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令和  3 年度 第 号 工　事　設　計　書 四日市市

小林波木線貯留施設整備工事

工 事 名

工 　 期 契約の日から令和 4年 3月15日まで 設計 検算

工　　事　　の　　概　　要 起　　　工　　　理　　　由

施工延長　L=75.4m

貯留施設整備工　1式

かごマット工　102個

浸透スクリュー工　7箇所

メッシュフェンス工　L=34.9m

側溝工（300型）L=72.3m

集水桝工　2基

管布設工　Ｌ＝14.0m

舗装工　A=98m2

付帯工　1式
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年　月　日
施行地名

課長 課長補佐 係長

工 事 費
設　計 令和   年  月  日

小林波木線
施 設 名

四日市市　波木町　地内 審　査 令和
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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 B02：桑名・四日市／小型４ｔ

石材 B02：四日市／小型２ｔ～４ｔ

-------- 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 ０４：道路改良工事

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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503-202c000-00447-11(0)

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 ３５％を超えるもの

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

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 小林波木線貯留施設整備工事 当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 道路改良工事

工事区分 道路改良 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

道路改良

式

        1

　貯留施設整備工

　 式

　         1

　　掘削工

　　 式

　　         1

　　　掘削 土質土砂;施工方法ｵｰﾌ

　　　 ﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害 m3 単-1号

　　　 無し;施工数量5,000m3     1,500

未満

　　　法面整形(切土部) 現場制約無し;土質ﾚｷ

　　　 質土､砂及び砂質土､粘 m2 単-2号

　　　 性土       330

　　　土砂等運搬 土質土砂(岩塊･玉石混

　　　 り土含む) m3 単-3号

　　　 【ダンプトラック［オ     1,500

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　

】

　　貯留施設整備工

　　 式

　　         1

　　　かごマット設置工

　　　 個 単-4号

　　　       102

　　　浸透スクリュー工

　　　 箇所 単-5号

　　　         7

　　　浸透スクリュー工　準備工

　　　 式 単-6号

　　　         1

- 1 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

設計内訳書

工事名 小林波木線貯留施設整備工事 当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 道路改良工事

工事区分 道路改良 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

　　　メッシュフェンス設置工

　　　 m 単-7号

　　　        34.9

　　　門扉設置工

　　　 基 単-8号

　　　         2

　排水構造物工

　 式

　         1

　　作業土工

　　 式

　　         1

　　　床掘り 土質土砂

　　　 m3 単-9号

　　　        70

　　　埋戻し 土質区分土砂　流用土

　　　 m3 単-10号

　　　        37

　　　土砂等運搬 土質土砂(岩塊･玉石混

　　　 り土含む) m3 単-11号

　　　 【ダンプトラック［オ        33

ンロード・ディーゼル

］｜４ｔ積級　】【タ

イヤ損耗費｜４ｔ積級

　良好　供用日　】

　　側溝工

　　 式

　　         1

　　　JIS型側溝設置工 300×300

　　　 m 単-12号

　　　        15.4

　　　JIS型側溝設置工 300×400

　　　 m 単-13号

　　　         8

- 2 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

設計内訳書

工事名 小林波木線貯留施設整備工事 当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 道路改良工事

工事区分 道路改良 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

　　　JIS型側溝設置工 300×500

　　　 m 単-14号

　　　         8

　　　JIS型側溝設置工 300×600

　　　 m 単-15号

　　　         8

　　　JIS型側溝設置工 300×700

　　　 m 単-16号

　　　         8

　　　JIS型側溝設置工 300×800

　　　 m 単-17号

　　　         2

　　　JIS型側溝設置工 300×900

　　　 m 単-18号

　　　        22.9

　　　蓋設置工 JIS型側溝蓋　3種　30

　　　 0用 m 単-19号

　　　        34.8

　　　蓋設置工 FRC蓋  300用

　　　 m 単-20号

　　　        33.5

　　　蓋設置工 スリット蓋

　　　 m 単-21号

　　　         4

　　管渠工

　　 式

　　         1

　　　管布設工 鉄筋コンクリート台付

　　　 け管　Φ300 m 単-22号

　　　        14

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　 式

　　         1

　　　集水桝設置工 1000×1000×1355　フ

　　　 ラップゲート 基 単-23号

　　　         1
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設計内訳書

工事名 小林波木線貯留施設整備工事 当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 道路改良工事

工事区分 道路改良 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

　　　集水桝設置工 1000×1000×1355

　　　 基 単-24号

　　　         1

　　　既設桝箱抜閉塞工

　　　 箇所 単-25号

　　　         1

　　防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　 式

　　         1

　　　張りｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(20

　　　 )(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割 m2 単-26号

　　　 増無し         3.1

　構造物撤去工

　 式

　         1

　　構造物取壊し工

　　 式

　　         1

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分鉄筋構造物

　　　 ;工法区分機械施工 m3 単-27号

　　　         4.1

　　　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15c m 単-28号

　　　 m以下        78

　　　舗装版破砕積込

　　　 m2 単-29号

　　　       106

　　運搬処理工

　　 式

　　         1
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設計内訳書

工事名 小林波木線貯留施設整備工事 当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 道路改良工事

工事区分 道路改良 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

　　　殻運搬 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　　 【ダンプトラック［オ m3 単-30号

　　　 ンロード・ディーゼル         5.3

］｜２ｔ積級　】【タ

イヤ損耗費｜２～３ｔ

