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 積算内訳表  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

98,751,106

74,461,509

7,247,993

7,247,993

1,896,513

2,600.00 275.7 716,820

ｍ３

1,216.00 409.6 498,073

ｍ２

1,350.00 395.8 534,330

ｍ３

1,300.00 113.3 147,290

ｍ３

2,481,480

1,300.00 463.8 602,940

ｍ３

1,300.00 193.8 251,940

ｍ３

1,350.00 395.8 534,330

ｍ３

1,150.00 949.8 1,092,270

ｍ３

2,870,000

1,148.00 2,500 2,870,000

ｍ３

52,433,524

52,433,524

直接工事費

  【河川付替】

    空港土工

      作業土工

        土砂掘削工

          1 床掘

          2 基面整正

          3 土等運搬 施工場所～仮置き場

          4 整地 仮置き場

        埋戻し工

          5 埋戻し

          6 積込(ﾙｰｽﾞ) 仮置き場

          7 土砂運搬(1) 仮置き場～施工場所

          8 土砂運搬(2) 施工場所～処分場

        処分費

          9 残土処分

    水路工

      プレキャスト水路工

1



 積算内訳表  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

52,433,524

1.00 41,818,000.00 41,818,000

式

98.00 30,860.00 3,024,280

ｍ

98.00 30,860.00 3,024,280

ｍ

20.00 4,138 82,760

ｍ２

52.00 17,780 924,560

ｍ３

145.00 8,181 1,186,245

ｍ２

69.00 19,780 1,364,820

ｍ３

18.00 19,780 356,040

ｍ３

4.27 148,800.00 635,376

ｔ

9.00 1,907 17,163

ｍ２

437,276

437,276

437,276

98.00 4,462.00 437,276

ｍ

14,342,716

14,342,716

176,118

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路

          10 材料費 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型水路

          11 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(1) H=3.4m

          12 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(2) H=3.6m

          13 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

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

          15 ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

          16 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(1) 24N-12-25(BB)　W/C=55%以下

          17 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(2) 24N-12-25(BB)　W/C=55%以下

          18 鉄筋加工・組立 SD345 D13

          19 目地材設置 t=10㎜ 瀝青繊維質目地板

    付属施設工

      付属施設工

        木柵

          20 木柵設置 松丸太　末口9㎝、H=1.8ｍ

    仮設工

      仮設工

        工事用道路
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 積算内訳表  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

149.00 1,182 176,118

ｍ２

13,847,748

516.00 10,880.00 5,614,080

枚

11.40 13,820.00 157,548

ｔ

516.00 9,366.00 4,832,856

枚

516.00 5,384.00 2,778,144

枚

11.40 40,800.00 465,120

ｔ

318,850

1.00 77,830.00 77,830

箇所

26.00 9,270.00 241,020

日

24,289,597

8,042,676

47,628

4,952

9.00 550.3 4,952

ｍ

42,676

71.00 531.5 37,736

ｍ２

4.00 1,235 4,940

ｍ３

7,995,048

          21 路盤 RC-40 t=30㎝

        鋼矢板工

          22 鋼矢板賃料 Ⅲ型　H=10.0m/枚

          23 山留材賃料 H-200×200×8×12

          24 鋼矢板打込 Ⅲ型 H=10.0m/枚

          25 鋼矢板引抜 Ⅲ型 H=10.0m/枚

          26 仮設材設置･撤去 H200型

        水替工

          27 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 口径150mm

          28 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 口径150mm

  【付替道路】

    構造物撤去工

      舗装取壊し工

        アスファルト舗装版切断

          29 アスファルト舗装版切断 t=5cm

        アスファルト舗装版取壊し

          30 アスファルト舗装版撤去・積込 t=15cm以下

          31 アスファルト殻運搬 施工箇所～再資源化施設

      構造物取壊し工
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 積算内訳表  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

666,224

16.00 2,421.00 38,736

ｍ

11.00 9,713.00 106,843

ｍ３

11.00 1,853 20,383

ｍ３

21.00 19,500.00 409,500

ｍ３

21.00 4,322 90,762

ｍ３

128,024

8.00 1,700.00 13,600

ｔ

26.00 2,000.00 52,000

ｔ

51.00 1,224.00 62,424

ｔ

7,001,668

22.00 268,000.00 5,896,000

本

44.00 19,500.00 858,000

ｍ３

44.00 4,322 190,168

ｍ３

23.00 2,500.00 57,500

ｍ３

132,192

108.00 1,224.00 132,192

ｔ

66,940

        構造物取壊し

          32 既設ﾌｪﾝｽ撤去

          33 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込 既設ﾌｪﾝｽ基礎・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

          34 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～再資源化施設

          35 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込 L型擁壁、U型側溝

          36 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～再資源化施設

        処分費

          37 処分費(t)

          38 処分費(t)

          39 処分費(t)

