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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

54,704,182

25,959,653

25,959,653

2,061,624

799,324

1,300.00 273.9 356,070

ｍ３

440.00 409.6 180,224

ｍ２

580.00 341.2 197,896

ｍ３

580.00 112.3 65,134

ｍ３

1,262,300

90.00 3,342 300,780

ｍ３

560.00 1,717 961,520

ｍ３

2,329,842

2,329,842

98.00 21,880 2,144,240

ｍ

0.40 7,407 2,962

ｍ２

8.00 22,830 182,640

ｍ

直接工事費

  【付替水路】

    排水構造物工

      作業土工

        土砂掘削工

          1 床掘

          2 基面整正

          3 土砂等運搬 施工箇所～土砂仮置場

          4 整地 土砂仮置場内

        埋戻し工

          5 埋戻し(1) 上記以外(小規模)

          6 埋戻し(2) 1m以上4m未満

      側溝工

        側溝工

          7 管渠型側溝据付 300mm以下

          8 管渠型側溝端部処理 型枠設置

          9 重圧管設置 φ600
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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

2,682,873

2,682,873

16.00 1,160 18,560

ｍ２

0.80 21,650 17,320

ｍ３

5.00 8,181 40,905

ｍ２

3.00 21,980 65,940

ｍ３

0.12 148,800.00 17,856

ｔ

6.00 12,430.00 74,580

ｍ

9.00 12,990.00 116,910

ｍ

10.00 14,600.00 146,000

ｍ

7.00 15,440.00 108,080

ｍ

16.00 12,040.00 192,640

ｍ

10.00 12,470.00 124,700

ｍ

0.40 13,980.00 5,592

ｍ

8.00 35,300.00 282,400

ｍ

34.00 37,710.00 1,282,140

ｍ

46.00 2,342.00 107,732

枚

      排水工

        自由勾配側溝

          10 基礎砕石 RC-40、t=100

          11 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 18N-8-40(BB)　W/C=60%以下

          12 張出ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

          13 張出ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 24N-12-25(BB)　W/C=55%以下

          14 鉄筋加工・組立 SD345 D13

          15 自由勾配側溝設置(1) 300×400(片土圧タイプ)

          16 自由勾配側溝設置(2) 300×500(片土圧タイプ)

          17 自由勾配側溝設置(3) 300×600(片土圧タイプ)

          18 自由勾配側溝設置(4) 300×700(片土圧タイプ)

          19 自由勾配側溝設置(5) 300×400(標準タイプ)

          20 自由勾配側溝設置(6) 300×500(標準タイプ)

          21 自由勾配側溝設置(7) 300×600(標準タイプ)

          22 自由勾配側溝設置(8) 300×400(横断タイプ)

          23 自由勾配側溝設置(9) 300×500(横断タイプ)

          24 蓋設置(1) 蓋版
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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

11.00 5,341.00 58,751

枚

21.00 802.00 16,842

枚

0.80 7,407 5,925

ｍ２

89,920

89,920

1.00 59,880 59,880

箇所

1.00 30,040.00 30,040

枚

18,795,394

18,795,394

1.00 13,713,037.00 13,713,037

式

290.00 1,274 369,460

ｍ２

10.00 4,138 41,380

ｍ２

15.00 17,770 266,550

ｍ３

30.00 8,181 245,430

ｍ２

22.00 19,770 434,940

ｍ３

1.60 146,700.00 234,720

ｔ

0.98 148,800.00 145,824

ｔ

          25 蓋設置(2) 集水蓋版

          26 蓋設置(3) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

          27 自由勾配側溝端部処理 型枠設置

      集水桝工

        集水桝工

          28 街渠桝設置 300×700×1000

          29 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置 300×700用 Ｔ-25

      付替水路工

        付替水路工

          30 材料費 足掛金物、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型水路、転落防止ﾈｯﾄ

          31 基礎砕石 RC-40、t=150

          32 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

          33 均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設 18N-8-40(BB)　W/C=指定無し

          34 ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

          35 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 24N-12-20(BB)　W/C=55%以下　底版ｺﾝ含む

          36 鉄筋加工・組立(1) SD345 D16

          37 鉄筋加工・組立(2) SD345 D13
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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

11.00 1,907 20,977

ｍ２

16.00 562.3 8,996

孔

18.00 552.9 9,952

ｍ２

18.00 6,516 117,288

ｍ３

160.00 7,407 1,185,120

ｍ２

16.00 27,890 446,240

ｍ３

0.19 148,800.00 28,272

ｔ

2.00 1,907 3,814

ｍ２

192.00 7,330.00 1,407,360

ｍ

2.00 6,535.00 13,070

ｍ

2.00 5,470.00 10,940

ｍ

2.00 5,035.00 10,070

ｍ

6.00 4,729 28,374

回

12.00 4,465.00 53,580

袋

9,663,137

401,932

401,932

          38 目地材設置(1) t=10㎜ 瀝青繊維質目地板

          39 削孔 φ28mm、L=50mm、足掛金物用

          40 吸出し防止ﾏｯﾄ設置 t=10mm 300×300 合成不織布

          41 ｻｲﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ RC-40

          42 嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

          43 嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 24N-12-20(BB)　W/C=55%以下

          44 鉄筋加工・組立(3) SD345 D13

          45 目地材設置(2) t=10㎜ 瀝青繊維質目地板

          46 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(1) L2000×B2200×H1400

          47 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(2) L1662×B2200×H1400

          48 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(3) L1551×B2200×H1400

          49 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(4) L1000×B2200×H1400

          50 大型土のう運搬 土砂仮置場～施工箇所

          51 付替水路端部処理 大型土のう製作・設置

  【北側道路】

    空港土工

      作業土工
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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

391,040

520.00 298.5 155,220

ｍ３

520.00 341.2 177,424

ｍ３

520.00 112.3 58,396

ｍ３

10,892

2.00 5,446 10,892

ｍ３

4,833,433

4,095,344

1,323,744

1.00 1,251,360.00 1,251,360

式

240.00 301.6 72,384

ｍ３

817,700

650.00 589.3 383,045

ｍ２

650.00 668.7 434,655

ｍ２

1,953,900

650.00 1,525 991,250

ｍ２

650.00 1,481 962,650

ｍ２

        土砂掘削工

          52 掘削

          53 土砂運搬 施工箇所～土砂仮置場

          54 整地 土砂仮置場内

        埋戻し工

          55 路体盛土 2.5m未満

    舗装工

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道）

        路床工

          56 材料費 Fe石灰安定処理土

          57 路床置換え 4.0m以上

        路盤工

          58 下層路盤 RC-40 t=15㎝

          59 上層路盤 RM-25 t=15㎝

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

          60 基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

          61 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝
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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