積級　良好　供用日　

】

　　　殻運搬 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

　　　 【ダンプトラック［オ m3 単-31号

　　　 ンロード・ディーゼル         4.1

］｜１０ｔ積級　】【

タイヤ損耗費｜１０ｔ

積級　良好　供用日　

】

　　　殻処分 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

　　　 m3 単-32号

　　　         5.3

　　　殻処分 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

　　　 m3 単-33号

　　　         4.1

　仮設工

　 式

　         1

　　交通管理工

　　 式

　　         1

　　　交通誘導警備員

　　　 人日 単-34号

　　　        41

道路修繕

式

        1

　区画線工

　 式

　         1
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設計内訳書

工事名 小林波木線貯留施設整備工事 当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 道路改良工事

工事区分 道路修繕 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

　　区画線工

　　 式

　　         1

　　　溶融式区画線 施工方法区分溶融式手

　　　 動;規格･仕様区分実線 m 単-35号

　　　  15cm;塗布厚厚1.5mm;        75

排水性舗装無し

舗装

式

        1

　舗装工

　 式

　         1

　　舗装準備工

　　 式

　　         1

　　　不陸整正 補足材有り;補足材種

　　　 類･規格再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m2 単-36号

　　　 RC-40;補足材整正厚17        61

mm以上21mm未満

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　 式

　　         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-37号

　　　 m        37

　　　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-38号

　　　 厚50mm;平均幅員1.4m        98

未満(1層当り平均仕上

り

　　　舗装目地復旧工

　　　 m 単-39号

　　　        78
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設計内訳書

工事名 小林波木線貯留施設整備工事 当　初 事業区分 道路新設･改築 主たる工種 道路改良工事

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

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
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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
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共通仮設費

  1 主たる工種　単独（当該工事） 道路改良工事

  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
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現場管理費

  1 主たる工種 道路改良工事

  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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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

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 道路改良工事

  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11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

掘削 土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無 m3

し;施工数量5,000m3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

掘削 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有 CB210100

無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5, ｍ３ 管理費区分 無

000m3未満：        1 単-40号

計

単価
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1次単価表
単-2号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

法面整形(切土部) 現場制約無し;土質ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性 m2

土  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面整形 整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： CB220010

土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の ｍ２ 管理費区分 無

内訳＝全ての費用：        1 単-41号

計

単価
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1次単価表
単-3号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土砂等運搬 土質土砂(岩塊･玉石混り土含む) 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

土砂等運搬 土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯ CB210110

ｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ ｍ３ 管理費区分 無

岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無        1 単-42号

し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以

下：

【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　】

計

単価
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1次単価表
単-4号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

かごマット設置工 個

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

かごマット工（多段積型） かご形式＝B型：かご本体材質＝亜鉛アルミ DB106230

メッキ鉄線：法勾配＝1:0.5を超え1:1.0以下 ｍ２ 管理費区分 無

：積段数（実数入力）＝1段：根固め段数（        1 単-43号

実数入力）＝0段：中詰用石材種類＝割栗石

：中詰用石材規格＝15～20cm：中詰用石材使

用数量（m3/100m2）＝標準（90m3）：吸出し

防止材使用数量（実数入力）＝0m2/100m2：

計

単価
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1次単価表
単-5号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

浸透スクリュー工 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

掘削機械等設置工 WYB00007

式 管理費区分 無

       1 単-44号

掘削工 WYB00010

式 管理費区分 無

       1 単-45号

浸透スクリュー設置工 WYB00014

式 管理費区分 無

       1 単-46号

浸透スクリュー部材費 WYB00017

式 管理費区分 無

       1 単-47号

計
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1次単価表
単-5号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

