
菰野町公告

工 事 場 所

１．

社会資本整備総合交付金事業

予 定 価 格

　下記の　　について、次のとおり一般競争入札を行うので、菰野町契約規則（平成１８年規則　第７号）

工 事 名

２．

町道杉谷１号線道路改良工事

菰野町大字　杉谷　地内

工 期４．

５．

２７,８９６,４００円（２５,８３０,０００円 税抜き）

入札に参加できる者の資格条件６．

第 　 ９ ５ 　 号

平成２９年９月１３日

工 事 概 要３．

施工延長　L=218.0m

道路土工　　  　　　　　　N= 1式

表層 t=40　 　　　　　　　A=1100.0m2

不陸整正　補足材なし　　　A= 485.0m2

上層路盤 t=100　　　　　　A= 612.0m2

排水構造物工　　　　　　　N= 1式

L型擁壁工(1)H1300～2500 　L=   6.0m

L型擁壁工(2)H1000～1700 　L=  26.0m

L型擁壁工(4)H1300～2500 　L=  39.5m

１７０日間

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと。

第３条の規定に基づき次のとおり公告する。

工事

設計図書の購入先及び閲覧７．

菰野町役場財務課購 入 先

菰野町大字潤田１２５０番地

ＴＥＬ　

ＦＡＸ　

※購入する際は、予めファックスにより予約すること。

閲覧する場所及び時間 菰野町役場　３階　財務課（閲覧できる時間は、執務時間内とする。）

059-391-1109

059-394-3199

質問の方法及び期限８．

平成２９年９月１９日（火） 059-394-3199午後５時　までに文書にて提出すること。　ＦＡＸ

菰野町長 石原　正敬

L型擁壁工(5)H800～1400  　L=  64.6m

付帯工　　　　　　　　　　N= 1式

構造物撤去工　　　　　　　N= 1式

交通管理工　　　　　　　　N= 1式

（入札比較価格）

（３）菰野町建設工事等指名（入札参加資格）停止措置要領に基づき指名停止期間中でないこと。

（４）菰野町条件付一般競争入札実施要綱第４条に定める参加資格を満たす者。

（５）入札参加者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは、入札に参加できない。

（２）菰野町条件付一般競争入札による建設工事発注基準の入札参加資格要件 土木一式工事「区分 C 」

　　の条件に該当すること。



最低制限価格14．

最低制限価格を次の範囲で別に定める「最低制限価格の運用について」を基準に定める。

その他15．

（１）入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効

　　とする。

（２）入札書の金額、印影、若しくは重要な文字の誤脱、又は識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