328,111

171,867

106.00 832.3 88,223

ｍ２

106.00 789.1 83,644

ｍ２

156,244

106.00 1,474 156,244

ｍ２

263,346

92,739

53.00 910 48,230

ｍ２

53.00 839.8 44,509

ｍ２

170,607

53.00 1,632 86,496

ｍ２

53.00 1,587 84,111

ｍ２

146,632

41,714

22.00 910 20,020

ｍ２

22.00 986.1 21,694

ｍ２

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）(1)

        路盤工

          62 ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 t=7㎝

          63 路盤 RC-40 t=10㎝

        透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

          64 表層 開粒度ｱｽｺﾝ t=4㎝

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）(2)

        路盤工

          65 下層路盤 RC-40 t=15㎝

          66 上層路盤 RM-25 t=10㎝

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

          67 基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

          68 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）(3)

        路盤工

          69 下層路盤 RC-40 t=15㎝

          70 上層路盤 RM-25 t=15㎝
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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

104,918

22.00 1,632 35,904

ｍ２

22.00 1,550 34,100

ｍ２

22.00 1,587 34,914

ｍ２

622,374

622,374

622,374

53.00 6,192 328,176

ｍ

41.00 6,168 252,888

ｍ

5.00 8,262 41,310

ｍ

1,888,449

1,888,449

1,888,449

1.00 1,322,580.00 1,322,580

式

99.00 2,506.00 248,094

ｍ

25.00 7,407 185,175

ｍ２

5.00 26,520 132,600

ｍ３

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

          71 基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

          72 中間層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

          73 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

    縁石工

      縁石工

        縁石工

          74 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準部

          75 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 乗入部（車両乗入用）

          76 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3) 切下げ部（車両乗入用）

    防護柵工

      防護柵工

        路側防護柵工

          77 材料費 C種車両用防護柵

          78 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置 C種車両用防護柵

          79 寝巻きｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

          80 寝巻きｺﾝｸﾘｰﾄ打設 18N-8-40(BB)　W/C=60%以下
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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

69,060

69,060

69,060

198.00 274.70 54,390

ｍ

50.00 293.40 14,670

ｍ

557,793

557,793

557,793

19.00 4,747.00 90,193

ｍ２

122.00 2,585.00 315,370

ｍ２

122.00 87.79 10,710

ｍ２

122.00 1,160 141,520

ｍ２

1,290,096

1,290,096

1,290,096

496.00 2,601.00 1,290,096

ｍ２

8,114,738

    区画線工

      区画線工

        区画線工

          81 路面標識(1) 白色、実線、溶融式、W=15cm

          82 路面標識(2) 白色、破線、溶融式、W=15cm・5.0mピッチ

    道路付属施設工

      道路付属施設工

        道路付属物工

          83 張りｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

          84 張りｺﾝｸﾘｰﾄ打設 18N-8-40(BB)　W/C=60%以下

          85 張りｺﾝｸﾘｰﾄ養生

          86 基礎砕石 RC-40 t=10㎝

    地盤改良工

      安定処理工

        安定処理工

          87 安定処理 消石灰2.5%

  【深田井堰】
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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

30,486

30,486

6,051

10.00 346.1 3,461

ｍ３

4.00 498.9 1,995

ｍ３

4.00 148.9 595

ｍ３

24,435

9.00 2,715 24,435

ｍ３

444,662

9,826

4,557

6.00 759.5 4,557

ｍ

4,249

5.00 745.7 3,728

ｍ２

0.20 951.1 190

ｍ３

0.20 229.5 45

ｍ３

0.20 1,433 286

ｍ３

    土工

      作業土工

        土砂掘削工

          88 掘削

          89 土砂運搬 施工箇所～土砂仮置場

          90 整地 土砂仮置場内

        埋戻し工

          91 埋戻し工 1m以上4m未満

    構造物撤去工

      舗装取壊し工

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断

          92 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 t=15cm以下

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し

          93 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込 t=15cm以下

          94 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1) 施工箇所～土砂仮置場

          95 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込 土砂仮置場

          96 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2) 土砂仮置場～処分場
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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

1,020

0.60 1,700.00 1,020

ｔ

434,836

426,836

8.00 2,166.00 17,328

ｍ

8.00 11,430.00 91,440

ｍ

3.00 6,582.00 19,746

ｍ

3.00 13,160.00 39,480

ｍ

2.00 14,410.00 28,820

ｍ３

1.00 225,400.00 225,400

式

2.00 648.5 1,297

ｍ３

2.00 229.5 459

ｍ３

2.00 1,433 2,866

ｍ３

8,000

4.00 2,000.00 8,000

ｔ

12,128

12,128

        処分費

          97 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費

      構造物取壊し工

        構造物取壊し

          98 既設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 土中式 Gr-C-4E

          99 既設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧 土中式 Gr-C-4E

          100 既設ﾌｪﾝｽ撤去 H=1.8m 忍び返し付

          101 既設ﾌｪﾝｽ復旧 H=1.8m 忍び返し付

          102 既設水路撤去 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          103 既設管理橋撤去・復旧

          104 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～土砂仮置場

          105 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込 土砂仮置場

          106 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 土砂仮置場～処分場

        処分費

          107 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費

    舗装工

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

12,128

4.00 3,032 12,128

ｍ２

1,215

1,215

1,215

3.00 405.00 1,215

ｍ

1,160,447

1,160,447

1,160,447

1.00 7,075 7,075

ｍ２

0.90 86,490 77,841

ｍ３

23.00 13,990 321,770

ｍ２

7.00 96,650 676,550

ｍ３

0.35 164,600.00 57,610

ｔ

2.00 2,417 4,834

ｍ２

0.40 12,670 5,068

ｍ２

0.10 96,990 9,699

ｍ３

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

          108 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

    区画線工

      区画線工

        区画線工

          109 路面標識 白色、実線、溶融式、W=15cm

    井堰下部工

      井堰下部工

        井堰下部工

          110 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

          111 均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設 18N-8-40(BB)　W/C=指定無し

          112 ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

          113 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 24N-12-20(BB)　W/C=55%以下

          114 鉄筋加工・組立 SD345 D13

          115 目地材設置 t=10㎜ 瀝青繊維質目地板

          116 二次ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

          117 二次ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 18N-8-40(BB)　W/C=60%以下
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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

4,589,200

4,589,200

4,589,200

1.00 1,502,000.00 1,502,000

式

1.00 825,200.00 825,200

式

1.00 2,262,000.00 2,262,000

式

562,000

562,000

562,000

1.00 286,000.00 286,000

基

1.00 276,000.00 276,000

基

1,314,600

1,314,600

1,314,600

60.00 21,910.00 1,314,600

人日

10,966,654

10,966,654

    転倒ｹﾞｰﾄ工

      転倒ｹﾞｰﾄ工

        転倒ｹﾞｰﾄ工

          118 扉体製作・設置

          119 戸当り製作・設置

          120 開閉装置製作・設置

    付帯構造物工

      付帯構造物工

        付帯構造物工

          121 簡易ｹﾞｰﾄ製作・設置

          122 簡易ｽｸﾘｰﾝ製作・設置

    仮設工

      交通管理工

        保安要員

          123 交通誘導警備員 施工箇所

  【i工区】

    構造物撤去工
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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