浸透スクリュー工 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

単価
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1次単価表
単-6号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

浸透スクリュー工　準備工 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

浸透スクリュー工　準備工 WYB00006

式 管理費区分 無

       1

計

単価
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1次単価表
単-7号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

メッシュフェンス設置工 m

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

メッシュフェンス H=1800 WYB00031

m 管理費区分 無

      10

メッシュフェンス設置工 WYB00032

m 管理費区分 無

      10 単-48号

基礎ブロック 180×180×450 WYB00033

個 管理費区分 無

       5

基礎ブロック設置工 WYB00034

個 管理費区分 無

       5 単-49号

計
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1次単価表
単-7号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

メッシュフェンス設置工 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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1次単価表
単-8号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

門扉設置工 基

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

門扉 W=4.0m、H=1800 WYB00035

基 管理費区分 無

       1

メッシュフェンス設置工 WYB00036

m 管理費区分 無

       4 単-50号

基礎ブロック 600×600×700 WYB00039

個 管理費区分 無

       2

基礎ブロック設置工 WYB00038

個 管理費区分 無

       2 単-51号

計
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1次単価表
単-8号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

門扉設置工 基

 

       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-9号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土質土砂 m3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床掘り 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） CB210030

：費用の内訳＝全ての費用： ｍ３ 管理費区分 無

       1 単-52号

計

単価
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1次単価表
単-10号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

埋戻し 土質区分土砂　流用土 m3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し 施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 CB210410

：費用の内訳＝全ての費用： ｍ３ 管理費区分 無

       1 単-53号

計

単価
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1次単価表
単-11号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土砂等運搬 土質土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］  

｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良        1

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

土砂等運搬 土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊ CB210110

ﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 ｍ３ 管理費区分 無

（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝        1 単-54号

無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0k

m以下：

【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル

］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級

　良好　供用日　】

計

単価
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1次単価表
単-12号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

JIS型側溝設置工 300×300 m

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

Ｕ型側溝 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 WB821410

使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： ｍ 管理費区分 無

U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規       10 単-55号

格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg

/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇

所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無

＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～

0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.56m3/

10m：

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＝養生無し：現場内小運搬の有        0.13 単-56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-13号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

JIS型側溝設置工 300×400 m

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

Ｕ型側溝 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 WB821410

使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： ｍ 管理費区分 無

U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規       10 単-57号

格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg

/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇

所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無

＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～

0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.56m3/

10m：

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＝養生無し：現場内小運搬の有        0.29 単-58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-14号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

JIS型側溝設置工 300×500 m

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

Ｕ型側溝 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 WB821410

使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： ｍ 管理費区分 無

U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規       10 単-59号

格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg

/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇

所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無

＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～

0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.56m3/

10m：

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＝養生無し：現場内小運搬の有        0.28 単-60号

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

計

単価

- 17 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-15号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

JIS型側溝設置工 300×600 m

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

Ｕ型側溝 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 WB821410

使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： ｍ 管理費区分 無

U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規       10 単-61号

格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg

/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇

所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無

＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～

0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.56m3/

10m：

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＝養生無し：現場内小運搬の有        0.27 単-62号

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

計

単価

- 18 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-16号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

JIS型側溝設置工 300×700 m

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

Ｕ型側溝 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 WB821410

使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： ｍ 管理費区分 無

U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規       10 単-63号

格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg

/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇

所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無

＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～

0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.56m3/

10m：

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＝養生無し：現場内小運搬の有        0.28 単-64号

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

計

単価

- 19 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-17号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

JIS型側溝設置工 300×800 m

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

Ｕ型側溝 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 WB821410

使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： ｍ 管理費区分 無

U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規       10 単-65号

格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg

/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇

所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無

＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～

0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.56m3/

10m：

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＝養生無し：現場内小運搬の有        0.38 単-66号

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

計

単価

- 20 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-18号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

JIS型側溝設置工 300×900 m

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

Ｕ型側溝 作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 WB821410

使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： ｍ 管理費区分 無

U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規       10 単-67号

格･仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000を

超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無

し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石

施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗ

ｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力

）＝0.56m3/10m：

計

単価

- 21 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-19号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

蓋設置工 JIS型側溝蓋　3種　300用 m

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： WB821430

蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 枚 管理費区分 無

＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無        2 単-68号

＝無し：施工箇所における補正＝無し：

計

単価

- 22 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-20号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