　　をしたときは無効とする。

（３）落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約の締結はできない。

（４）談合情報があったときは入札談合等情報対応マニュアルに基づき対応する。その際、入札を中止す

　　るか、又は、入札の直前にくじを行い入札に参加できる者の数を減ずる場合がある。

（５）前号の談合情報を調査必要と判断した場合には、辞退届は受理しない、入札書等は返却しない。

（６）契約締結後、談合等の違法行為が確認された場合は、受注業者に対し損害賠償金として請負金額の

　　10分の２に相当する額の支払を求める。

（７）本公告の他、関係法令及び菰野町条件付一般競争入札実施要綱・一般競争入札による建設工事発注

　　基準・菰野町郵便による一般競争入札実施要領等により行う。

質問の回答日９．

までに提出者宛に文書又はファックスで回答する。

11．入札（開札）の日時及び場所

（１）入札（開札）日時　：

（２）入札（開札）場所　：　

入札保証金及び契約保証金12．

　　入札保証金は、免除とする。契約保証金は、菰野町契約規則に定めるところによる。

支払い条件13．

菰野町会計規則及び契約規則による。

平成２９年９月２０日（水）午後５時

平成２９年９月２９日（金）午前９時

菰野町役場　３階　３０３・３０４会議室

入札方法10．

（１）入札書は町指定様式とする。

（２）郵便による入札とし、郵送方法は、一般書留、簡易書留、特定記録郵便のいずれかによる。

（３）あて先　〒５１０-１２９１　菰野郵便局留　菰野町役場　財務課行

（４）郵送期間

（６）入札書を郵送する際、入札書を入札参加者が準備する封筒（以下「内封筒」という。）に封入す

　　ること。配置予定技術者届兼入札（開札）立会人届、経営事項審査結果通知書写し（告示日現在に

　　おいて、審査基準日から１年７ヶ月を経過していないこと）、社会保険等の加入状況がわかるもの

　　（経営事項審査結果通知書でわからない場合）を内封筒と共に専用封筒に入れ郵送すること。

（７）入札金額については消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、

（３）入札（開札）立会人：　開札の際、別に設けた基準による入札参加者等を、入札（開札）立会人　

　　とする。

平成２９年９月２０日（水） 平成２９年９月２５日（月）～ 必着

※　予定価格の        ％から        ％の範囲で決定する。70.00 90.00

（８）見積内訳書を町指定様式にて提出すること。（内封筒に、入札書とともに封入すること）

　　見積もった契約希望金額の 分の100 に相当する金額（千円止め）を入札書に記載すること。108

（５）町指定の郵便入札専用封筒を必ず使用すること。専用封筒以外を使用した場合は無効とする。

　　（専用封筒は財務課で購入可能）



設計図書等購入申込書

※　複写申込みは、この用紙を印刷会社にファックスし行うこと。

※　設計図書の引渡しには、申込より１日（約２４時間程度）必要となるため、引渡し日時を、

　　確認のうえ購入すること。

※　購入の際には、この申込書と引き換えになるため必ず持参すること。

※　購入先が財務課の場合は、紙媒体のみの販売とする。

施 行 の 場 所 菰野町大字　杉谷　地内

平成　　年　　月　　日

工 事 名
社会資本整備総合交付金事業

申　

込　

者

住 所

代 表 者 名

申 込 部 数

商号又は名称

電 話 番 号

町道杉谷１号線道路改良工事

　　　　　図面　　　　部　　　　　仕様書　　　　部　（購入媒体：ＣＤ－Ｒ・紙）

【工事発注者　菰野町役場】

　担　当　　　財　務　課

入 札 公 告 日

設計図書販売期限

平成２９年９月１３日

平成２９年９月２２日

公 告 番 号 第　９５　号



平成29年度 工 事 仕 様 書

工 事 名

工 事 場 所

設 計 金 額

工 期

町道杉谷１号線道路改良工事

菰野町大字　杉谷　地内

１７０日間

検 算設計者

工 事 の 概 要 備 　 　 　 　 　 考

施工延長　L=218.0m

道路土工　　  　　　　　　N= 1式

表層 t=40　 　　　　　　　A=1100.0m2

不陸整正　補足材なし　　　A= 485.0m2

上層路盤 t=100　　　　　　A= 612.0m2

排水構造物工　　　　　　　N= 1式

L型擁壁工(1)H1300～2500 　L=   6.0m

L型擁壁工(2)H1000～1700 　L=  26.0m

L型擁壁工(4)H1300～2500 　L=  39.5m

L型擁壁工(5)H800～1400  　L=  64.6m

付帯工　　　　　　　　　　N= 1式

構造物撤去工　　　　　　　N= 1式

交通管理工　　　　　　　　N= 1式

社会資本整備総合交付金事業



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

本工事費

01:道路改良(補助分)

式

         1.000

道路改良

式

         1.000

道路土工

式

         1.000

第 0001 号 明細表
掘削工

式

         1.000

第 0002 号 明細表
盛土工

式

         1.000

第 0003 号 明細表
残土処理工

式

         1.000

舗装工

式

         1.000

第 0004 号 明細表
舗装工

菰野町- 1 -29-01-1002-3-C00-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

排水構造物工

式

         1.000

第 0005 号 明細表
用排水路工

式

         1.000

擁壁工

式

         1.000

第 0006 号 明細表
Ｌ型擁壁工(1)

式

         1.000

第 0007 号 明細表
Ｌ型擁壁工(2)

式

         1.000

第 0008 号 明細表
Ｌ型擁壁工(4)

式

         1.000

第 0009 号 明細表
Ｌ型擁壁工(5)

式

         1.000

付帯工

式

         1.000

第 0010 号 明細表
張ｺﾝｸﾘｰﾄ

菰野町- 2 -29-01-1002-3-C00-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

第 0011 号 明細表
進入路工２

式

         1.000

第 0012 号 明細表
付帯工

式

         1.000

構造物撤去工

式

         1.000

第 0013 号 明細表
構造物取壊し工

式

         1.000

交通管理工

式

         1.000

第 0014 号 明細表
交通管理工

02:道路改良(単独分)

式

         1.000

道路改良

式

         1.000

道路土工

菰野町- 3 -29-01-1002-3-C00-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

第 0015 号 明細表
盛土工

式

         1.000

第 0016 号 明細表
残土処理工

式

         1.000

付帯工

式

         1.000

第 0017 号 明細表
付帯工

直接工事費計 式

         1.000

間接工事費

共通仮設費

式

         1.000

第 9001 号 明細表【合併01】
技術管理費

式

         1.000

共通仮設費（率計上額）

菰野町- 4 -29-01-1002-3-C00-00



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

共通仮設費計

純工事費 式

         1.000

式

         1.000

現場管理費

工事原価 式

         1.000

式

         1.000

一般管理費等

式

         1.000

第 9002 号 明細表【合併01】
スクラップ評価額

工事価格 式

         1.000

消費税及び地方消費税相当額 式

         1.000

本工事費計 式

         1.000

菰野町- 5 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(補助分)]

第 号 明細表0001 掘削工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

表土掘削 CB210030(0001)

m3

         5.000

土砂

機械掘削 CB210030(0002)

m3

        90.000

土砂

床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210030(0003)

m3

       480.000

土砂

合　　計

第 号 明細表0002 盛土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210410(0004)

m3

       320.000

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210410(0005)

m3

        90.000

合　　計

菰野町- 6 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(補助分)]

第 号 明細表0003 残土処理工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)・埋戻土仮置 CB210020(0006)

m3

       250.000

土砂

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)・埋戻土・現場から仮
置

第0001号施工単価表

m3

       250.000

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)・埋戻土・仮置から現
場

第0002号施工単価表

m3

       250.000

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

合　　計

第 号 明細表0004 舗装工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0003号施工単価表

m2

     1,100.000

1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス
ファルト混合物（13）

不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB410010(0010)

m2

       485.000

無し

菰野町- 7 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(補助分)]

第 号 明細表0004 舗装工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

上層路盤(車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0004号施工単価表

m2

       612.000

粒度調整砕石 M-30   75mmを超え125mm以下

合　　計

第 号 明細表0005 用排水路工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

1号側溝工 第0001号単価表

式

         1.000

2号側溝工 第0005号単価表

式

         1.000

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ復旧 350 第0014号単価表

ｍ

         5.000

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ復旧 400 第0015号単価表

ｍ

         2.000

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ復旧 400 張りｺﾝ無 第0016号単価表

ｍ

         1.000

菰野町- 8 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(補助分)]

第 号 明細表0005 用排水路工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ復旧 250 第0017号単価表

ｍ

        94.000

横断暗渠400 第0018号単価表

ｍ

         6.000

横断暗渠250 第0019号単価表

ｍ

         6.000

凾渠工 第0020号単価表

式

         1.000

翼壁工 第0021号単価表

箇所

         1.000

集水桝(1) 第0022号単価表

箇所

         1.000

集水桝(2) 第0023号単価表

箇所

         1.000

分水桝 第0024号単価表

箇所

         1.000

菰野町- 9 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(補助分)]

第 号 明細表0005 用排水路工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ嵩上 250 第0025号単価表

ｍ

        13.000

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ補強 250 第0026号単価表

ｍ

         3.000

合　　計

第 号 明細表0006 Ｌ型擁壁工(1)

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

Ｌ型擁壁工　H1300 L=2m 標準品 CB222110(0029)

ｍ

         2.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H2500 L=2m 横穴品 
420×840,φ=300/2

CB222110(0030)

ｍ

         4.000

2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

合　　計

菰野町- 10 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(補助分)]

第 号 明細表0007 Ｌ型擁壁工(2)

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

Ｌ型擁壁工　H1000 L=2m 標準品 CB222110(0031)

ｍ

         6.000

0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1000 L=2m 横穴φ150 CB222110(0032)

ｍ

         2.000

0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1100 L=2m 標準品 CB222110(0033)

ｍ

         4.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1300 L=2m 標準品 CB222110(0029)