7,671,169

6,914,800

18.00 243,000.00 4,374,000

本

4.00 272,300.00 1,089,200

本

4.00 340,400.00 1,361,600

本

36.00 2,500.00 90,000

ｍ３

663,369

31.00 17,100.00 530,100

ｍ３

31.00 4,299 133,269

ｍ３

93,000

31.00 3,000.00 93,000

ｍ３

3,142,558

727,522

1,210.00 530.2 641,542

ｍ２

60.00 1,433 85,980

ｍ３

1,645,636

1,180.00 753.4 889,012

ｍ２

      杭引抜工

        杭引抜工

          124 既設HC-TOP杭撤去(1) φ440-300　L=13.0m

          125 既設HC-TOP杭撤去(2) φ500-400　L=13.0m

          126 既設HC-TOP杭撤去(3) φ600-450　L=13.0m

          127 材料費 砂(HC-TOP杭撤去部)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

          128 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          129 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～処分場

        処分費

          130 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費

      舗装取壊し工

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版取壊し

          131 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込 t=15cm以下

          132 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 施工箇所～処分場

        ｺﾝｸﾘｰﾄ版取壊し

          133 ｺﾝｸﾘｰﾄ版破砕・積込 t=15cm以下　鉄筋
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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

176.00 4,299 756,624

ｍ３

769,400

142.00 1,700.00 241,400

ｔ

176.00 3,000.00 528,000

ｍ３

152,927

119,927

3.00 17,100.00 51,300

ｍ３

5.00 9,713.00 48,565

ｍ３

3.00 4,299 12,897

ｍ３

5.00 1,433 7,165

ｍ３

33,000

3.00 3,000.00 9,000

ｍ３

12.00 2,000.00 24,000

ｔ

2,179,264

2,179,264

2,179,264

2,084

          134 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～処分場

        処分費

          135 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費

          136 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費

      施設撤去工

        既設構造物撤去工

          137 U字側溝撤去 鉄筋、240×240

          138 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋、t=9cm

          139 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～処分場

          140 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～処分場

        処分費

          141 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費

          142 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費

共通仮設費(積上）

  共通仮設

    共通仮設費

      準備費
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 積算内訳表  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

1,084

0.40 603.2 241

ｍ３

0.40 498.9 199

ｍ３

0.40 192.6 77

ｍ３

0.40 1,418 567

ｍ３

1,000

0.40 2,500.00 1,000

ｍ３

1,819,000

1,819,000

1.00 1,819,000.00 1,819,000

回

358,180

358,180

1.00 303,700.00 303,700

式

1.00 54,480.00 54,480

式

        表土除去

          143 表土除去

          144 表土運搬(1) 施工箇所～土砂仮置場

          145 表土積込 土砂仮置場

          146 表土運搬(2) 土砂仮置場～処分場

        処分費

          147 表土処分費

      運搬費

        建設機械運搬費

          148 重建設機械分解組立運搬費 杭引抜用ｸﾚｰﾝ　往復　1台

      安全費

        夜間照明費

          149 投光車 1000KW×4～6灯2t車

          150 投光機 400W×2灯
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 総括表  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

54,704,182

8,382,325 ＋ 21,853,166 30,235,491

2,179,264 ＋ 5,847,983 ＋ 355,078 8,382,325

2,179,264

54,705,182 × 10.69% 5,847,983

53,799,762 × 0.66% 355,078

63,086,507 × 34.64% 21,853,166

54,704,182 ＋ 30,235,491 84,939,673

84,939,673 × 15.97% (15.97% × 1.00) 13,564,865

84,939,673 × 0.04% 33,975

84,939,673 ＋ 13,564,865 ＋ 33,975 98,538,513

98,538,513 × 10.00% 9,853,851

98,538,513 ＋ 9,853,851 108,392,364請負工事費

        現場管理費

    工事原価

    一般管理費等

    契約保証費

  工事価格

  消費税等相当額

      直接工事費

      間接工事費

        共通仮設費（計）

          共通仮設費（ 積上 ）

          共通仮設費（ 率 ）

          現場環境改善費

1



 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：1   

名称：床掘　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 273.9 273.9

273.9 273.9

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：2   

名称：基面整正　 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 409.6 409.6

409.6 409.6

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：3   

名称：土砂等運搬　施工箇所～土砂仮置場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 341.2 341.2

341.2 341.2

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：4   

名称：整地　土砂仮置場内 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 112.3 112.3

112.3 112.3

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

床掘

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

基面整正

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

土砂等運搬 施工箇所～土砂仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

整地 土砂仮置場内

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

1



 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：5   

名称：埋戻し(1)　上記以外(小規模) 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 3,342 3,342

3,342 3,342

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：6   

名称：埋戻し(2)　1m以上4m未満 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,717 1,717

1,717 1,717

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：7   

名称：管渠型側溝据付　300mm以下 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.000 21,880 21,880

21,880 21,880

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：8   

名称：管渠型側溝端部処理　型枠設置 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 7,407 7,407

7,407 7,407

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

埋戻し(1) 上記以外(小規模)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

埋戻し(2) 1m以上4m未満

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

管渠型側溝据付 300mm以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ

管渠型側溝端部処理 型枠設置

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：9   

名称：重圧管設置　φ600 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.000 22,830 22,830

22,830 22,830

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：10   

名称：基礎砕石　RC-40、t=100 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 1,160 1,160

1,160 1,160

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：11   

名称：基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　18N-8-40(BB)　W/C=60%以下 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 21,650 21,650

21,650 21,650

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：12   

名称：張出ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 8,181 8,181

8,181 8,181

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

重圧管設置 φ600

合　　計 作業能力：1.00ｍ

基礎砕石 RC-40、t=100

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 18N-8-40(BB)　W/C=60%以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

張出ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：13   

名称：張出ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　24N-12-25(BB)　W/C=55%以下 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 21,980 21,980

21,980 21,980

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：14   

名称：鉄筋加工・組立　SD345 D13 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.030 83,000.00 85,490

ｔ 1.000 63,250.00 63,250

式 1.000 148,740.00 60

148,800.00 148,800

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：15   

名称：自由勾配側溝設置(1)　300×400(片土圧タイプ) 10ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 10.000 5,367.00 53,670

個 5.000 11,700.00 58,500

ｍ３ 0.519 13,950.00 7,240

ｍ３ 0.270 13,650.00 3,685

ｍ３ 0.612 1,900.00 1,162

式 1.000 124,257.00 43

12,430.00 124,300

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

張出ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 24N-12-25(BB)　W/C=55%以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｔ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

