ）［標準］ 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3 K0202015

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 時間 管理費区分 無

 6.3時間       13.4 単-373号

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 429 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-294号 WYB00204 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 430 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-295号 WYB00205 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深 3.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3

Z1

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊 L001120001

日 管理費区分 無

       1.1

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 431 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-295号 WYB00205 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深 3.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 432 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-296号 WYB00201 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1.2

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1.2

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3.6

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 433 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-296号 WYB00201 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 434 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-297号 WYB00202 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 435 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-297号 WYB00202 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 436 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-298号 WYB00206 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       2.8

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       2.8

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       8.4

Z1

バックホウ（クローラ）［標準］ 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3 K0202015

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 時間 管理費区分 無

 6.3時間       13.4 単-373号

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 437 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-298号 WYB00206 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 438 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-299号 WYB00207 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深 3.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3

Z1

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊 L001120001

日 管理費区分 無

       1.1

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 439 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-299号 WYB00207 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深 3.0m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 440 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-300号 WYB00208 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1.2

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1.2

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3.6

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 441 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-300号 WYB00208 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 442 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-301号 WYB00209 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 443 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-301号 WYB00209 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 444 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-302号 WYB00211 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       3.1

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       3.1

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       9.3

Z1

バックホウ（クローラ）［標準］ 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3 K0202015

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 時間 管理費区分 無

 6.3時間       14.6 単-373号

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 445 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-302号 WYB00211 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 446 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-303号 WYB00212 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深 3.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3

Z1

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊 L001120001

日 管理費区分 無

       1.1

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 447 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-303号 WYB00212 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深 3.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 448 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-304号 WYB00213 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1.2

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1.2

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3.6

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 449 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-304号 WYB00213 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 450 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-305号 WYB00214 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 451 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-305号 WYB00214 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 452 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-306号 WYB00216 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       3.1

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       3.1

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       9.3

Z1

バックホウ（クローラ）［標準］ 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3 K0202015

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 時間 管理費区分 無

 6.3時間       14.6 単-374号

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 453 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-306号 WYB00216 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 454 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-307号 WYB00217 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深 3.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3

Z1

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊 L001120001

日 管理費区分 無

       1.1

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 455 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-307号 WYB00217 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深 3.5m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 456 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-308号 WYB00218 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1.2

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1.2

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3.6

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 457 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-308号 WYB00218 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 2段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 458 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-309号 WYB00219 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 459 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-309号 WYB00219 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 2段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 460 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-310号 WYB00221 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.8m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       3.4

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       3.4

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

      10.2

Z1

バックホウ（クローラ）［標準］ 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3 K0202015

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 時間 管理費区分 無

 6.3時間       15 単-373号

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 461 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-310号 WYB00221 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板建込(両側)工 掘削深 3.8m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 462 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-311号 WYB00222 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深 3.8m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1.1

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1.1

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3.3

Z1

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊 L001120001

日 管理費区分 無

       1.2

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

- 463 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-311号 WYB00222 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

軽量鋼矢板引抜(両側)工 掘削深 3.8m以下 333mm m

 

     133.2

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 464 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-312号 WYB00223 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 3段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       2

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       2

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       6

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 465 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-312号 WYB00223 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)設置工 3段, 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 466 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-313号 WYB00224 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 3段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       1.5

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1.5

Z1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       4.5

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 467 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-313号 WYB00224 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土留支保工(軽量金属支保工)撤去工 3段 水圧式パイプサポート m

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 468 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-314号 DGD10670 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 1台 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.11

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.05

工事用水中モータポンプ［普通型］ 潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程５ｍ M001305002

日 管理費区分 無

       1

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ３ｋＶＡ M001510003

日 管理費区分 無

       1

諸雑費（率＋まるめ） ZS8000004

式 管理費区分 無

       1

- 469 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-314号 DGD10670 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 1台 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 470 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-315号 DGD10680 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ポンプ据付・撤去工 現場

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.08

計

単価

- 471 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-316号 DXA09126 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

締切排水工；仕様書条件明示 1日 バックホウ 1回 作業時排水　排水量0～40 式

（m3/ｈ）未満  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.5

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       2

ポンプ運転 排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方 WB252310

法＝作業時排水： 日 管理費区分 無

       1 単-375号

バックホウ運転 WK250540

日 管理費区分 無

       0.5 単-376号

- 472 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-316号 DXA09126 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