ｍ

         6.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1500 L=2m 標準品 CB222110(0034)

ｍ

         2.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1500 L=2m 横穴品 φ150 CB222110(0035)

ｍ

         2.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1700 L=2m 標準品 CB222110(0036)

ｍ

         4.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

合　　計

菰野町- 11 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(補助分)]

第 号 明細表0008 Ｌ型擁壁工(4)

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

Ｌ型擁壁工　H1300 L=2m 標準品 CB222110(0029)

ｍ

         2.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1300 L=2m 横穴φ600×620 水抜
削孔H=850

CB222110(0037)

ｍ

         2.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1400 L=2m 標準品 CB222110(0038)

ｍ

         4.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1400 L=2m 水抜削孔H=850 CB222110(0039)

ｍ

         4.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1400 L=1.456m 短切品 CB222110(0040)

ｍ

         1.500

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1500 L=2m 標準品 CB222110(0034)

ｍ

         4.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1500 L=2m 水抜追加削孔 H=900 CB222110(0041)

ｍ

         4.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

菰野町- 12 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(補助分)]

第 号 明細表0008 Ｌ型擁壁工(4)

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

Ｌ型擁壁工　H1500 L=1m 短切品 CB222110(0042)

ｍ

         1.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1500 L=1.018m 水抜追加削孔 
H=900

CB222110(0043)

ｍ

         1.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1600 L=2m 標準品 CB222110(0044)

ｍ

         6.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1600 L=2m 水抜追加削孔 H=900 CB222110(0045)

ｍ

         6.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H2500 L=2m 横穴品 420×840 CB222110(0046)

ｍ

         4.000

2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

合　　計

菰野町- 13 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(補助分)]

第 号 明細表0009 Ｌ型擁壁工(5)

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

Ｌ型擁壁工　H800 L=2m 標準品 CB222110(0047)

ｍ

         2.000

0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H900 L=2m 標準品 CB222110(0048)

ｍ

         2.000

0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1000 L=2m 標準品 CB222110(0031)

ｍ

         2.000

0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1000 L=2m 水抜追加削孔 H=750 CB222110(0049)

ｍ

         2.000

0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1100 L=2m 標準品 CB222110(0033)

ｍ

         2.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1200 L=2m 標準品 CB222110(0050)

ｍ

         2.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1200 L=2m 水抜追加削孔 H=750 CB222110(0051)

ｍ

         2.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1300 L=2m 標準品 CB222110(0029)

ｍ

         4.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

菰野町- 14 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(補助分)]

第 号 明細表0009 Ｌ型擁壁工(5)

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

Ｌ型擁壁工　H1400 L=2m 標準品 CB222110(0038)

ｍ

        28.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1400 L=2m 水抜削孔H=850 CB222110(0039)

ｍ

        16.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1400 L=1.63m CB222110(0052)

ｍ

         1.600

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

Ｌ型擁壁工　H1400 L=1m CB222110(0053)

ｍ

         1.000

1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有り 均しｺﾝ有り

合　　計

菰野町- 15 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(補助分)]

第 号 明細表0010 張ｺﾝｸﾘｰﾄ

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工(W=109) 第0027号単価表

ｍ

        32.000

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工(W=600) 第0028号単価表

ｍ

         6.000

合　　計

第 号 明細表0011 進入路工２

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210410(0005)

m3

         6.000

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB220010(0054)

m2

         9.000

盛土部 法面締固め無し ﾚｷ質土､砂及び砂質
土､粘性土

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0034号施工単価表

m3

         0.300

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以
下 小型車割増有り

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0013号施工単価表

m2

         0.400

一般型枠

菰野町- 16 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(補助分)]

第 号 明細表0011 進入路工２

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

溶接金網
m2

         2.000

線径6mm　網目150×150mm

合　　計

第 号 明細表0012 付帯工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

金網設置費
ｍ

        43.000

ネットフェンス（標準設計）
ｍ

        43.000

Ａ－Ⅲ型　1.5ｍ

ｽﾘｰﾌﾞﾊﾟｲﾙ　同等品
本

        15.000

（SP-60､φ89.1）L=1200

ｽﾘｰﾌﾞﾊﾟｲﾙ　同等品
本

         4.000

（SP-60､φ89.1）L=1500

ｽﾘｰﾌﾞﾊﾟｲﾙ　同等品
本

         4.000

（SP-60､φ89.1）L=1800

菰野町- 17 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(補助分)]

第 号 明細表0012 付帯工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

杭基礎設置工
本

        23.000

車止めポスト　H730　S55CKG-2、φ114.3、ｽﾃﾝﾚ
ｽ､脱着式　同等品

CB420910(0056)

本

         3.000

設置

区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 第0035号施工単価表

ｍ

       430.000

実線･ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準）

石柱移設 第0029号単価表

式

         1.000

視線誘導標設置工（建込型）（市場単価） 第0037号施工単価表

本

         5.000

土中建込 反射体　径φ100以下（支柱径φ89）

合　　計

菰野町- 18 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(補助分)]

第 号 明細表0013 構造物取壊し工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430310(0060)

m2

       420.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 積込有り

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0061)

ｍ

         6.000

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB430510(0062)

ｍ

         6.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版   15cm以下

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0038号施工単価表

m3

        17.000

舗装版破砕

建設廃棄物受入れ料金（As塊）
m3

        17.000

構造物とりこわし工（市場単価） 第0039号施工単価表

m3

         4.000

無筋構造物 低騒音・低振動対策しない

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0040号施工単価表

m3

         4.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし

建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）
m3

         4.000

菰野町- 19 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(補助分)]

第 号 明細表0013 構造物取壊し工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

構造物とりこわし工（市場単価） 第0041号施工単価表

m3

        11.000

鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0040号施工単価表

m3

        11.000

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし

建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）
m3

        11.000

金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB420840(0065)

ｍ

        41.000

撤去

基礎ブロック（立入防止柵）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB420820(0066)

個

        26.000

撤去

現場発生品・支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB010410(0067)

回
0.5t超0.8t以下

合　　計

菰野町- 20 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(補助分)]

第 号 明細表0014 交通管理工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

交通誘導警備員Ａ
人

        31.000

合　　計

第 号 明細表9001 技術管理費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

道路の平板載荷試験
箇所

         2.000

JIS　A　1215

合　　計

菰野町- 21 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(補助分)]