自由勾配側溝 縦断用 300×400(片土圧ﾀｲﾌﾟ)

生コンクリート 24-12-25(高炉)　W/C55%以下

生コンクリート 18-8-40(高炉)　W/C60％以下

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：10.00ｍ
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：16   

名称：自由勾配側溝設置(2)　300×500(片土圧タイプ) 10ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 10.000 5,367.00 53,670

個 5.000 12,900.00 64,500

ｍ３ 0.488 13,950.00 6,807

ｍ３ 0.270 13,650.00 3,685

ｍ３ 0.612 1,900.00 1,162

式 1.000 129,824.00 76

12,990.00 129,900

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：17   

名称：自由勾配側溝設置(3)　300×600(片土圧タイプ) 10ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 10.000 5,367.00 53,670

個 5.000 16,000.00 80,000

ｍ３ 0.530 13,950.00 7,393

ｍ３ 0.270 13,650.00 3,685

ｍ３ 0.612 1,900.00 1,162

式 1.000 145,910.00 90

14,600.00 146,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

自由勾配側溝 縦断用 300×500(片土圧タイプ)

生コンクリート 24-12-25(高炉)　W/C55%以下

生コンクリート 18-8-40(高炉)　W/C60％以下

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：10.00ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

自由勾配側溝 縦断用 300×600(片土圧タイプ)

生コンクリート 24-12-25(高炉)　W/C55%以下

生コンクリート 18-8-40(高炉)　W/C60％以下

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：10.00ｍ
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：18   

名称：自由勾配側溝設置(4)　300×700(片土圧タイプ) 10ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 10.000 5,367.00 53,670

個 5.000 17,900.00 89,500

ｍ３ 0.456 13,950.00 6,361

ｍ３ 0.270 13,650.00 3,685

ｍ３ 0.612 1,900.00 1,162

式 1.000 154,378.00 22

15,440.00 154,400

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：19   

名称：自由勾配側溝設置(5)　300×400(標準タイプ) 10ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 10.000 5,367.00 53,670

個 5.000 10,800.00 54,000

ｍ３ 0.615 12,750.00 7,841

ｍ３ 0.270 13,650.00 3,685

ｍ３ 0.612 1,900.00 1,162

式 1.000 120,358.00 42

12,040.00 120,400

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

自由勾配側溝 縦断用 300×700(片土圧タイプ)

生コンクリート 24-12-25(高炉)　W/C55%以下

生コンクリート 18-8-40(高炉)　W/C60％以下

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：10.00ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

自由勾配側溝 縦断用 300×400(標準タイプ)

生コンクリート 18-8-25(高炉)　W/C指定無し

生コンクリート 18-8-40(高炉)　W/C60％以下

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：10.00ｍ
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：20   

名称：自由勾配側溝設置(6)　300×500(標準タイプ) 10ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 10.000 5,367.00 53,670

個 5.000 12,100.00 60,500

ｍ３ 0.445 12,750.00 5,673

ｍ３ 0.270 13,650.00 3,685

ｍ３ 0.612 1,900.00 1,162

式 1.000 124,690.00 10

12,470.00 124,700

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：21   

名称：自由勾配側溝設置(7)　300×600(標準タイプ) 10ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 10.000 5,367.00 53,670

個 5.000 14,900.00 74,500

ｍ３ 0.530 12,750.00 6,757

ｍ３ 0.270 13,650.00 3,685

ｍ３ 0.612 1,900.00 1,162

式 1.000 139,774.00 26

13,980.00 139,800

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

自由勾配側溝 縦断用 300×500(標準タイプ)

生コンクリート 18-8-25(高炉)　W/C指定無し

生コンクリート 18-8-40(高炉)　W/C60％以下

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：10.00ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

自由勾配側溝 縦断用 300×600(標準タイプ)

生コンクリート 18-8-25(高炉)　W/C指定無し

生コンクリート 18-8-40(高炉)　W/C60％以下

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：10.00ｍ
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：22   

名称：自由勾配側溝設置(8)　300×400(横断タイプ) 10ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 10.000 5,367.00 53,670

個 5.000 56,500.00 282,500

ｍ３ 0.530 12,750.00 6,757

ｍ３ 0.636 13,650.00 8,681

ｍ３ 0.720 1,900.00 1,368

式 1.000 352,976.00 24

35,300.00 353,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：23   

名称：自由勾配側溝設置(9)　300×500(横断タイプ) 10ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 10.000 5,367.00 53,670

個 5.000 60,900.00 304,500

ｍ３ 0.689 12,750.00 8,784

ｍ３ 0.636 13,650.00 8,681

ｍ３ 0.720 1,900.00 1,368

式 1.000 377,003.00 97

37,710.00 377,100

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

自由勾配側溝 横断用 300×400(横断タイプ)

生コンクリート 18-8-25(高炉)　W/C指定無し

生コンクリート 18-8-40(高炉)　W/C60％以下

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：10.00ｍ

自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

自由勾配側溝 横断用 300×500(横断タイプ)

生コンクリート 18-8-25(高炉)　W/C指定無し

生コンクリート 18-8-40(高炉)　W/C60％以下

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：10.00ｍ
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：24   

名称：蓋設置(1)　蓋版 100枚当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

枚 100.000 802.00 80,200

枚 100.000 1,540.00 154,000

式 1.000 234,200.00 0

2,342.00 234,200

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：25   

名称：蓋設置(2)　集水蓋版 100枚当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

枚 100.000 331.00 33,100

枚 100.000 5,010.00 501,000

式 1.000 534,100.00 0

5,341.00 534,100

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：26   

名称：蓋設置(3)　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 100枚当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

枚 100.000 802.00 80,200

式 1.000 80,200.00 0

802.00 80,200

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無

自由勾配側溝用蓋 コンクリート　L=500

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無

自由勾配側溝用集水蓋 コンクリート　L=500

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00枚

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00枚
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：27   

名称：自由勾配側溝端部処理　型枠設置 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 7,407 7,407

7,407 7,407

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：28   

名称：街渠桝設置　300×700×1000 1箇所当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

箇所 1.000 59,880 59,880

59,880 59,880

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：29   

名称：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置　300×700用 Ｔ-25 100枚当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

枚 100.000 331.00 33,100

枚 100.000 29,700.00 2,970,000

式 1.000 3,003,100.00 900

30,040.00 3,004,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

自由勾配側溝端部処理 型枠設置

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

街渠桝設置 300×700×1000

合　　計 作業能力：1.00箇所

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無

グレーチング蓋 300×700用 Ｔ-25

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00枚

10



 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：30   

名称：材料費　足掛金物、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型水路、転落防止ﾈｯﾄ 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

個 8.000 2,140.00 17,120

個 96.000 137,000.00 13,152,000

個 1.000 152,000.00 152,000

個 1.000 143,000.00 143,000

個 2.000 82,800.00 165,600

ｍ２ 256.360 325.00 83,317

13,713,037.00 13,713,037

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：31   

名称：基礎砕石　RC-40、t=150 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 1,274 1,274