締切排水工；仕様書条件明示 1日 バックホウ 1回 作業時排水　排水量0～40 式

（m3/ｈ）未満  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 473 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-317号 WB252620 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土のう積工 側面並べ 仕拵・積立・撤去 ｍ２

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

購入土 Y001613000-001

ｍ３ 管理費区分 無

       2.8

土のう ６２×４８ｃｍ Z006082001

枚 管理費区分 無

     140

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       5.88

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 474 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-317号 WB252620 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土のう積工 側面並べ 仕拵・積立・撤去 ｍ２

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 475 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-318号 CB430510 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 ｍ

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 476 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-318号 CB430510 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 ｍ

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　材料構成比率

％

　　コンクリートカッタ　（ブレード） 径２２インチ Z006540003

％ 管理費区分 無

　　ガソリン レギュラー Z006704001

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式 切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ M001161010

　　］ ％ 管理費区分 無

- 477 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-319号 CB430510 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 ｍ

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

- 478 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-319号 CB430510 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 ｍ

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　材料構成比率

％

　　コンクリートカッタ　（ブレード） 径２２インチ Z006540003

％ 管理費区分 無

　　ガソリン レギュラー Z006704001

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　コンクリートカッタ［バキューム式・湿式 切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ M001161010

　　］ ％ 管理費区分 無

- 479 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-320号 WYB00258 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

振動ローラ運転費(賃料)【基準】 搭乗式 コンバインド型 3～4t 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z040011002

L 管理費区分 無

      11

Z1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド 質量3～4t L301040020

式］ 日 管理費区分 無

       1.52

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 480 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-320号 WYB00258 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

振動ローラ運転費(賃料)【基準】 搭乗式 コンバインド型 3～4t 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 481 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-321号 WYB00259 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

バックホウ運転費(賃料)【基準】 クローラ 山積0.11m3 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z305010250

Ｌ 管理費区分 無

      22

Z1

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3) L001011002

日 管理費区分 無

       1.8

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 482 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-321号 WYB00259 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

バックホウ運転費(賃料)【基準】 クローラ 山積0.11m3 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 483 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-322号 WYB00260 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

振動ローラ運転費(賃料)【基準】 搭乗式 コンバインド型 3～4t 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z040011002

L 管理費区分 無

      11

Z1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド 質量3～4t L301040020

式］ 日 管理費区分 無

       1.52

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 484 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-322号 WYB00260 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

振動ローラ運転費(賃料)【基準】 搭乗式 コンバインド型 3～4t 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 485 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-323号 WYB00261 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

バックホウ運転費(賃料)【基準】 クローラ 山積0.11m3 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z305010250

Ｌ 管理費区分 無

      22

Z1

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3) L001011002

日 管理費区分 無

       1.8

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 486 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-323号 WYB00261 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

バックホウ運転費(賃料)【基準】 クローラ 山積0.11m3 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 487 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-324号 WYB00262 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

振動ローラ運転費(賃料)【基準】 搭乗式 コンバインド型 3～4t 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z040011002

L 管理費区分 無

      11

Z1

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド 質量3～4t L301040020

式］ 日 管理費区分 無

       1.52

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 488 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-324号 WYB00262 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

振動ローラ運転費(賃料)【基準】 搭乗式 コンバインド型 3～4t 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 489 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-325号 WYB00263 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

バックホウ運転費(賃料)【基準】 クローラ 山積0.11m3 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z305010250

Ｌ 管理費区分 無

      22

Z1

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3) L001011002

日 管理費区分 無

       1.8

Z1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

- 490 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-325号 WYB00263 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

バックホウ運転費(賃料)【基準】 クローラ 山積0.11m3 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 491 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-326号 CB210720 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装版破砕積込（小規模土工） 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

- 492 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-326号 CB210720 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装版破砕積込（小規模土工） 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　機械構成比率

％

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］ 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 M000201034

％ 管理費区分 無

- 493 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-327号 WYB00264 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破砕 7km m3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機 CB227010

械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有 ｍ３ 管理費区分 無

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以        1 単-377号

下：費用の内訳＝全ての費用：

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ

積級　良好　供用日　】

計

単価

- 494 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-328号 CB210720 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装版破砕積込（小規模土工） 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

- 495 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-328号 CB210720 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装版破砕積込（小規模土工） 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　機械構成比率