蓋設置工 FRC蓋  300用 m

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： WB821430

蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 枚 管理費区分 無

＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：        2 単-69号

施工箇所における補正＝無し：

計

単価

- 23 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-21号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

蓋設置工 スリット蓋 m

 

       4

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： WB821430

蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 枚 管理費区分 無

＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無        2 単-70号

＝無し：施工箇所における補正＝無し：

計

単価

- 24 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-22号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

管布設工 鉄筋コンクリート台付け管　Φ300 m

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋コンクリート台付管 作業区分＝据付：管径＝300mm：1個当りの管 CB222850

長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全 ｍ 管理費区分 無

ての費用：       10 単-71号

モルタル練 ｾﾒﾝﾄ種類＝普通：混合比＝1:3：費用の内訳 CB240060

＝全ての費用： ｍ３ 管理費区分 無

       0.04 単-72号

計

単価

- 25 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-23号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

集水桝設置工 1000×1000×1355　フラップゲート 基

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

プレキャスト集水桝 作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1600k CB222800

gを超え2200kg以下：基礎砕石の有無＝無し 基 管理費区分 無

：費用の内訳＝全ての費用：       10 単-73号

As桝（細目グレーチング付　T-25） 1000×1000×1355  ステップ付き Y000302000-001

基 管理費区分 無

      10

プレキャスト集水桝 作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg CB222800

を超え600kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 基 管理費区分 無

費用の内訳＝全ての費用：       10 単-74号

プレキャスト桝用基礎 1000×1000用 Y000302000-002

個 管理費区分 無

      10

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＝養生無し：現場内小運搬の有        0.48 単-75号

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

- 26 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-23号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

集水桝設置工 1000×1000×1355　フラップゲート 基

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

フラップゲート 300×300 WYB00028

基 管理費区分 無

      10

計

単価

- 27 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-24号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

集水桝設置工 1000×1000×1355 基

 

      10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

プレキャスト集水桝 作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1600k CB222800

gを超え2200kg以下：基礎砕石の有無＝無し 基 管理費区分 無

：費用の内訳＝全ての費用：       10 単-76号

As桝（細目グレーチング付　T-25） 1000×1000×1355  ステップ付き Y000302000-001

基 管理費区分 無

      10

プレキャスト集水桝 作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg CB222800

を超え600kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 基 管理費区分 無

費用の内訳＝全ての費用：       10 単-77号

プレキャスト桝用基礎 1000×1000用 Y000302000-002

個 管理費区分 無

      10

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＝養生無し：現場内小運搬の有        0.48 単-78号

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

- 28 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-24号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

集水桝設置工 1000×1000×1355 基

 

      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

- 29 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-25号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

既設桝箱抜閉塞工 箇所

 

      10

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        0.045 単-79号

無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：

型枠 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 CB240210

･無筋構造物： ｍ２ 管理費区分 無

       1.8 単-80号

計

単価

- 30 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-26号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

張りｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(20)(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 m2

無し  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

コンクリート打設工 対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝人力打 WB240730

設：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）（高炉） ｍ２ 管理費区分 無

：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生ｺﾝｸﾘ        1 単-81号

ｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し

：

計

単価
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-27号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工 m3

 

       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＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施 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：低騒音･低振動対策＝不要：        1 単-82号

計

単価

- 32 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-28号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm m

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

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-83号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-29号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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 m2

 

       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

       1 単-84号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-30号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3

【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        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

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＝無 ｍ３ 管理費区分 無

し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.0km以        1 単-85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
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-31号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻運搬 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 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

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＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）        1 単-86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　】

計

単価
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-32号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻処分 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費（m3） WB020051

m3 管理費区分 有

       1 単-87号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-33号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

殻処分 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) m3

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費（m3） WB020051

m3 管理費区分 有

       1 単-88号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-34号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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 人日

 

       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 WB010212

人日 管理費区分 無

       1 単-89号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-35号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

溶融式区画線 施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 1 m

5cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し  

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置 夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融 WB821210

式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様 ｍ 管理費区分 無

区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し        1 単-90号

：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場

合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝

無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗

料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト

舗装：費用の内訳＝全ての費用：

計

単価
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-36号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

不陸整正 補足材有り;補足材種類･規格再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC- m2

40;補足材整正厚17mm以上21mm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

不陸整正 補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ CB410010

17mm以上21mm未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ｍ２ 管理費区分 無

RC-40：費用の内訳＝全ての費用：        1 単-91号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-37号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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-92号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-38号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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-93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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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

1次単価表
単-39号 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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 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-94号

計

単価
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-40号 CB210100 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 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