第 号 明細表9002 スクラップ評価額

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｋg

       730.000

合　　計

菰野町- 22 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(単独分)]

第 号 明細表0015 盛土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

再生クラッシャーラン
m3

       204.000

ＲＣ－40

合　　計

第 号 明細表0016 残土処理工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 第0042号施工単価表

m3

       290.000

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

押土（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) CB210010(0069)

m3

       290.000

土砂

合　　計

菰野町- 23 -29-01-1002-3-C00-00



[道路改良(単独分)]

第 号 明細表0017 付帯工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工① 第0030号単価表

m2

        79.000

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工② 第0031号単価表

m2

        29.000

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工③ 第0032号単価表

ｍ

       120.000

合　　計

菰野町- 24 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)・埋戻土・現場から仮置

           1.000土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3            1.000

CB210110(0007)

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)・埋戻土・仮置から現場

           1.000土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3            1.000

CB210110(0008)

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

菰野町- 25 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.0001層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13） m2

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度ｱｽｺ
ﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

m2            1.000

CB410260(0009)

合計 m2            1.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表上層路盤(車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000粒度調整砕石 M-30 75mmを超え125mm以下 m2

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

粒度調整砕石 M-30 75mmを超え125mm以下 m2            1.000

CB410040(0011)

合計 m2            1.000

単位当り m2            1.000 当り

菰野町- 26 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表PU250D側溝工

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

Ｕ型側溝

本            5.000

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.600

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表蓋版設置工Ⅰ（市場単価）

           1.000ＪＩＳ　3種　250(旧JIS2種相当) 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない 通常製品 枚

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

蓋版（市場単価）

40kg/枚以下 枚            1.000

菰野町- 27 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表蓋版設置工Ⅰ（市場単価）

           1.000ＪＩＳ　3種　250(旧JIS2種相当) 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない 通常製品 枚

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

プレキャストＵ型側溝蓋　ＪＩＳ　３種

250 枚            1.000

合計 枚            1.000

単位当り 枚            1.000 当り

当り

号 施工単価表PU250用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25

           1.000グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない 枚

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

蓋版（市場単価）

40kg/枚以下 枚            1.000

グレ－チング蓋

枚            1.000

第0008号施工単価表

合計 枚            1.000

菰野町- 28 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表PU250用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25

           1.000グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再利用撤去でない 枚

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 枚            1.000 当り

当り

号 施工単価表グレ－チング蓋

           1.000 枚

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一式施工

式            1.000

第0009号施工単価表

合計 枚            1.000

単位当り 枚            1.000 当り

当り

号 施工単価表一式施工

           1.000 式

0009第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

二次製品扱い 式            1.000

菰野町- 29 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表一式施工

           1.000 式

0009第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

          10.000無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り m3

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 
小型車割増有り

m3           10.000

CB240010(0013)

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

菰野町- 30 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表PU250E側溝工

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0011第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

Ｕ型側溝

本            5.000

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.600

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表PU250B

           1.000据付 基礎砕石有り 基

0012第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付 基礎砕石有り 基            1.000

CB222800(0014)

菰野町- 31 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表PU250B

           1.000据付 基礎砕石有り 基

0012第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

集水桝

基            1.000

合計 基            1.000

単位当り 基            1.000 当り

当り

号 施工単価表型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         100.000一般型枠 m2

0013第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠 m2          100.000

CB240210(0015)

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

菰野町- 32 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表PU250A側溝工

          10.000ＪＩＳ3種　250　　2ｍ(旧JIS2種相当) 通常製品 ｍ

0014第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

プレキャストＵ型側溝　ＪＩＳ　３種

Ｌ＝2.0ｍ　250 本            5.000

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.600

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表PU250J側溝工

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

菰野町- 33 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表PU250J側溝工

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

Ｕ型側溝

本            5.000

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.600

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表PU250I側溝工

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0016第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

Ｕ型側溝

本            5.000

菰野町- 34 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表PU250I側溝工

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0016第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.600

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表PU250H側溝工

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0017第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

Ｕ型側溝

本            5.000

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.600

菰野町- 35 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表PU250H側溝工

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0017第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表PU250G側溝工

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

Ｕ型側溝

本            5.000

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.600

合計 ｍ           10.000

菰野町- 36 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表PU250G側溝工

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表PU250E

           1.000据付 基礎砕石有り 基

0019第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付 基礎砕石有り 基            1.000

CB222800(0014)

集水桝

基            1.000

合計 基            1.000

単位当り 基            1.000 当り

菰野町- 37 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表PU300×600C

           1.000据付 基礎砕石有り 基

0020第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付 基礎砕石有り 基            1.000

CB222800(0014)

集水桝

基            1.000

合計 基            1.000

単位当り 基            1.000 当り

当り

号 施工単価表取水桝 □240×H270(底無)+□240×H150(嵩上)+Gr240×240歩道用 普通目

           1.000据付 基礎砕石無し 基

0021第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付 基礎砕石無し 基            1.000

CB222800(0016)

集水桝

基            1.000

菰野町- 38 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表取水桝 □240×H270(底無)+□240×H150(嵩上)+Gr240×240歩道用 普通目

           1.000据付 基礎砕石無し 基

0021第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 基            1.000

単位当り 基            1.000 当り

当り

号 施工単価表BF350

          10.000ソケット付ベンチフリュ－ム350 通常製品 ｍ

0022第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

鉄筋コンクリートＢＦ

350　ソケット付　三重県型 本            5.000

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.600

合計 ｍ           10.000

菰野町- 39 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表BF350

          10.000ソケット付ベンチフリュ－ム350 通常製品 ｍ

0022第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表張ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=10cm

          10.000無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り m3

0023第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 
小型車割増有り

m3           10.000

CB240010(0013)

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表BF400

          10.000ソケット付ベンチフリュ－ム400 通常製品 ｍ

0024第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

菰野町- 40 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表BF400

          10.000ソケット付ベンチフリュ－ム400 通常製品 ｍ

0024第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

鉄筋コンクリートＢＦ

400　ソケット付　三重県型 本            5.000

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.720

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表BF250

          10.000ソケット付ベンチフリュ－ム250 通常製品 ｍ

0025第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

鉄筋コンクリートＢＦ

250　ソケット付　三重県型 本            5.000

菰野町- 41 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表BF250

          10.000ソケット付ベンチフリュ－ム250 通常製品 ｍ

0025第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.600

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表U型用暗渠 400

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 Ｌ=1ｍを使用する          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0026第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