1,274 1,274

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：32   

名称：均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 4,138 4,138

4,138 4,138

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

足掛金物 W３００　φ19（現場打ち用）

プレキャストL型水路 H=1900　L=2.000m

プレキャストL型水路 H=1900　L=1.662m

プレキャストL型水路 H=1900　L=1.551m

プレキャストL型水路 H=1900　L=1.000m

水平安全ネット 目合　100mm

合　　計 作業能力：1.00式

基礎砕石 RC-40、t=150

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：33   

名称：均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設　18N-8-40(BB)　W/C=指定無し 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 17,770 17,770

17,770 17,770

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：34   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 8,181 8,181

8,181 8,181

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：35   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　24N-12-20(BB)　W/C=55%以下　底版ｺﾝ含む 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 19,770 19,770

19,770 19,770

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：36   

名称：鉄筋加工・組立(1)　SD345 D16 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.030 81,000.00 83,430

ｔ 1.000 63,250.00 63,250

式 1.000 146,680.00 20

146,700.00 146,700

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設 18N-8-40(BB)　W/C=指定無し

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 24N-12-20(BB)　W/C=55%以下　底版ｺﾝ含む

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｔ
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：37   

名称：鉄筋加工・組立(2)　SD345 D13 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.030 83,000.00 85,490

ｔ 1.000 63,250.00 63,250

式 1.000 148,740.00 60

148,800.00 148,800

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：38   

名称：目地材設置(1)　t=10㎜ 瀝青繊維質目地板 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 1,907 1,907

1,907 1,907

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：39   

名称：削孔　φ28mm、L=50mm、足掛金物用 1孔当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

孔 1.000 562.3 562.3

562.3 562.3

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：40   

名称：吸出し防止ﾏｯﾄ設置　t=10mm 300×300 合成不織布 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 552.9 552.9

552.9 552.9

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｔ

目地材設置(1) t=10㎜ 瀝青繊維質目地板

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

削孔 φ28mm、L=50mm、足掛金物用

合　　計 作業能力：1.00孔

吸出し防止ﾏｯﾄ設置 t=10mm 300×300 合成不織布

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：41   

名称：ｻｲﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ　RC-40 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 6,516 6,516

6,516 6,516

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：42   

名称：嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 7,407 7,407

7,407 7,407

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：43   

名称：嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　24N-12-20(BB)　W/C=55%以下 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 27,890 27,890

27,890 27,890

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：44   

名称：鉄筋加工・組立(3)　SD345 D13 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.030 83,000.00 85,490

ｔ 1.000 63,250.00 63,250

式 1.000 148,740.00 60

148,800.00 148,800

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

ｻｲﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ RC-40

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

嵩上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 24N-12-20(BB)　W/C=55%以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｔ

14



 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：45   

名称：目地材設置(2)　t=10㎜ 瀝青繊維質目地板 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 1,907 1,907

1,907 1,907

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：46   

名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(1)　L2000×B2200×H1400 20ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.952 25,100.00 23,895

人 0.952 23,100.00 21,991

人 2.856 20,480.00 58,490

日 0.952 43,300.00 41,221

％ 1.000 104,376.00 1,003

7,330.00 146,600

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

目地材設置(2) t=10㎜ 瀝青繊維質目地板

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ラフテレーンクレーン 25ｔ吊　長割有

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の%

合　　計 作業能力：20.00ｍ
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：47   

名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(2)　L1662×B2200×H1400 20ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.910 25,100.00 22,841

人 0.910 23,100.00 21,021

人 2.275 20,480.00 46,592

日 0.910 43,300.00 39,403

％ 1.000 90,454.00 843

6,535.00 130,700

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：48   

名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(3)　L1551×B2200×H1400 20ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.834 25,100.00 20,933

人 0.834 23,100.00 19,265

人 2.085 20,480.00 42,700

日 0.834 30,800.00 25,687

％ 1.000 82,898.00 815

5,470.00 109,400

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ラフテレーンクレーン 25ｔ吊　長割有

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の%

合　　計 作業能力：20.00ｍ

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ラフテレーンクレーン 4.9ｔ吊　長割有

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の%

合　　計 作業能力：20.00ｍ
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：49   

名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(4)　L1000×B2200×H1400 20ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.768 25,100.00 19,276

人 0.768 23,100.00 17,740

人 1.920 20,480.00 39,321

日 0.768 30,800.00 23,654

％ 1.000 76,337.00 709

5,035.00 100,700

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：50   

名称：大型土のう運搬　土砂仮置場～施工箇所 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

回 1.000 4,729 4,729

4,729 4,729

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ラフテレーンクレーン 4.9ｔ吊　長割有

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の%

合　　計 作業能力：20.00ｍ

大型土のう運搬 土砂仮置場～施工箇所

合　　計 作業能力：1.00回
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：51   

名称：付替水路端部処理　大型土のう製作・設置 10袋当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.278 25,100.00 6,977

人 0.278 23,100.00 6,421

人 0.278 20,480.00 5,693

袋 10.000 1,100.00 11,000

日 0.278 49,640.00 13,799

％ 4.000 19,091.00 760

4,465.00 44,650

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：52   

名称：掘削　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 298.5 298.5

298.5 298.5

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：53   

名称：土砂運搬　施工箇所～土砂仮置場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 341.2 341.2

341.2 341.2

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

大型土のう 丸型　φ100×H108

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

諸雑費（率＋まるめ） 労務費の％

合　　計 作業能力：10.00袋

掘削

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土砂運搬 施工箇所～土砂仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：54   

名称：整地　土砂仮置場内 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 112.3 112.3

112.3 112.3

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：55   

名称：路体盛土　2.5m未満 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 5,446 5,446

5,446 5,446

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：56   

名称：材料費　Fe石灰安定処理土 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 316.800 3,950.00 1,251,360

1,251,360.00 1,251,360

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：57   

名称：路床置換え　4.0m以上 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 301.6 301.6

301.6 301.6

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

整地 土砂仮置場内

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

路体盛土 2.5m未満

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

Ｆｅ石灰処理土 設計CBR100%、設計弾性係数78.4MPa

合　　計 作業能力：1.00式

路床置換え 4.0m以上

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：58   

名称：下層路盤　RC-40 t=15㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 589.3 589.3

589.3 589.3

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：59   

名称：上層路盤　RM-25 t=15㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 668.7 668.7

668.7 668.7

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：60   

名称：基層　再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 1,525 1,525

1,525 1,525

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：61   

名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 1,481 1,481

1,481 1,481

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

下層路盤 RC-40 t=15㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

上層路盤 RM-25 t=15㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：62   

名称：ﾌｨﾙﾀｰ層　砂 t=7㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 832.3 832.3