％

　　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
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-40号 CB210100 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 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

　機械構成比率

％

　　バックホウ（クローラ型）［標準型・超低 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ M000202090

　　騒音型］ ｍ３ ％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-41号 CB220010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

法面整形 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全 ｍ２

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

　　運転手（特殊） R0114

％ 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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-41号 CB220010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

法面整形 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全 ｍ２

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

％

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-42号 CB210110 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（ ｍ３

岩塊･玉石混り土含む） 無し 9.5km以下  

       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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-42号 CB210110 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（ ｍ３

岩塊･玉石混り土含む） 無し 9.5km以下  

       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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-43号 DB106230 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

かごマット工（多段積型） B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5を超え1:1.0 ｍ２

以下　1段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3）  

 0m2/100m2      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

       2.8

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       3.2

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       7.4

かごマット多段積型 Ｂ-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5 Z004012009

ｍ 管理費区分 無

     200

割栗石 １５０－２００ｍｍ　小型２ｔ～４ｔ Z002140002

ｍ３ 管理費区分 無

      98.1
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503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-43号 DB106230 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

かごマット工（多段積型） B型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5を超え1:1.0 ｍ２

以下　1段 0段 割栗石 15～20cm 標準（90m3）  

 0m2/100m2      100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

バックホウ運転 DBK19070

日 管理費区分 無

       8 単-95号

諸雑費 ZS7000001

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 52 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-44号 WYB00007 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

掘削機械等設置工 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.04

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.04

Z1

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

       0.04

ライトバン WYB00008

台・日 管理費区分 無

       0.04 単-96号

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ L001150001

日 管理費区分 無

       0.04
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-44号 WYB00007 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

掘削機械等設置工 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

諸雑費 8% ZS7H10210

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

単価
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503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-45号 WYB00010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

掘削工 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.11

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.11

Z1

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

       0.11

ライトバン WYB00011

台・日 管理費区分 無

       0.11 単-97号

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ L001150001

日 管理費区分 無

       0.11
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503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-45号 WYB00010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

掘削工 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

車両機械器具損料 WYB00012

日 管理費区分 無

       0.11

機械器具損料 WYB00013

日 管理費区分 無

       0.11

諸雑費 8% ZS7H10210

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

単価
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503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-46号 WYB00014 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

浸透スクリュー設置工 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役 R0125

人 管理費区分 無

       0.03

Z1

特殊作業員 R0101

人 管理費区分 無

       0.03

Z1

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

       0.03

ライトバン WYB00015

台・日 管理費区分 無

       0.03 単-98号

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ L001150001

日 管理費区分 無

       0.03

- 57 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-46号 WYB00014 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

浸透スクリュー設置工 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

車両機械器具損料 WYB00018

日 管理費区分 無

       0.03

機械器具損料 WYB00019

日 管理費区分 無

       0.03

諸雑費 8% ZS7H10210

式 管理費区分 無

       1

ZZ1

計

単価

- 58 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-47号 WYB00017 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

浸透スクリュー部材費 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

浸透スクリューケーシング WYB00020

m 管理費区分 無

       2

浸透スクリュー先頭管 WYB00021

個 管理費区分 無

       1

アタッチメントA(オス） WYB00022

個 管理費区分 無

       1

アタッチメントB(メス） WYB00023

個 管理費区分 無

       1

浸透促進ボール 2000個/m WYB00024

m 管理費区分 無

       2

- 59 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-47号 WYB00017 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

浸透スクリュー部材費 式

 

       1

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

浸透キャップ WYB00025

個 管理費区分 無

       1

泥溜め機能キャップカバー WYB00026

個 管理費区分 無

       1

ドレンパイプ WYB00027

m 管理費区分 無

       2

計

単価

- 60 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-48号 WYB00032 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

メッシュフェンス設置工 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

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

      10.1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-49号 WYB00034 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎ブロック設置工 個

 

     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

       1.1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

      11.8

計

単価

- 62 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-50号 WYB00036 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

メッシュフェンス設置工 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

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

      10.1

計

単価

- 63 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-51号 WYB00038 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

基礎ブロック設置工 個

 

     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

       1.1

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

      11.8

計

単価

- 64 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-52号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 上記以外（小規模） 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

％

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

- 65 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-52号 CB210030 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

床掘り 土砂 上記以外（小規模） 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

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ M000202096

　　］ ％ 管理費区分 無

- 66 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-53号 CB210410 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 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

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

- 67 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-53号 CB210410 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 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

　材料構成比率

％

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 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