Ｕ型側溝

本           10.000

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.840

菰野町- 42 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表U型用暗渠 400

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 Ｌ=1ｍを使用する          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0026第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表U型用暗渠 250

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 Ｌ=1ｍを使用する          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0027第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

Ｕ型側溝（市場単価）

1000kg/個以下 ｍ           10.000

Ｕ型側溝

本           10.000

再生クラッシャーラン

ＲＣ－40 m3            0.720

合計 ｍ           10.000

菰野町- 43 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表U型用暗渠 250

          10.000Ｌ=2m　1000kg/個以下 Ｌ=1ｍを使用する          再利用撤去でない 通常製品 ｍ

0027第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

          10.000無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増有り m3

0028第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)(高炉) 
W/C=55%以下 小型車割増有り

m3           10.000

CB240010(0023)

合計 m3           10.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         100.000一般型枠 m2

0029第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠 m2          100.000

CB240210(0024)

菰野町- 44 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         100.000一般型枠 m2

0029第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表鉄筋工（市場単価）

       1,000.000                            一般構造物 kg

0030第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

異形棒鋼　ＳＤ３４５

Ｄ13mm ｔ            1.030

鉄筋加工・組立（市場単価）

一般構造物 ｔ            1.000

合計 kg        1,000.000

単位当り kg            1.000 当り

菰野町- 45 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表集水桝工(1)

           1.00018-8-25（高炉） W/C=60%以下 再生クラッシャーラン　RC-40基礎 小型車割増有り 式

0031第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車
割増有り

m3            0.400

CB240010(0025)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠 m2            4.000

CB240210(0026)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

12.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車
割増有り

m2            1.000

CB221110(0027)

諸雑費

式            1.000

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

菰野町- 46 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表集水桝工(2)

           1.00018-8-25（高炉） W/C=60%以下 再生クラッシャーラン　RC-40基礎 小型車割増有り 式

0032第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車
割増有り

m3            0.400

CB240010(0025)

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

一般型枠 m2            4.000

CB240210(0026)

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

12.5cm超17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車
割増有り

m2            1.000

CB221110(0027)

諸雑費

式            1.000

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

菰野町- 47 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表BF用分水桝1号〔250･300用〕

           1.000据付 基礎砕石有り 基

0033第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

据付 基礎砕石有り 基            1.000

CB222800(0014)

集水桝

基            1.000

合計 基            1.000

単位当り 基            1.000 当り

当り

号 施工単価表コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

          10.000無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り m3

0034第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 
小型車割増有り

m3           10.000

CB240010(0055)

合計 m3           10.000

菰野町- 48 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

          10.000無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り m3

0034第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)

           1.000実線･ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm（標準） ｍ

0035第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

区画線工溶融式（市場単価）

実線・ゼブラ15cm ｍ            1.000

合計 ｍ            1.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000硬岩 m3

0036第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

硬岩 m3            1.000

CB210110(0059)

菰野町- 49 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000硬岩 m3

0036第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表視線誘導標設置工（建込型）（市場単価）

           1.000土中建込 反射体　径φ100以下（支柱径φ89） 本

0037第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

視線誘導標（市場単価）土中建込

φ100以下　支柱φ89　片面 本            1.000

合計 本            1.000

単位当り 本            1.000 当り

菰野町- 50 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000舗装版破砕 m3

0038第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

舗装版破砕 m3            1.000

CB227010(0063)

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表構造物とりこわし工（市場単価）

           1.000無筋構造物 低騒音・低振動対策しない m3

0039第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

構造物とりこわし工

機械施工  無筋構造物 m3            1.000

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

菰野町- 51 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし m3

0040第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし m3            1.000

CB227010(0064)

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表構造物とりこわし工（市場単価）

           1.000鉄筋構造物 低騒音・低振動対策しない m3

0041第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

構造物とりこわし工

機械施工  鉄筋構造物 m3            1.000

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

菰野町- 52 -29-01-1002-3-C00-00



当り

号 施工単価表土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

           1.000土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3

0042第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3            1.000

CB210110(0068)

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

菰野町- 53 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0010 1号側溝工 0001
         1 式 当り

第0002号単価表

         1.800ｍ

PU250D側溝工 250×400

第0003号単価表

         4.000ｍ

PU250E側溝工 250×450

第0004号単価表

         1.000箇所

集水桝　PU桝250×250B

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

菰野町- 54 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SPU250D PU250D側溝工 250×400 0002
        10 ｍ 当り

第0005号施工単価表

        10.000ｍＬ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          
再利用撤去でない 通常製品

PU250D側溝工

第0006号施工単価表

        18.000枚ＪＩＳ　3種　250(旧JIS2種相当) 法面小段
面の施工でない 再利用撤去でない 通常製品

蓋版設置工Ⅰ（市場単価）

第0007号施工単価表

         2.000枚グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再
利用撤去でない

PU250用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25

CB210080(0012)

         5.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0010号施工単価表

         0.200m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 55 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SPU250E PU250E側溝工 250×450 0003
        10 ｍ 当り

第0011号施工単価表

        10.000ｍＬ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          
再利用撤去でない 通常製品

PU250E側溝工

第0006号施工単価表

        18.000枚ＪＩＳ　3種　250(旧JIS2種相当) 法面小段
面の施工でない 再利用撤去でない 通常製品

蓋版設置工Ⅰ（市場単価）

第0007号施工単価表

         2.000枚グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再
利用撤去でない

PU250用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25

CB210080(0012)

         5.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0010号施工単価表

         0.200m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 56 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0110 集水桝　PU桝250×250B 0004
         1 箇所 当り

第0012号施工単価表

         1.000基据付 基礎砕石有り

PU250B

第0010号施工単価表

         0.040m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0013号施工単価表

         0.200m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210080(0012)

         0.300m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         0.300本φ200mm　長4.0ｍ

硬質塩ビ管（ＶＰ）スリーブ無

         1.000個φ200×90°

硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

菰野町- 57 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0015 2号側溝工 0005
         1 式 当り