％

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］ 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 M000201034

％ 管理費区分 無

- 496 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-329号 WYB00265 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破砕 7km m3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機 CB227010

械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有 ｍ３ 管理費区分 無

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以        1 単-378号

下：費用の内訳＝全ての費用：

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ

積級　良好　供用日　】

計

単価

- 497 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-330号 CB210720 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装版破砕積込（小規模土工） 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

- 498 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-330号 CB210720 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装版破砕積込（小規模土工） 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　機械構成比率

％

　　小型バックホウ（クローラ）［標準］ 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 M000201034

％ 管理費区分 無

- 499 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-331号 WYB00266 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破砕 7km m3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

殻運搬 殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機 CB227010

械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝有 ｍ３ 管理費区分 無

り：運搬距離（km）（DID区間有）＝8.0km以        1 単-379号

下：費用の内訳＝全ての費用：

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ

積級　良好　供用日　】

計

単価

- 500 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-332号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

- 501 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-332号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　材料構成比率

％

　　再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3) L001011002

％ 管理費区分 無

- 502 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-332号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン 運転質量３～４ｔ L001070011

　　ド式］ ％ 管理費区分 無

- 503 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-333号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

- 504 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-333号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　材料構成比率

％

　　再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3) L001011002

％ 管理費区分 無

- 505 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-333号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン 運転質量３～４ｔ L001070011

　　ド式］ ％ 管理費区分 無

- 506 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-334号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 170mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

- 507 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-334号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 170mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　材料構成比率

％

　　再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ Z002122003

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3) L001011002

％ 管理費区分 無

- 508 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-334号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 170mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン 運転質量３～４ｔ L001070011

　　ド式］ ％ 管理費区分 無

- 509 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-335号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 200mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

- 510 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-335号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 200mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　材料構成比率

％

　　クラッシャーラン Ｃ－４０ Z002120003

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3) L001011002

％ 管理費区分 無

- 511 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-335号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 200mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン 運転質量３～４ｔ L001070011

　　ド式］ ％ 管理費区分 無

- 512 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-336号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

- 513 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-336号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　材料構成比率

％

　　粒度調整砕石 Ｍ－３０ Z002124002

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3) L001011002

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-336号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン 運転質量３～４ｔ L001070011

　　ド式］ ％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-337号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 130mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-337号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 130mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　材料構成比率

％

　　粒度調整砕石 Ｍ－３０ Z002124002

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3) L001011002

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-337号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

下層路盤（歩道部） 130mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン 運転質量３～４ｔ L001070011

　　ド式］ ％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-338号 CB410260 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生密粒 ｍ２

度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-338号 CB410260 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生密粒 ｍ２

度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　材料構成比率

％

　　再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３） Z004101004

％ 管理費区分 無

　　アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用 Z004130002

％ 管理費区分 無

　　ガソリン レギュラー Z006704001

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-338号 CB410260 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生密粒 ｍ２

度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　機械構成比率

％

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ M000804001

　　 ％ 管理費区分 無

　　振動コンパクタ［前進型］ 機械質量４０～６０ｋｇ M000807001

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-339号 CB410260 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　改質As 密 ｍ２

粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費  

用        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-339号 CB410260 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　改質As 密 ｍ２

粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費  

用        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　材料構成比率

％

　　改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 Z004103005

％ 管理費区分 無

　　アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用 Z004130003

％ 管理費区分 無

　　ガソリン レギュラー Z006704001

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-339号 CB410260 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　改質As 密 ｍ２

粒 II型（２０）DS3000 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費  

用        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　機械構成比率

％

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ M000804001

　　 ％ 管理費区分 無

　　振動コンパクタ［前進型］ 機械質量４０～６０ｋｇ M000807001

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-340号 CB410240 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生密粒 ｍ２

度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-340号 CB410240 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生密粒 ｍ２

度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　材料構成比率

％

　　再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（２０） Z004101003

％ 管理費区分 無

　　アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用 Z004130002

％ 管理費区分 無

　　ガソリン レギュラー Z006704001

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-340号 CB410240 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生密粒 ｍ２

度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　機械構成比率

％

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ M000804001

　　 ％ 管理費区分 無

　　振動コンパクタ［前進型］ 機械質量４０～６０ｋｇ M000807001

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-341号 CB410660 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