％

　　バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ M000202096

　　］ ％ 管理費区分 無

- 68 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-53号 CB210410 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 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

　　ランマ 質量６０～８０ｋｇ M000806001

％ 管理費区分 無

- 69 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-54号 CB210110 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂 ｍ３

（岩塊･玉石混り土含む） 無し 10.0km以下  

       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

- 70 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-54号 CB210110 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂 ｍ３

（岩塊･玉石混り土含む） 無し 10.0km以下  

       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 ４ｔ積級 M000301002

　　］ 【４ｔ積級　良好　供用日】 ％ 管理費区分 無

　　【タイヤ損耗費】

- 71 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-55号 WB821410 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　10 ｍ

00kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40  

～00.56m3/10m       10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 Q001365003

ｍ 管理費区分 無

      10

JIS型側溝 3種300A L=2000 Y000300000-004

個 管理費区分 無

       5

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

       0.672

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 72 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-55号 WB821410 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　10 ｍ

00kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40  

～00.56m3/10m       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

- 73 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-56号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

養生無し 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

- 74 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-56号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

養生無し 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　小型４ｔ ZA10041450

％ 管理費区分 無

- 75 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-57号 WB821410 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　10 ｍ

00kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40  

～00.56m3/10m       10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 Q001365003

ｍ 管理費区分 無

      10

JIS型側溝 3種300B L=2000 Y000300000-005

個 管理費区分 無

       5

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

       0.672

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-57号 WB821410 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　10 ｍ

00kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40  

～00.56m3/10m       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

- 77 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-58号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

養生無し 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

- 78 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-58号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

養生無し 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　小型４ｔ ZA10041450

％ 管理費区分 無

- 79 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-59号 WB821410 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　10 ｍ

00kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40  

～00.56m3/10m       10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 Q001365003

ｍ 管理費区分 無

      10

JIS型側溝 3種300C L=2000 Y000300000-007

個 管理費区分 無

       5

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

       0.672

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 80 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-59号 WB821410 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　10 ｍ

00kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40  

～00.56m3/10m       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

- 81 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-60号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

養生無し 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

- 82 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-60号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

養生無し 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　小型４ｔ ZA10042450

％ 管理費区分 無

- 83 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-61号 WB821410 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　10 ｍ

00kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40  

～00.56m3/10m       10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 Q001365003

ｍ 管理費区分 無

      10

JIS型側溝 3種300D L=2000 Y000300000-008

個 管理費区分 無

       5

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

       0.672

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 84 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-61号 WB821410 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　10 ｍ

00kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40  

～00.56m3/10m       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

- 85 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-62号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

養生無し 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

- 86 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-62号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

養生無し 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　小型４ｔ ZA10042450

％ 管理費区分 無

- 87 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-63号 WB821410 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　10 ｍ

00kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40  

～00.56m3/10m       10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 Q001365003

ｍ 管理費区分 無

      10

JIS型側溝 3種300E L=2000 Y000300000-009

個 管理費区分 無

       5

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

       0.672

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 88 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-63号 WB821410 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　10 ｍ

00kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40  

～00.56m3/10m       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

- 89 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-64号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

養生無し 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

- 90 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-64号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

養生無し 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　小型４ｔ ZA10042450

％ 管理費区分 無

- 91 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-65号 WB821410 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　10 ｍ

00kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40  

～00.56m3/10m       10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 Q001365003

ｍ 管理費区分 無

      10

JIS型側溝 3種300F L=2000 Y000300000-010

個 管理費区分 無

       5

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

       0.672

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 92 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-65号 WB821410 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　10 ｍ

00kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40  

～00.56m3/10m       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

- 93 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-66号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

養生無し 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

- 94 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-66号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

養生無し 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　小型４ｔ ZA10042450

％ 管理費区分 無

- 95 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-67号 WB821410 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　10 ｍ

00を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り再生ｸﾗ  

ｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m       10

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 Q001365004

ｍ 管理費区分 無

      10

JIS型側溝 3種300G L=2000 Y000300000-011

個 管理費区分 無

       5

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ Z002122003

ｍ３ 管理費区分 無

       0.672

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

- 96 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-67号 WB821410 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

Ｕ型側溝 据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm　10 ｍ

00を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り再生ｸﾗ  

ｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.56m3/10m       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

- 97 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-68号 WB821430 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

蓋版 据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 枚

以下　無し 無し  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 Q001367002

枚 管理費区分 無

     100

側溝蓋 JIS型側溝用蓋  3種　300用　ノイズレス　L=5 Y000301000-001

00 枚 管理費区分 無

     100

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 98 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-69号 WB821430 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