第0006号単価表

        13.500ｍ

PU250A側溝工 250×250

第0007号単価表

         6.000ｍ

PU250J側溝工 250×800

第0008号単価表

         4.000ｍ

PU250I側溝工 250×700

第0009号単価表

        18.000ｍ

PU250H側溝工 250×600

第0010号単価表

        18.000ｍ

PU250G側溝工 250×550

第0011号単価表

         1.000箇所

集水桝　PU桝250×250E

第0012号単価表

         1.000箇所

集水桝　PU桝300×600C

第0013号単価表

         4.000箇所

取水桝

菰野町- 58 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0015 2号側溝工 0005
         1 式 当り

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

菰野町- 59 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SPU250A PU250A側溝工 250×250 0006
        10 ｍ 当り

第0014号施工単価表

        10.000ｍＪＩＳ3種　250　　2ｍ(旧JIS2種相当) 通常
製品

PU250A側溝工

第0006号施工単価表

        18.000枚ＪＩＳ　3種　250(旧JIS2種相当) 法面小段
面の施工でない 再利用撤去でない 通常製品

蓋版設置工Ⅰ（市場単価）

第0007号施工単価表

         2.000枚グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再
利用撤去でない

PU250用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25

CB210080(0012)

         5.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 60 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SPU250J PU250J側溝工 250×800 0007
        10 ｍ 当り

第0015号施工単価表

        10.000ｍＬ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          
再利用撤去でない 通常製品

PU250J側溝工

第0006号施工単価表

        18.000枚ＪＩＳ　3種　250(旧JIS2種相当) 法面小段
面の施工でない 再利用撤去でない 通常製品

蓋版設置工Ⅰ（市場単価）

第0007号施工単価表

         2.000枚グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再
利用撤去でない

PU250用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25

CB210080(0012)

         5.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0010号施工単価表

         0.300m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 61 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SPU250I PU250I側溝工 250×700 0008
        10 ｍ 当り

第0016号施工単価表

        10.000ｍＬ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          
再利用撤去でない 通常製品

PU250I側溝工

第0006号施工単価表

        18.000枚ＪＩＳ　3種　250(旧JIS2種相当) 法面小段
面の施工でない 再利用撤去でない 通常製品

蓋版設置工Ⅰ（市場単価）

第0007号施工単価表

         2.000枚グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再
利用撤去でない

PU250用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25

CB210080(0012)

         5.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0010号施工単価表

         0.400m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 62 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SPU250H PU250H側溝工 250×600 0009
        10 ｍ 当り

第0017号施工単価表

        10.000ｍＬ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          
再利用撤去でない 通常製品

PU250H側溝工

第0006号施工単価表

        18.000枚ＪＩＳ　3種　250(旧JIS2種相当) 法面小段
面の施工でない 再利用撤去でない 通常製品

蓋版設置工Ⅰ（市場単価）

第0007号施工単価表

         2.000枚グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再
利用撤去でない

PU250用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25

CB210080(0012)

         5.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0010号施工単価表

         0.200m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 63 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SPU250G PU250G側溝工 250×550 0010
        10 ｍ 当り

第0018号施工単価表

        10.000ｍＬ=2m　1000kg/個以下 長さによる補正無し          
再利用撤去でない 通常製品

PU250G側溝工

第0006号施工単価表

        18.000枚ＪＩＳ　3種　250(旧JIS2種相当) 法面小段
面の施工でない 再利用撤去でない 通常製品

蓋版設置工Ⅰ（市場単価）

第0007号施工単価表

         2.000枚グレーチング蓋 法面小段面の施工でない 再
利用撤去でない

PU250用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25

CB210080(0012)

         5.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0010号施工単価表

         0.200m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 64 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0120 集水桝　PU桝250×250E 0011
         1 箇所 当り

第0019号施工単価表

         1.000基据付 基礎砕石有り

PU250E

第0010号施工単価表

         0.040m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0013号施工単価表

         0.200m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210080(0012)

         0.300m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

菰野町- 65 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0130 集水桝　PU桝300×600C 0012
         1 箇所 当り

第0020号施工単価表

         1.000基据付 基礎砕石有り

PU300×600C

第0010号施工単価表

         0.100m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0013号施工単価表

         0.300m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210080(0012)

         0.600m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

菰野町- 66 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0140 取水桝 0013
         1 箇所 当り

第0021号施工単価表

         1.000基据付 基礎砕石無し

取水桝 □240×H270(底無)+□240×H150(嵩
上)+Gr240×240歩道用 普通目

第0010号施工単価表

         0.010m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         0.100本φ100mm　長4.0ｍ

硬質塩ビ管（ＶＰ）スリーブ無

CB224430(0017)

         2.000孔110mm以上128mm未満

コンクリート削孔（コンクリート穿孔
機）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

菰野町- 67 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SBF35 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ復旧 350 0014
        10 ｍ 当り

第0022号施工単価表

        10.000ｍソケット付ベンチフリュ－ム350 通常製品

BF350

第0023号施工単価表

         0.200m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

張ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=10cm

CB224710(0018)

         0.020m2瀝青質目地板t=10

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210080(0012)

         7.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 68 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SBF40 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ復旧 400 0015
        10 ｍ 当り

第0024号施工単価表

        10.000ｍソケット付ベンチフリュ－ム400 通常製品

BF400

第0023号施工単価表

         0.300m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

張ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=10cm

CB210080(0012)

         9.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 69 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SBF400N ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ復旧 400 張りｺﾝ無 0016
        10 ｍ 当り

第0024号施工単価表

        10.000ｍソケット付ベンチフリュ－ム400 通常製品

BF400

CB210080(0012)

         9.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 70 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SBF25 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ復旧 250 0017
        10 ｍ 当り

第0025号施工単価表

        10.000ｍソケット付ベンチフリュ－ム250 通常製品

BF250

第0023号施工単価表

         0.100m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

張ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=10cm

CB224710(0018)

         0.010m2瀝青質目地板t=10

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210080(0012)

         6.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 71 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SPO400 横断暗渠400 0018
        10 ｍ 当り

第0026号施工単価表

        10.000ｍＬ=2m　1000kg/個以下 Ｌ=1ｍを使用する          
再利用撤去でない 通常製品

U型用暗渠 400

第0010号施工単価表

         0.700m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0013号施工単価表

         2.000m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210080(0012)

         7.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 72 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SPO250 横断暗渠250 0019
        10 ｍ 当り