透水性アスファルト舗装 1.4m未満 30mm 開粒度アスコン（１３） ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-341号 CB410660 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

透水性アスファルト舗装 1.4m未満 30mm 開粒度アスコン（１３） ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　材料構成比率

％

　　アスファルト混合物 透水性アスファルト混合物（13） ZA10050240

％ 管理費区分 無

　　ガソリン レギュラー Z006704001

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-341号 CB410660 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

透水性アスファルト舗装 1.4m未満 30mm 開粒度アスコン（１３） ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ M000804001

　　 ％ 管理費区分 無

　　振動コンパクタ［前進型］ 機械質量４０～６０ｋｇ M000807001

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-342号 CB410261 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

表層（歩道部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生密粒 ｍ２

度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-342号 CB410261 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

表層（歩道部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生密粒 ｍ２

度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　材料構成比率

％

　　再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３） Z004101004

％ 管理費区分 無

　　アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用 Z004130002

％ 管理費区分 無

　　ガソリン レギュラー Z006704001

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-342号 CB410261 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

表層（歩道部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　再生密粒 ｍ２

度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　機械構成比率

％

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ M000804001

　　 ％ 管理費区分 無

　　振動コンパクタ［前進型］ 機械質量４０～６０ｋｇ M000807001

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-343号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　 ｍ３

一般養生 無し 全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-343号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　 ｍ３

一般養生 無し 全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　材料構成比率

％

　　生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 ZA10042450

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-344号 WB824010 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 Q001611002

ｍ３ 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-345号 CB227010 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有 ｍ３

り　8.0km以下 全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　運転手（一般） R0115

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-345号 CB227010 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有 ｍ３

り　8.0km以下 全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　機械構成比率

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル １０ｔ積級 M000301005

　　］ 【１０ｔ積級　良好　供用日】 ％ 管理費区分 無

　　【タイヤ損耗費】
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-346号 WB824010 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 Q001611008

ｍ３ 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-347号 CB227010 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有 ｍ３

り　8.0km以下 全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　運転手（一般） R0115

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-347号 CB227010 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有 ｍ３

り　8.0km以下 全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　機械構成比率

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル １０ｔ積級 M000301005

　　］ 【１０ｔ積級　良好　供用日】 ％ 管理費区分 無

　　【タイヤ損耗費】
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-348号 CB410260 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm　各種（1.9 ｍ２

0以上2.00t/m3未満） 無し 全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-348号 CB410260 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm　各種（1.9 ｍ２

0以上2.00t/m3未満） 無し 全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　材料構成比率

％

　　再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３） Z004101004

％ 管理費区分 無

　　ガソリン レギュラー Z006704001

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-348号 CB410260 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm　各種（1.9 ｍ２

0以上2.00t/m3未満） 無し 全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ M000804001

　　 ％ 管理費区分 無

　　振動コンパクタ［前進型］ 機械質量４０～６０ｋｇ M000807001

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-349号 CB410260 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　各種（1.9 ｍ２

0以上2.00t/m3未満） 無し 全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-349号 CB410260 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　各種（1.9 ｍ２

0以上2.00t/m3未満） 無し 全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　材料構成比率

％

　　再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン（１３） Z004101004

％ 管理費区分 無

　　ガソリン レギュラー Z006704001

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-349号 CB410260 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm　各種（1.9 ｍ２

0以上2.00t/m3未満） 無し 全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量０．５～０．６ｔ M000804001

　　 ％ 管理費区分 無

　　振動コンパクタ［前進型］ 機械質量４０～６０ｋｇ M000807001

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-350号 CB410650 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

フィルター層 40mm以上60mm未満 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-350号 CB410650 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

フィルター層 40mm以上60mm未満 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　砂 コンクリート用、洗い Z301040010

％ 管理費区分 無

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-350号 CB410650 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

フィルター層 40mm以上60mm未満 ｍ２

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） L001010011

　　］ ％ 管理費区分 無

　　振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン 運転質量３～４ｔ L001070011

　　ド式］ ％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-351号 DXA30030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装目地復旧工 巾4cm ｍ

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

目地材 ZX080180

ｍ 管理費区分 無

     100

リフレクションクラック防止材 ZX080140

L 管理費区分 無

       1.2

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.33

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       0.66

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（1）
単-351号 DXA30030 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