蓋版 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 枚

無し  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無 Q001367001

枚 管理費区分 無

     100

側溝蓋 FRC蓋  300用　  細目　 Y000301000-002

枚 管理費区分 無

     100

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 99 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-70号 WB821430 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

蓋版 据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚 枚

以下　無し 無し  

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 Q001367002

枚 管理費区分 無

     100

側溝蓋 スリット蓋　　300用　L=2000 Y000301000-003

枚 管理費区分 無

     100

諸雑費（まるめ） ZS3000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価

- 100 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-71号 CB222850 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

鉄筋コンクリート台付管 据付 300mm 2m/個 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

％

　　普通作業員 R0102

％ 管理費区分 無

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

- 101 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-71号 CB222850 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

鉄筋コンクリート台付管 据付 300mm 2m/個 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

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　鉄筋コンクリート台付管 φ300  L=2000 Y000357000-001

％ 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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-71号 CB222850 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

鉄筋コンクリート台付管 据付 300mm 2m/個 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

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン 排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊 M000202062

　　機能付き］ ％ 管理費区分 無

- 103 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-72号 CB240060 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

モルタル練 普通 1:3 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（普通ポルトランド） ２５ｋｇ袋入 Z002002006

％ 管理費区分 無

- 104 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-72号 CB240060 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

モルタル練 普通 1:3 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　荒目　小型２ｔ～４ｔ Z002104001

％ 管理費区分 無

- 105 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-73号 CB222800 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

プレキャスト集水桝 据付 1600kgを超え2200kg以下 無し 全ての費 基

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

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

- 106 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-73号 CB222800 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

プレキャスト集水桝 据付 1600kgを超え2200kg以下 無し 全ての費 基

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

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ L001010005

　　機能付き］ ｔ吊 ％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-74号 CB222800 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用 基

 

       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

　　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

- 108 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-74号 CB222800 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用 基

 

       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

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ L001010008

　　機能付き］ 吊 ％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-75号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

養生無し 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

- 110 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-75号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

養生無し 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　小型４ｔ ZA10042450

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-76号 CB222800 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

プレキャスト集水桝 据付 1600kgを超え2200kg以下 無し 全ての費 基

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

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　　土木一般世話役 R0125

％ 管理費区分 無

- 112 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-76号 CB222800 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

プレキャスト集水桝 据付 1600kgを超え2200kg以下 無し 全ての費 基

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

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ L001010005

　　機能付き］ ｔ吊 ％ 管理費区分 無

- 113 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-77号 CB222800 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用 基

 

       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

　　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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-77号 CB222800 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用 基

 

       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

　　特殊作業員 R0101

％ 管理費区分 無

　材料構成比率

％

　　軽油 １．２号 Z006702002

％ 管理費区分 無

　機械構成比率

％

　　バックホウ（クローラ）［標準・クレーン 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ L001010008

　　機能付き］ 吊 ％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-78号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

養生無し 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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-78号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

養生無し 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　小型４ｔ ZA10042450

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-79号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-79号 CB240010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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　小型４ｔ ZA10041450

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-80号 CB240210 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 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

％

　　型わく工 R0133

％ 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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-81号 WB240730 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

コンクリート打設工 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） ｍ２

無し　10m3/100m2 無し  

     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

普通作業員 R0102

人 管理費区分 無

       2.9

生コンクリート 18－8－25（20） W/C=60%以下　小型４ｔ ZA10041450

m3 管理費区分 無

      12.1

諸雑費（率＋まるめ） ZS8000004

式 管理費区分 無

       1

計
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-81号 WB240730 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

コンクリート打設工 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 18-8-25（20）（高炉） ｍ２

無し　10m3/100m2 無し  

     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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-82号 WB824010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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 機械施工 無し 無し 不要 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　機械施工　制約無 Q001611007

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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-83号 CB430510 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-83号 CB430510 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-84号 CB210720 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-84号 CB210720 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-85号 CB227010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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） 無し 7.0 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
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-85号 CB227010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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） 無し 7.0 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】
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-86号 CB227010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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 無 ｍ３

し　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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-86号 CB227010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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 無 ｍ３

し　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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-87号 WB020051 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

処分費（m3） m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

廃棄物受入料金（As塊） ZA10652550

m3 管理費区分 T

     100

計

単価
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-88号 WB020051 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

処分費（m3） m3

 