第0027号施工単価表

        10.000ｍＬ=2m　1000kg/個以下 Ｌ=1ｍを使用する          
再利用撤去でない 通常製品

U型用暗渠 250

第0010号施工単価表

         0.600m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0013号施工単価表

         2.000m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210080(0012)

         6.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 73 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0150 凾渠工 0020
         1 式 当り

CB222790(0019)

         4.000ｍ据付 400mmを超え600mm以下 基礎砕石有り

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ (B)600×(H)600×(L)2000  
T-25

CB222790(0020)

         2.000ｍ据付 400mmを超え600mm以下 基礎砕石有り

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ (B)600×(H)600×(L)2000凹ﾌﾗｯ
ﾄ  T-25

CB222790(0021)

         1.000ｍ据付 400mmを超え600mm以下 基礎砕石有り

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ (B)600×(H)600×(L)1000 T-25

CB222790(0022)

         1.600ｍ据付 400mmを超え600mm以下 基礎砕石有り

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ (B)600×(H)600×(L)1600凸ﾌﾗｯ
ﾄ･挿筋D13-12

第0010号施工単価表

         0.900m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0013号施工単価表

         2.000m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210080(0012)

         9.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000式合　　計

菰野町- 74 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0150 凾渠工 0020
         1 式 当り

当り         1.000式単位当り

第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0160 翼壁工 0021
         1 箇所 当り

第0028号施工単価表

         0.300m3無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 
W/C=55%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0029号施工単価表

         4.000m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0030号施工単価表

         7.000kg                            一般構造物

鉄筋工（市場単価）

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

菰野町- 75 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0170 集水桝(1) 0022
         1 箇所 当り

第0031号施工単価表

         1.000式18-8-25（高炉） W/C=60%以下 再生クラッ
シャーラン　RC-40基礎 小型車割増有り

集水桝工(1)

         1.000個BF350用

簡易ｹﾞｰﾄ

         1.000個BF400用

簡易ｹﾞｰﾄ

CB210080(0012)

         1.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

菰野町- 76 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0180 集水桝(2) 0023
         1 箇所 当り

第0032号施工単価表

         1.000式18-8-25（高炉） W/C=60%以下 再生クラッ
シャーラン　RC-40基礎 小型車割増有り

集水桝工(2)

         1.000個BF250用

簡易ｹﾞｰﾄ

         1.000個BF400用

簡易ｹﾞｰﾄ

CB210080(0012)

         1.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

菰野町- 77 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0190 分水桝 0024
         1 箇所 当り

第0033号施工単価表

         1.000基据付 基礎砕石有り

BF用分水桝1号〔250･300用〕

         1.000個塩ビ製　φ150mm

用水分水栓

         0.500本φ150mm　長4.0ｍ

硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無

CB210080(0012)

         1.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000箇所合　　計

当り         1.000箇所単位当り

菰野町- 78 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SBF25K ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ嵩上 250 0025
        10 ｍ 当り

第0010号施工単価表

         0.400m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0013号施工単価表

         5.000m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0028)

         1.000m27.5cm超12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型
車割増有り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB224710(0018)

         0.040m2瀝青質目地板t=10

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210080(0012)

         1.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 79 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SBF25H ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ補強 250 0026
        10 ｍ 当り

第0010号施工単価表

         0.300m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0013号施工単価表

         2.000m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB221110(0028)

         2.000m27.5cm超12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型
車割増有り

基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210080(0012)

         2.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 80 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0030 張ｺﾝｸﾘｰﾄ工(W=109) 0027
        10 ｍ 当り

第0010号施工単価表

         0.100m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB224710(0018)

         0.010m2瀝青質目地板t=10

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210080(0012)

         1.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 81 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0035 張ｺﾝｸﾘｰﾄ工(W=600) 0028
        10 ｍ 当り

第0010号施工単価表

         0.600m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210080(0012)

         6.000m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 82 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0200 石柱移設 0029
         1 式 当り

CB221150(0057)

         1.000m3硬岩　小割

採取小割(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210830(0058)

         1.000m3硬岩

人力積込(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0036号施工単価表

         1.000m3硬岩

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

菰野町- 83 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0050 張ｺﾝｸﾘｰﾄ工① 0030
         1 m2 当り

CB220010(0070)

         1.000m2切土部   ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0034号施工単価表

         0.100m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB224710(0018)

         0.003m2瀝青質目地板t=10

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000m2線径6mm　網目150×150mm

溶接金網

         1.000m2合　　計

当り         1.000m2単位当り

菰野町- 84 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0070 張ｺﾝｸﾘｰﾄ工② 0031
         1 m2 当り

第0034号施工単価表

         0.200m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB224710(0018)

         0.002m2瀝青質目地板t=10

目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000m2線径6mm　網目150×150mm

溶接金網

第0013号施工単価表

         2.000m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000m2合　　計

当り         1.000m2単位当り

菰野町- 85 -29-01-1002-3-C00-00



第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0080 張ｺﾝｸﾘｰﾄ工③ 0032
         1 ｍ 当り

第0034号施工単価表

         0.030m3無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 
W/C=60%以下 小型車割増有り

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

第0013号施工単価表

         0.200m2一般型枠

型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

CB210080(0012)

         0.300m2

基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

         1.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

菰野町- 86 -29-01-1002-3-C00-00



条件名称施工名称 単位 標準単価 積算単価 条件値単価コード

施工パッケージ単価一覧表

m3CB210030(0001) 表土掘削 土質区分 土砂

m3CB210030(0002) 機械掘削 土質区分 土砂

m3CB210030(0003) 床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土質区分 土砂

m3CB210410(0004) 埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

m3CB210410(0005) 埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

m3CB210020(0006) 積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)・埋戻土仮置

土質 土砂

m3CB210110(0007) 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3CB210110(0008) 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m2CB410260(0009) 表層（車道・路肩部）(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1層当り平均仕上り厚(mm) 1層当り平均仕上り厚 40 mm

材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3瀝青材料種類

菰野町- 87 -29-01-1002-3-C00-00



条件名称施工名称 単位 標準単価 積算単価 条件値単価コード

施工パッケージ単価一覧表

m2CB410010(0010) 不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 補足材料の有無 無し

m2CB410040(0011) 上層路盤（車道・路肩
部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