舗装目地復旧工 巾4cm ｍ

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-352号 DGD10070 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 日

0.13m3(平積0.1m3)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

      25

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 M000201034

供用日 管理費区分 無

       1.78

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-352号 DGD10070 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 日

0.13m3(平積0.1m3)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
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四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-353号 DGD10120 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       2.5

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3.8

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3( DGD10070

平積0.1m3) 日 管理費区分 無

       1.538 単-380号

タンパ締固め 費用の内訳＝全ての費用： CB210450

ｍ３ 管理費区分 無

     100 単-381号

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

- 555 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-353号 DGD10120 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 556 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-354号 DGD10190 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 良好 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（一般） R0115

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

      22

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級 M000301001

供用日 管理費区分 無

       1.29

タイヤ損耗費 ２～３ｔ積級　良好　供用日 Z010020025

供用日 管理費区分 無

       1.29

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

- 557 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-354号 DGD10190 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 良好 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 558 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-355号 DGD10070 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 日

0.13m3(平積0.1m3)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

      25

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 M000201034

供用日 管理費区分 無

       1.78

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 559 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-355号 DGD10070 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 日

0.13m3(平積0.1m3)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 560 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-356号 DGD10190 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 良好 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（一般） R0115

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

      22

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級 M000301001

供用日 管理費区分 無

       1.29

タイヤ損耗費 ２～３ｔ積級　良好　供用日 Z010020025

供用日 管理費区分 無

       1.29

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

- 561 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-356号 DGD10190 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 良好 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 562 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-357号 DGD10120 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       2.5

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3.8

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3( DGD10070

平積0.1m3) 日 管理費区分 無

       1.538 単-382号

タンパ締固め 費用の内訳＝全ての費用： CB210450

ｍ３ 管理費区分 無

     100 単-383号

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

- 563 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-357号 DGD10120 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 564 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-358号 DGD60040 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価 10m3未満 無 無 m3

)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

砂基礎工(手間のみ) 砂基礎設置　機械施工 Q2G1030020

m3 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 565 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-359号 DGD10032 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3 時間

(平積0.2m3)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       0.16

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

       6.3

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ M000202015

時間 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 566 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-359号 DGD10032 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3 時間

(平積0.2m3)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 567 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-360号 DGD10130 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3 m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       2.5

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3.8

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2 DGD10032

m3) 時間 管理費区分 無

       7.6 単-384号

タンパ締固め 費用の内訳＝全ての費用： CB210450

ｍ３ 管理費区分 無

     100 単-385号

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

- 568 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-360号 DGD10130 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3 m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 569 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-361号 DGD10190 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 良好 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（一般） R0115

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

      22

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級 M000301001

供用日 管理費区分 無

       1.29

タイヤ損耗費 ２～３ｔ積級　良好　供用日 Z010020025

供用日 管理費区分 無

       1.29

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

- 570 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-361号 DGD10190 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 良好 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 571 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-362号 DGD10130 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3 m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       2.5

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       3.8

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2 DGD10032

m3) 時間 管理費区分 無

       7.6 単-386号

タンパ締固め 費用の内訳＝全ての費用： CB210450

ｍ３ 管理費区分 無

     100 単-387号

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

- 572 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-362号 DGD10130 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3 m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 573 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-363号 DGD10190 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 良好 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（一般） R0115

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

      22

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級 M000301001

供用日 管理費区分 無

       1.29

タイヤ損耗費 ２～３ｔ積級　良好　供用日 Z010020025

供用日 管理費区分 無

       1.29

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

- 574 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-363号 DGD10190 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 良好 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

計

単価

- 575 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-364号 DGD60040 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

砂基礎設置工(機械施工) (市場単価 10m3未満 無 無 m3

)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

砂基礎工(手間のみ) 砂基礎設置　機械施工 Q2G1030020

m3 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 576 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-365号 K0201034 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型バックホウ（クローラ）［標準 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 日

］ 良好　0.56日 交替制を適用しない 0無 しない  

 しない7時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

      27

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 M000201034

供用日 管理費区分 無

       1.79

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 577 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-365号 K0201034 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型バックホウ（クローラ）［標準 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 日

］ 良好　0.56日 交替制を適用しない 0無 しない  

 しない7時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 578 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-366号 DGD10032 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3 時間

(平積0.2m3)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       0.16

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

       6.3

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ M000202015

時間 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 579 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-366号 DGD10032 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3 時間