832.3 832.3

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：63   

名称：路盤　RC-40 t=10㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 789.1 789.1

789.1 789.1

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：64   

名称：表層　開粒度ｱｽｺﾝ t=4㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 1,474 1,474

1,474 1,474

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：65   

名称：下層路盤　RC-40 t=15㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 910 910

910 910

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 t=7㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

路盤 RC-40 t=10㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

表層 開粒度ｱｽｺﾝ t=4㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

下層路盤 RC-40 t=15㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：66   

名称：上層路盤　RM-25 t=10㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 839.8 839.8

839.8 839.8

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：67   

名称：基層　再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 1,632 1,632

1,632 1,632

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：68   

名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 1,587 1,587

1,587 1,587

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：69   

名称：下層路盤　RC-40 t=15㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 910 910

910 910

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

上層路盤 RM-25 t=10㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

下層路盤 RC-40 t=15㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：70   

名称：上層路盤　RM-25 t=15㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 986.1 986.1

986.1 986.1

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：71   

名称：基層　再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 1,632 1,632

1,632 1,632

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：72   

名称：中間層　再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 1,550 1,550

1,550 1,550

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：73   

名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 1,587 1,587

1,587 1,587

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

上層路盤 RM-25 t=15㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

中間層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：74   

名称：歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)　標準部 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.000 6,192 6,192

6,192 6,192

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：75   

名称：歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)　乗入部（車両乗入用） 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.000 6,168 6,168

6,168 6,168

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：76   

名称：歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)　切下げ部（車両乗入用） 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.000 8,262 8,262

8,262 8,262

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：77   

名称：材料費　C種車両用防護柵 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 98.700 13,400.00 1,322,580

1,322,580.00 1,322,580

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準部

合　　計 作業能力：1.00ｍ

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 乗入部（車両乗入用）

合　　計 作業能力：1.00ｍ

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3) 切下げ部（車両乗入用）

合　　計 作業能力：1.00ｍ

ガードレール C種車両用防護柵

合　　計 作業能力：1.00式
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番号：78   

名称：ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置　C種車両用防護柵 10ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.200 20,480.00 24,576

％ 2.000 24,576.00 484

2,506.00 25,060

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：79   

名称：寝巻きｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 7,407 7,407

7,407 7,407

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：80   

名称：寝巻きｺﾝｸﾘｰﾄ打設　18N-8-40(BB)　W/C=60%以下 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 26,520 26,520

26,520 26,520

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

普通作業員

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の％

合　　計 作業能力：10.00ｍ

寝巻きｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

寝巻きｺﾝｸﾘｰﾄ打設 18N-8-40(BB)　W/C=60%以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：81   

名称：路面標識(1)　白色、実線、溶融式、W=15cm 1000ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1,000.000 160.16 160,160

ｋｇ 570.000 162.00 92,340

ｋｇ 25.000 150.00 3,750

ｋｇ 25.000 350.00 8,750

Ｌ 40.000 108.00 4,320

％ 5.000 109,160.00 5,380

274.70 274,700

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：82   

名称：路面標識(2)　白色、破線、溶融式、W=15cm・5.0mピッチ 1000ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1,000.000 178.36 178,360

ｋｇ 570.000 162.00 92,340

ｋｇ 25.000 150.00 3,750

ｋｇ 25.000 350.00 8,750

Ｌ 44.000 108.00 4,752

％ 5.000 109,592.00 5,448

293.40 293,400

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無

トラフィックペイント　溶融型 ３種１号　ビーズ１５～１８　白

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

接着用プライマー 区画線用

軽油 １．２号

諸雑費（率＋まるめ） 材料の％

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無

トラフィックペイント　溶融型 ３種１号　ビーズ１５～１８　白

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

接着用プライマー 区画線用

軽油 １．２号

諸雑費（率＋まるめ） 材料の％

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ
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番号：83   

名称：張りｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　 10ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.430 25,100.00 10,793

人 0.860 24,360.00 20,949

人 0.520 20,480.00 10,649

％ 12.000 42,391.00 5,079

4,747.00 47,470

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：84   

名称：張りｺﾝｸﾘｰﾄ打設　18N-8-40(BB)　W/C=60%以下 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 25,100.00 25,100

人 3.200 20,480.00 65,536

ｍ３ 12.100 13,650.00 165,165

％ 3.000 90,636.00 2,699

2,585.00 258,500

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

土木一般世話役

型わく工

普通作業員

諸雑費（率＋まるめ） 労務費の％

合　　計 作業能力：10.00ｍ２

土木一般世話役

普通作業員

生コンクリート 18-8-40(高炉)　W/C60％以下

諸雑費（率＋まるめ） 労務費の％

合　　計 作業能力：100.00ｍ２
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番号：85   

名称：張りｺﾝｸﾘｰﾄ養生　 100ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.090 25,100.00 2,259

人 0.310 20,480.00 6,348

％ 2.000 8,607.00 172

87.79 8,779

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：86   

名称：基礎砕石　RC-40 t=10㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 1,160 1,160

1,160 1,160

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費（率＋まるめ） 労務費の％

合　　計 作業能力：100.00ｍ２

基礎砕石 RC-40 t=10㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：87   

名称：安定処理　消石灰2.5% 100ｍ2当り（100ｍ２）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.351 25,100.00 33,910

人 1.351 23,100.00 31,208

人 1.351 20,480.00 27,668

ｔ 4.800 20,700.00 99,360

日 1.351 45,910.00 62,024

日 1.351 2,525.00 3,411

％ 4.000 65,435.00 2,519

2,601.00 260,100

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：88   

名称：掘削　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 346.1 346.1

346.1 346.1

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：89   

名称：土砂運搬　施工箇所～土砂仮置場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 498.9 498.9

498.9 498.9

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

消石灰　土質安定処理用 ﾌﾚｺﾝ

ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) 山積0.8m3・2.9t吊

振動ﾛｰﾗ(賃料) 0.8～1.1t

諸雑費(率＋まるめ) 機器経費の

合　　計 作業能力：100.00ｍ２

掘削

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土砂運搬 施工箇所～土砂仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：90   

名称：整地　土砂仮置場内 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 148.9 148.9

148.9 148.9

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：91   

名称：埋戻し工　1m以上4m未満 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 2,715 2,715

2,715 2,715

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：92   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　t=15cm以下 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.000 759.5 759.5

759.5 759.5

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：93   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込　t=15cm以下 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 745.7 745.7

745.7 745.7

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

整地 土砂仮置場内

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

埋戻し工 1m以上4m未満

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断 t=15cm以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込 t=15cm以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：94   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1)　施工箇所～土砂仮置場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 951.1 951.1

951.1 951.1

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：95   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込　土砂仮置場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 229.5 229.5

229.5 229.5

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：96   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2)　土砂仮置場～処分場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,433 1,433

1,433 1,433

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：97   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費　 100ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 100.000 1,700.00 170,000