     100

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

廃棄物受入料金（鉄筋Con塊） ZA10652530

m3 管理費区分 T

     100

計

単価
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-89号 WB010212 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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 人日

 

       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

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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-90号 WB821210 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm ｍ

無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗  

装全ての費用    1,000

単位 数量 単価

名称 規格／条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 Q001036001

ｍ 管理費区分 無

   1,000

トラフィックペイント　溶融型 ３種１号　ビーズ１５～１８　白 Z004350001

ｋｇ 管理費区分 無

     570

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ Z004352001

ｋｇ 管理費区分 無

      25

接着用プライマー 区画線用 Z004354001

ｋｇ 管理費区分 無

      25

軽油 １．２号 Z006702002

Ｌ 管理費区分 無

      44
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-90号 WB821210 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm ｍ

無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗  

装全ての費用    1,000

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（率＋まるめ） ZS8000004

式 管理費区分 無

       1

計

単価
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-91号 CB410010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

不陸整正 有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　 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

％

　　運転手（特殊） R0114

％ 管理費区分 無

　　特殊作業員 R0101

％ 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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-91号 CB410010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

不陸整正 有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　 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　小型２ｔ～４ｔ 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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-91号 CB410010 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

不陸整正 有り 17mm以上21mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　 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

　　モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（ ブレード幅３．１ｍ M000701015

　　第２次）］ ％ 管理費区分 無

　　ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（ 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ M000801009

　　第２次）］ ％ 管理費区分 無

　　タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ L001060003

％ 管理費区分 無
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-92号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-92号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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　小型２ｔ～４ｔ 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
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-92号 CB410031 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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
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四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-93号 CB410260 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

- 143 -

四日市市



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-93号 CB410260 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）
単-93号 CB410260 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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



503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-94号 DXA30030 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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 目地テープ（巾4cm） ZA10080180

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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503-202c000-00447-11(0)

参考資料（1）
単-94号 DXA30030 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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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503-202c000-00447-11(0)

参考資料（2）
単-95号 DBK19070 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11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

      31

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ L001010005

能付き］ ｔ吊 日 管理費区分 無

       1.2

計

単価
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503-202c000-00447-11(0)

参考資料（2）
単-96号 WYB00008 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ライトバン 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

ガソリン レギュラー Z040011001

L 管理費区分 無

       2.6

ライトバン 1.5Ｌ 供用日当り損料 ML40010001

日 管理費区分 無

       1

計

単価
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参考資料（2）
単-97号 WYB00011 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ライトバン 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

ガソリン レギュラー Z040011001

L 管理費区分 無

       2.6

ライトバン 1.5Ｌ 供用日当り損料 ML40010001

日 管理費区分 無

       1

計

単価
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503-202c000-00447-11(0)

参考資料（2）
単-98号 WYB00015 単価適用年月日 令和 3年11月 1日

歩掛適用年月日 令和 3年11月 1日

名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020

ライトバン 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

ガソリン レギュラー Z040011001

L 管理費区分 無

       2.6

ライトバン 1.5Ｌ 供用日当り損料 ML40010001

日 管理費区分 無

       1

計

単価
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登録単価

503-202c00 工事名 小林波木線貯留施設整備工事

コード 名称 規格 単位 単価 登録年度 登録月 備考

Y000300000-004 JIS型側溝 3種300A L=2000 個 令和 3 11

Y000300000-005 JIS型側溝 3種300B L=2000 個 令和 3 11

Y000300000-007 JIS型側溝 3種300C L=2000 個 令和 3 11

Y000300000-008 JIS型側溝 3種300D L=2000 個 令和 3 11

Y000300000-009 JIS型側溝 3種300E L=2000 個 令和 3 11

Y000300000-010 JIS型側溝 3種300F L=2000 個 令和 3 11

Y000300000-011 JIS型側溝 3種300G L=2000 個 令和 3 11

Y000301000-001 側溝蓋 JIS型側溝用蓋  3種　300用　ノイズレス　L=500 枚 令和 3 11

Y000301000-002 側溝蓋 FRC蓋  300用　  細目　 枚 令和 3 11

Y000301000-003 側溝蓋 スリット蓋　　300用　L=2000 枚 令和 3 11

Y000302000-001 As桝（細目グレーチング付　T-25） 1000×1000×1355  ステップ付き 基 令和 3 11

Y000302000-002 プレキャスト桝用基礎 1000×1000用 個 令和 3 11

Y000357000-001 鉄筋コンクリート台付管 φ300  L=2000 本 令和 3 11

- 1 -                                 四日市市