(平積0.2m3)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 580 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-367号 K0202015 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

バックホウ（クローラ）［標準］ 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3 時間

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない  

 6.3時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       0.16

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

       6.3

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ M000202015

時間 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 581 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-367号 K0202015 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

バックホウ（クローラ）［標準］ 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3 時間

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない  

 6.3時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 582 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）
単-368号 CB240060 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

モルタル練 高炉 1:2 全ての費用 ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　セメント（高炉Ｂ） ２５ｋｇ袋入 Z002002008

％ 管理費区分 無

- 583 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）
単-368号 CB240060 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

モルタル練 高炉 1:2 全ての費用 ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　コンクリート用骨材　砂 洗い　細目 Z002104002

％ 管理費区分 無

- 584 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）
単-369号 CB240060 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

モルタル練 高炉 1:2 全ての費用 ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　セメント（高炉Ｂ） ２５ｋｇ袋入 Z002002008

％ 管理費区分 無

- 585 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）
単-369号 CB240060 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

モルタル練 高炉 1:2 全ての費用 ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　コンクリート用骨材　砂 洗い　細目 Z002104002

％ 管理費区分 無

- 586 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）
単-370号 CB240060 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

モルタル練 高炉 1:2 全ての費用 ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　セメント（高炉Ｂ） ２５ｋｇ袋入 Z002002008

％ 管理費区分 無

- 587 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）
単-370号 CB240060 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

モルタル練 高炉 1:2 全ての費用 ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　コンクリート用骨材　砂 洗い　細目 Z002104002

％ 管理費区分 無

- 588 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-371号 K0201034 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型バックホウ（クローラ）［標準 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 日

］ 良好　0.56日 交替制を適用しない 0無 しない  

 しない7時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

      27

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 M000201034

供用日 管理費区分 無

       1.79

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 589 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-371号 K0201034 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型バックホウ（クローラ）［標準 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 日

］ 良好　0.56日 交替制を適用しない 0無 しない  

 しない7時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 590 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-372号 K0201034 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型バックホウ（クローラ）［標準 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 日

］ 良好　0.56日 交替制を適用しない 0無 しない  

 しない7時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

      27

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 M000201034

供用日 管理費区分 無

       1.79

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 591 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-372号 K0201034 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型バックホウ（クローラ）［標準 供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 日

］ 良好　0.56日 交替制を適用しない 0無 しない  

 しない7時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 592 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-373号 K0202015 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

バックホウ（クローラ）［標準］ 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3 時間

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない  

 6.3時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       0.16

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

       6.3

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ M000202015

時間 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 593 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-373号 K0202015 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

バックホウ（クローラ）［標準］ 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3 時間

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない  

 6.3時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 594 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-374号 K0202015 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

バックホウ（クローラ）［標準］ 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3 時間

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない  

 6.3時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       0.16

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

       6.3

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ M000202015

時間 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 595 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-374号 K0202015 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

バックホウ（クローラ）［標準］ 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.3 時間

時間　交替制を適用しない 0無 しない しない  

 6.3時間        1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 596 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-375号 WB252310 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ポンプ運転 0以上40（m3／h）未満 作業時排水 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.14

工事用水中ポンプ運転 排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方 WK250400

法＝作業時排水： 日 管理費区分 無

       1 単-388号

発動発電機運転 同上 WK250410

日 管理費区分 無

       1 単-389号

諸雑費（率＋まるめ） ZS8000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 597 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-375号 WB252310 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ポンプ運転 0以上40（m3／h）未満 作業時排水 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 598 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-376号 WK250540 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

バックホウ運転 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

      69

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 L001010004

能付き］ 日 管理費区分 無

       1.16

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 599 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）
単-376号 WK250540 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