材料 粒度調整砕石 M-30

平均厚さ 75mmを超え125mm以下

m2CB210080(0012) 基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

m3CB240010(0013) コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 構造物種別 無筋・鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高炉)

W/C=60%以下水セメント比

小型車割増 小型車割増有り

基CB222800(0014) プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ)

作業区分 据付

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

m2CB240210(0015) 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 型枠の種類 一般型枠

基CB222800(0016) プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯ
ｹｰｼﾞ)

作業区分 据付

基礎砕石の有無 基礎砕石無し

孔CB224430(0017) コンクリート削孔（コンク
リート穿孔機）(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)

削孔径 110mm以上128mm未満
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m2CB224710(0018) 目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 目地板の種類 瀝青質目地板t=10

ｍCB222790(0019) ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 
(B)600×(H)600×(L)2000  
T-25

作業区分 据付

内径又は内空幅(mm) 400mmを超え600mm以下

基礎砕石有り基礎砕石の有無

ｍCB222790(0020) ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 
(B)600×(H)600×(L)2000凹ﾌ
ﾗｯﾄ  T-25

作業区分 据付

内径又は内空幅(mm) 400mmを超え600mm以下

基礎砕石有り基礎砕石の有無

ｍCB222790(0021) ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 
(B)600×(H)600×(L)1000 
T-25

作業区分 据付

内径又は内空幅(mm) 400mmを超え600mm以下

基礎砕石有り基礎砕石の有無

ｍCB222790(0022) ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 
(B)600×(H)600×(L)1600凸ﾌ
ﾗｯﾄ･挿筋D13-12

作業区分 据付

内径又は内空幅(mm) 400mmを超え600mm以下

基礎砕石有り基礎砕石の有無

m3CB240010(0023) コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 構造物種別 無筋・鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-8-25(20)(高炉)

W/C=55%以下水セメント比

小型車割増 小型車割増有り
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m2CB240210(0024) 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 型枠の種類 一般型枠

m3CB240010(0025) コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 構造物種別 小型構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高炉)

W/C=60%以下水セメント比

小型車割増 小型車割増有り

m2CB240210(0026) 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 型枠の種類 一般型枠

m2CB221110(0027) 基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 砕石の厚さ 12.5cm超17.5cm以下

砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

小型車割増有り小型車割増

m2CB221110(0028) 基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 砕石の厚さ 7.5cm超12.5cm以下

砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

小型車割増有り小型車割増

ｍCB222110(0029) Ｌ型擁壁工　H1300 L=2m 標
準品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無
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ｍCB222110(0030) Ｌ型擁壁工　H2500 L=2m 横
穴品 420×840,φ=300/2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 2.0mを超え3.5m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0031) Ｌ型擁壁工　H1000 L=2m 標
準品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0032) Ｌ型擁壁工　H1000 L=2m 横
穴φ150

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0033) Ｌ型擁壁工　H1100 L=2m 標
準品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0034) Ｌ型擁壁工　H1500 L=2m 標
準品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0035) Ｌ型擁壁工　H1500 L=2m 横
穴品 φ150

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無
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ｍCB222110(0036) Ｌ型擁壁工　H1700 L=2m 標
準品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0037) Ｌ型擁壁工　H1300 L=2m 横
穴φ600×620 水抜削孔H=850

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0038) Ｌ型擁壁工　H1400 L=2m 標
準品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0039) Ｌ型擁壁工　H1400 L=2m 水
抜削孔H=850

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0040) Ｌ型擁壁工　H1400 L=1.456m 
短切品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0041) Ｌ型擁壁工　H1500 L=2m 水
抜追加削孔 H=900

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無
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ｍCB222110(0042) Ｌ型擁壁工　H1500 L=1m 短
切品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0043) Ｌ型擁壁工　H1500 L=1.018m 
水抜追加削孔 H=900

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0044) Ｌ型擁壁工　H1600 L=2m 標
準品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0045) Ｌ型擁壁工　H1600 L=2m 水
抜追加削孔 H=900

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0046) Ｌ型擁壁工　H2500 L=2m 横
穴品 420×840

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 2.0mを超え3.5m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0047) Ｌ型擁壁工　H800 L=2m 標準
品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無
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ｍCB222110(0048) Ｌ型擁壁工　H900 L=2m 標準
品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0049) Ｌ型擁壁工　H1000 L=2m 水
抜追加削孔 H=750

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0050) Ｌ型擁壁工　H1200 L=2m 標
準品

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0051) Ｌ型擁壁工　H1200 L=2m 水
抜追加削孔 H=750

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0052) Ｌ型擁壁工　H1400 L=1.63m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無

ｍCB222110(0053) Ｌ型擁壁工　H1400 L=1m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石の有無 基礎砕石有り

均しｺﾝ有り均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無
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m2CB220010(0054) 法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 整形箇所 盛土部

法面締固めの有無 法面締固め無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土土質

m3CB240010(0055) コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 構造物種別 無筋・鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高炉)

W/C=60%以下水セメント比

小型車割増 小型車割増有り

本CB420910(0056) 車止めポス
ト　H730　S55CKG-2、φ114.
3、ｽﾃﾝﾚｽ､脱着式　同等品

作業条件 設置

m3CB221150(0057) 採取小割(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 採取小割区分 硬岩　小割

m3CB210830(0058) 人力積込(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土質等区分 硬岩

m3CB210110(0059) 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土質 硬岩

m2CB430310(0060) 舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

騒音振動対策 騒音振動対策不要

積込有り積込作業の有無
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ｍCB430510(0061) 舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 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以下

ｍCB430510(0062) 舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下

m3CB227010(0063) 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 殻発生作業 舗装版破砕

m3CB227010(0064) 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこ
わし

ｍCB420840(0065) 金網（フェンス）・支柱（立
入防止柵）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

作業区分 撤去

個CB420820(0066) 基礎ブロック（立入防止
柵）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

作業区分 撤去

回CB010410(0067) 現場発生品・支給品運搬(施
工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

1回当り平均積載質量(t) 0.5t超0.8t以下

m3CB210110(0068) 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3CB210010(0069) 押土（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰ
ｼﾞ)

土質 土砂

菰野町- 96 -29-01-1002-3-C00-00



条件名称施工名称 単位 標準単価 積算単価 条件値単価コード

施工パッケージ単価一覧表

m2CB220010(0070) 法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 整形箇所 切土部

土質 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
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