1,700.00 170,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1) 施工箇所～土砂仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込 土砂仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2) 土砂仮置場～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

合　　計 作業能力：100.00ｔ
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番号：98   

名称：既設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去　土中式 Gr-C-4E 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.000 2,166.75 2,166

式 1.000 2,166.00 0

2,166.00 2,166

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：99   

名称：既設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧　土中式 Gr-C-4E 1ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1.000 11,422.40 11,422

式 1.000 11,422.00 8

11,430.00 11,430

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：100   

名称：既設ﾌｪﾝｽ撤去　H=1.8m 忍び返し付 100ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.500 42,910.00 64,365

人 15.900 35,010.00 556,659

％ 6.000 621,024.00 37,176

6,582.00 658,200

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

ガードレール撤去工　土中建込用 Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ

ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の％

合　　計 作業能力：100.00ｍ
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番号：101   

名称：既設ﾌｪﾝｽ復旧　H=1.8m 忍び返し付 100ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 3.000 42,910.00 128,730

人 31.800 35,010.00 1,113,318

％ 6.000 1,242,048.00 73,952

13,160.00 1,316,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：102   

名称：既設水路撤去　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 14,404.00 14,404

式 1.000 14,404.00 6

14,410.00 14,410

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：103   

名称：既設管理橋撤去・復旧　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 42,910.00 42,910

人 1.000 39,500.00 39,500

人 2.000 35,010.00 70,020

日 1.000 56,330.00 56,330

％ 8.000 208,760.00 16,640

225,400.00 225,400

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の％

合　　計 作業能力：100.00ｍ

無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受ける

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊

諸雑費(率＋まるめ) 労務費及び機械経費の％

合　　計 作業能力：1.00式
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番号：104   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)　施工箇所～土砂仮置場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 648.5 648.5

648.5 648.5

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：105   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込　土砂仮置場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 229.5 229.5

229.5 229.5

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：106   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)　土砂仮置場～処分場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,433 1,433

1,433 1,433

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：107   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費　 100ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 100.000 2,000.00 200,000

2,000.00 200,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～土砂仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込 土砂仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 土砂仮置場～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

合　　計 作業能力：100.00ｔ
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番号：108   

名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝ 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 3,032 3,032

3,032 3,032

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：109   

名称：路面標識　白色、実線、溶融式、W=15cm 1000ｍ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ 1,000.000 290.00 290,000

ｋｇ 570.000 162.00 92,340

ｋｇ 25.000 150.00 3,750

ｋｇ 25.000 350.00 8,750

Ｌ 44.000 108.00 4,752

％ 5.000 109,592.00 5,408

405.00 405,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：110   

名称：均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 7,075 7,075

7,075 7,075

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=5㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著しく受

トラフィックペイント　溶融型 ３種１号　ビーズ１５～１８　白

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

接着用プライマー 区画線用

軽油 １．２号

諸雑費（率＋まるめ） 材料の％

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：111   

名称：均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設　18N-8-40(BB)　W/C=指定無し 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 86,490 86,490

86,490 86,490

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：112   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 13,990 13,990

13,990 13,990

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：113   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　24N-12-20(BB)　W/C=55%以下 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 96,650 96,650

96,650 96,650

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：114   

名称：鉄筋加工・組立　SD345 D13 1ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 1.030 83,000.00 85,490

ｔ 1.000 79,090.00 79,090

式 1.000 164,580.00 20

164,600.00 164,600

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設 18N-8-40(BB)　W/C=指定無し

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 24N-12-20(BB)　W/C=55%以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｔ
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番号：115   

名称：目地材設置　t=10㎜ 瀝青繊維質目地板 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 2,417 2,417

2,417 2,417

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：116   

名称：二次ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 12,670 12,670

12,670 12,670

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：117   

名称：二次ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　18N-8-40(BB)　W/C=60%以下 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 96,990 96,990

96,990 96,990

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

目地材設置 t=10㎜ 瀝青繊維質目地板

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

二次ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

二次ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 18N-8-40(BB)　W/C=60%以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：118   

名称：扉体製作・設置　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 3.675 44,890.00 164,970

人 0.900 35,010.00 31,509

日 1.000 42,600.00 42,600

日 2.000 1,220.00 2,440

％ 4.000 241,519.00 9,538

％ 80.000 251,179.00 200,943

式 1.000 1,050,000.00 1,050,000

1,502,000.00 1,502,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：119   

名称：戸当り製作・設置　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 2.450 44,890.00 109,980

人 0.600 35,010.00 21,006

日 1.000 42,600.00 42,600

日 1.000 1,220.00 1,220

％ 4.000 174,806.00 6,956

％ 80.000 181,798.00 145,438

式 1.000 498,000.00 498,000

825,200.00 825,200

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

溶接工

普通作業員

ラフテレーンクレーン 10ｔ吊　長割有

エンジンウェルダー 230A～250A　長割有

諸雑費(率＋まるめ) 労務費及び機械経費の％

間接工事費(率) 上記の

扉体製作費 転倒ゲート

合　　計 作業能力：1.00式

溶接工

普通作業員

ラフテレーンクレーン 10ｔ吊　長割有

エンジンウェルダー 230A～250A　長割有

諸雑費(率＋まるめ) 労務費及び機械経費の％

間接工事費(率) 上記の%

戸当り製作費 転倒ゲート

合　　計 作業能力：1.00式

38



 単価表・施工パッケージ  令和２年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事(第2次)     

番号：120   

名称：開閉装置製作・設置　 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 3.675 44,890.00 164,970

人 0.900 35,010.00 31,509

日 1.000 42,600.00 42,600

日 2.000 1,220.00 2,440

％ 4.000 241,519.00 9,538

％ 80.000 251,179.00 200,943

式 1.000 1,810,000.00 1,810,000

2,262,000.00 2,262,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：121   

名称：簡易ｹﾞｰﾄ製作・設置　 1基当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 44,890.00 44,890

人 0.500 35,010.00 17,505

日 1.000 1,220.00 1,220

％ 4.000 63,615.00 2,458

％ 80.000 66,159.00 52,927

式 1.000 167,000.00 167,000

286,000.00 286,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

溶接工

普通作業員

ラフテレーンクレーン 10ｔ吊　長割有

エンジンウェルダー 230A～250A　長割有

諸雑費(率＋まるめ)

諸雑費(率)

開閉装置製作費 転倒ゲート

合　　計 作業能力：1.00式

溶接工

普通作業員

エンジンウェルダー 230A～250A　長割有

諸雑費(率＋まるめ) 労務費及び機械経費の％

間接工事費 上記の%

簡易ゲート製作費

合　　計 作業能力：1.00基
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番号：122   

名称：簡易ｽｸﾘｰﾝ製作・設置　 1基当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 44,890.00 44,890