バックホウ運転 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 600 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）
単-377号 CB227010 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 8.0 ｍ３

km以下　全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　運転手（一般） R0115

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

- 601 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）
単-377号 CB227010 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 8.0 ｍ３

km以下　全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　機械構成比率

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル ２ｔ積級 M000301001

　　］ 【２～３ｔ積級　良好　供用日】 ％ 管理費区分 無

　　【タイヤ損耗費】

- 602 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）
単-378号 CB227010 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 8.0 ｍ３

km以下　全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　運転手（一般） R0115

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

- 603 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）
単-378号 CB227010 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 8.0 ｍ３

km以下　全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　機械構成比率

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル ２ｔ積級 M000301001

　　］ 【２～３ｔ積級　良好　供用日】 ％ 管理費区分 無

　　【タイヤ損耗費】

- 604 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）
単-379号 CB227010 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 8.0 ｍ３

km以下　全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　運転手（一般） R0115

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

- 605 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）
単-379号 CB227010 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 8.0 ｍ３

km以下　全ての費用  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　機械構成比率

％

　　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル ２ｔ積級 M000301001

　　］ 【２～３ｔ積級　良好　供用日】 ％ 管理費区分 無

　　【タイヤ損耗費】

- 606 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）
単-380号 DGD10070 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 日

0.13m3(平積0.1m3)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

      25

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 M000201034

供用日 管理費区分 無

       1.78

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 607 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）
単-380号 DGD10070 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 日

0.13m3(平積0.1m3)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 608 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）（施工パッケージ）
単-381号 CB210450 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

タンパ締固め 全ての費用 ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

- 609 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）（施工パッケージ）
単-381号 CB210450 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

タンパ締固め 全ての費用 ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　ガソリン レギュラー Z006704001

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　タンパ及びランマ 質量　６０～８０ｋｇ L001180001

％ 管理費区分 無

- 610 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）
単-382号 DGD10070 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 日

0.13m3(平積0.1m3)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       1

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

      25

小型バックホウ（クローラ）［標準］ 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 M000201034

供用日 管理費区分 無

       1.78

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 611 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）
単-382号 DGD10070 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 日

0.13m3(平積0.1m3)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 612 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）（施工パッケージ）
単-383号 CB210450 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

タンパ締固め 全ての費用 ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

- 613 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）（施工パッケージ）
単-383号 CB210450 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

タンパ締固め 全ての費用 ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　ガソリン レギュラー Z006704001

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　タンパ及びランマ 質量　６０～８０ｋｇ L001180001

％ 管理費区分 無

- 614 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）
単-384号 DGD10032 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3 時間

(平積0.2m3)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       0.16

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

       6.3

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ M000202015

時間 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 615 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）
単-384号 DGD10032 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3 時間

(平積0.2m3)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 616 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）（施工パッケージ）
単-385号 CB210450 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

タンパ締固め 全ての費用 ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

- 617 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）（施工パッケージ）
単-385号 CB210450 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

タンパ締固め 全ての費用 ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　ガソリン レギュラー Z006704001

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　タンパ及びランマ 質量　６０～８０ｋｇ L001180001

％ 管理費区分 無

- 618 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）
単-386号 DGD10032 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3 時間

(平積0.2m3)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手（特殊） R0114

人 管理費区分 無

       0.16

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

       6.3

バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ M000202015

時間 管理費区分 無

       1

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 619 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）
単-386号 DGD10032 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3 時間

(平積0.2m3)  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価

- 620 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）（施工パッケージ）
単-387号 CB210450 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

タンパ締固め 全ての費用 ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

標準単価

　労務構成比率

％

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

- 621 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）（施工パッケージ）
単-387号 CB210450 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

タンパ締固め 全ての費用 ｍ３

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要

　　ガソリン レギュラー Z006704001

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　タンパ及びランマ 質量　６０～８０ｋｇ L001180001

％ 管理費区分 無

- 622 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）
単-388号 WK250400 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

工事用水中ポンプ運転 0以上40（m3／h）未満 作業時排水 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中モータポンプ［普通型］ 潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ L001100005

日 管理費区分 無

       1.2

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 623 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

参考資料（3）
単-389号 WK250410 単価適用年月日 令和 3年12月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年12月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

発動発電機運転 0以上40（m3／h）未満 作業時排水 日

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

      26

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２５ｋＶＡ L001110008

日 管理費区分 無

       1.2

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 624 -

四日市市



503-202c000-00452-71(0)

登録単価

工事名 公共下水道公設汚水桝設置工事（単価契約）南部（3-3）

コード 名称 規格 単位 単価 登録年度 登録月 備考

R0125 土木一般世話役 人 令和 3 12

Y001613000-001 購入土 ｍ３ 令和 3 12

Z002104002 コンクリート用骨材　砂 洗い　細目 ｍ３ 令和 3 12

ZX080180 目地材 ｍ 令和 3 12

- 1 -                                 四日市市