人 0.500 35,010.00 17,505

日 1.000 1,220.00 1,220

％ 4.000 63,615.00 2,458

％ 80.000 66,159.00 52,927

式 1.000 157,000.00 157,000

276,000.00 276,000

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：123   

名称：交通誘導警備員　施工箇所 1人日当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 1.000 21,910.00 21,910

式 1.000 21,910.00 0

21,910.00 21,910

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

溶接工

普通作業員

エンジンウェルダー 230A～250A　長割有

諸雑費(率＋まるめ) 労務費及び機械経費の％

間接工事費 上記の%

簡易ｽｸﾘｰﾝ製作費

合　　計 作業能力：1.00基

交通誘導警備員Ｂ

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00人日
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番号：124   

名称：既設HC-TOP杭撤去(1)　φ440-300　L=13.0m 1本当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.357 25,100.00 8,960

人 0.714 24,990.00 17,842

人 0.357 23,100.00 8,246

人 0.535 20,480.00 10,956

日 0.357 190,400.00 67,972

日 0.357 99,240.00 35,428

日 0.535 45,220.00 24,192

％ 40.000 173,596.00 69,404

243,000.00 243,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

土木一般世話役

とび工

特殊作業員

普通作業員

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ [単軸式] 55kw 450～1,000mm 18～21m

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(排対1次) 50～55t吊

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3

諸雑費(率＋まるめ) 全体の％

合　　計 作業能力：1.00本
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番号：125   

名称：既設HC-TOP杭撤去(2)　φ500-400　L=13.0m 1本当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.400 25,100.00 10,040

人 0.800 24,990.00 19,992

人 0.400 23,100.00 9,240

人 0.600 20,480.00 12,288

日 0.400 190,400.00 76,160

日 0.400 99,240.00 39,696

日 0.600 45,220.00 27,132

％ 40.000 194,548.00 77,752

272,300.00 272,300

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

土木一般世話役

とび工

特殊作業員

普通作業員

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ [単軸式] 55kw 450～1,000mm 18～21m

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(排対1次) 50～55t吊

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3

諸雑費(率＋まるめ) 全体の％

合　　計 作業能力：1.00本
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番号：126   

名称：既設HC-TOP杭撤去(3)　φ600-450　L=13.0m 1本当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

人 0.500 25,100.00 12,550

人 1.000 24,990.00 24,990

人 0.500 23,100.00 11,550

人 0.750 20,480.00 15,360

日 0.500 190,400.00 95,200

日 0.500 99,240.00 49,620

日 0.750 45,220.00 33,915

％ 40.000 243,185.00 97,215

340,400.00 340,400

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：127   

名称：材料費　砂(HC-TOP杭撤去部) 1ｍ3当り（1ｍ３）

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 2,500.00 2,500

2,500.00 2,500

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

土木一般世話役

とび工

特殊作業員

普通作業員

ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ [単軸式] 55kw 450～1,000mm 18～21m

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(排対1次) 50～55t吊

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3

諸雑費(率＋まるめ) 全体の％

合　　計 作業能力：1.00本

砂 再生砂

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：128   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 17,100.00 17,100

式 1.000 17,100.00 0

17,100.00 17,100

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：129   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬　施工箇所～処分場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 4,299 4,299

4,299 4,299

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：130   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費　 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 3,000.00 300,000

3,000.00 300,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：131   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込　t=15cm以下 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 530.2 530.2

530.2 530.2

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込 t=15cm以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：132   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬　施工箇所～処分場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,433 1,433

1,433 1,433

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：133   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ版破砕・積込　t=15cm以下　鉄筋 1ｍ２当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ２ 1.000 753.4 753.4

753.4 753.4

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：134   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬　施工箇所～処分場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 4,299 4,299

4,299 4,299

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：135   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費　 100ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 100.000 1,700.00 170,000

1,700.00 170,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 施工箇所～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｺﾝｸﾘｰﾄ版破砕・積込 t=15cm以下　鉄筋

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

合　　計 作業能力：100.00ｔ
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番号：136   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費　 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 3,000.00 300,000

3,000.00 300,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：137   

名称：U字側溝撤去　鉄筋、240×240 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 17,100.00 17,100

式 1.000 17,100.00 0

17,100.00 17,100

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：138   

名称：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去　無筋、t=9cm 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 9,713.60 9,713

式 1.000 9,713.00 0

9,713.00 9,713

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：139   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬　施工箇所～処分場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 4,299 4,299

4,299 4,299

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

処分費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：140   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬　施工箇所～処分場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,433 1,433

1,433 1,433

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：141   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費　 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 3,000.00 300,000

3,000.00 300,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：142   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費　 100ｔ当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｔ 100.000 2,000.00 200,000

2,000.00 200,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：143   

名称：表土除去　 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 603.2 603.2

603.2 603.2

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

処分費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

合　　計 作業能力：100.00ｔ

表土除去

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：144   

名称：表土運搬(1)　施工箇所～土砂仮置場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 498.9 498.9

498.9 498.9

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

番号：145   

名称：表土積込　土砂仮置場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 192.6 192.6

192.6 192.6

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：146   

名称：表土運搬(2)　土砂仮置場～処分場 1ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 1.000 1,418 1,418

1,418 1,418

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：147   

名称：表土処分費　 100ｍ３当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

ｍ３ 100.000 2,500.00 250,000

2,500.00 250,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

表土運搬(1) 施工箇所～土砂仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

表土積込 土砂仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

表土運搬(2) 土砂仮置場～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 表土

合　　計 作業能力：100.00ｍ３
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番号：148   

名称：重建設機械分解組立運搬費　杭引抜用ｸﾚｰﾝ　往復　1台 1回当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

回 1.000 906,800.00 906,800

回 1.000 912,000.00 912,000

式 1.000 1,818,800.00 200

1,819,000.00 1,819,000

労務時間外補正:なし

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：なし

番号：149   

名称：投光車　1000KW×4～6灯2t車 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 25.000 9,600.00 240,000

Ｌ 30.000 108.00 3,240

人 1.071 33,760.00 36,156

Ｌ 225.000 108.00 24,300

式 1.000 303,696.00 4

303,700.00 303,700

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

重建設機械運搬費(1) ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞｰ

重建設機械運搬費(2) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：1.00回

投光車 1,000W 6灯 2t

軽油 １．２号

運転手（一般）

軽油 １．２号

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00式
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番号：150   

名称：投光機　400W×2灯 1式当り

　　　　　　　　名　　　　称 　　　　　　規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要 備　考

日 25.000 1,920.00 48,000

Ｌ 60.000 108.00 6,480

式 1.000 54,480.00 0

54,480.00 54,480

労務時間外補正:あり 補正係数：直接指定[1.500]

労務一括補正：なし 時間的制約による補正：あり [1.14] 著しく受ける

合　　計 作業能力：1.00式

投光機 400W 2灯

軽油 １．２号

諸雑費（まるめ）
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