        杭引抜工

          40 既設PHC杭撤去 Φ440-300 L=13.0m

          41 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込 PHC杭

          42 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～再資源化施設

          43 材料費 砂(PHC杭撤去部)

        処分費

          44 処分費(t)

        作業土工
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 積算内訳表  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

20.00 3,347 66,940

ｍ３

6,174,543

6,128,472

2,038,472

1,600.00 300.5 480,800

ｍ３

1,640.00 949.8 1,557,672

ｍ３

4,090,000

1,636.00 2,500 4,090,000

ｍ３

46,071

46,071

5.00 5,446 27,230

ｍ３

46.00 409.6 18,841

ｍ２

2,124,602

1,898,159

499,400

511.00 977.3 499,400

ｍ２

567,873

511.00 589.7 301,336

ｍ２

511.00 521.6 266,537

          45 埋戻し

    空港土工

      切土工

        土砂掘削

          46 掘削

          47 土砂運搬 施工場所～処分場

        処分費

          48 残土処分

      盛土工

        路体(築堤)盛土

          49 路体盛土

          50 基面整正

    舗装工

      アスファルト舗装工(付替道路)

        路床工

          51 路床改良 Fe石灰処理、t=350

        路盤工

          52 下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　t=15cm

          53 上層路盤 再生粒度調整砕石RM-25　t=10㎝
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 積算内訳表  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

ｍ２

830,886

511.00 1,626 830,886

ｍ２

96,578

25,409

26.00 977.3 25,409

ｍ２

28,893

26.00 589.7 15,332

ｍ２

26.00 521.6 13,561

ｍ２

42,276

26.00 1,626 42,276

ｍ２

129,865

29,053

62.00 468.6 29,053

ｍ２

100,812

62.00 1,626 100,812

ｍ２

714,391

714,391

714,391

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

          54 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5㎝

      アスファルト舗装工(接続道路)

        路床工

          55 路床改良 Fe石灰処理、t=350

        路盤工

          56 下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　t=15cm

          57 上層路盤 再生粒度調整砕石RM-25　t=10㎝

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

          58 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5㎝

      アスファルト舗装工(乗入道路)

        路盤工

          59 路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　t=10cm

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

          60 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5㎝

    地盤改良工

      安定処理工

        安定処理
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 積算内訳表  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

88.00 5,587 491,656

ｍ２

31.00 7,185 222,735

ｍ２

2,143,444

2,143,444

1,517,320

1.00 1,046,000.00 1,046,000

式

36.00 11,040 397,440

ｍ

0.70 21,650 15,155

ｍ３

9.00 6,525 58,725

ｍ３

603,624

230.00 275.7 63,411

ｍ３

180.00 1,720 309,600

ｍ３

61.00 409.6 24,985

ｍ２

200.00 395.8 79,160

ｍ３

200.00 193.8 38,760

ｍ３

200.00 395.8 79,160

ｍ３

9.00 949.8 8,548

ｍ３

22,500

9.00 2,500 22,500

          61 ﾊﾞｯｸﾎｳ混合(1) 添加量90kg/m3

          62 ﾊﾞｯｸﾎｳ混合(2) 添加量100kg/m3

    擁壁工

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁

          63 材料費

          64 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置

          65 止水ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 18N-8-25(BB)　W/C=60%以下

          66 裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40

        作業土工

          67 床掘

          68 埋戻し

          69 基面整正

          70 土砂運搬(1) 施工場所～仮置き場

          71 積込(ﾙｰｽﾞ) 仮置き場

          72 土砂運搬(2) 仮置き場～施工場所

          73 土砂運搬(3) 施工場所～処分場

        処分費

          74 残土処分
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 積算内訳表  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

ｍ３

394,380

394,380

394,380

9.00 43,820 394,380

ｍ３

2,715,654

2,715,654

2,530,536

89.00 15,840.00 1,409,760

ｍ

12.00 49,260.00 591,120

ｍ

72.00 3,512.00 252,864

枚

18.00 15,110.00 271,980

枚

6.00 802.00 4,812

枚

162,618

30.00 1,894 56,820

ｍ３

20.00 3,347 66,940

ｍ３

74.00 409.6 30,310

ｍ２

9.00 949.8 8,548

ｍ３

22,500

    水路工

      現場打擁壁工

        重力式擁壁

          75 重力式擁壁

    排水工

      排水構造物工

        側溝工

          76 自由勾配側溝(1) 縦断用 500×500

          77 自由勾配側溝(1) 横断用 500×500

          78 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置 W=0.5m

          79 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置(1) W=0.5m

          80 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置(2) W=0.6m

        作業土工

          81 床掘

          82 埋戻し

          83 基面整正

          84 土砂運搬 施工場所～処分場

        処分費

8



 積算内訳表  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

9.00 2,500 22,500

ｍ３

1,519,446

1,519,446

971,496

99.00 7,139.00 706,761

ｍ

25.00 7,407 185,175

ｍ２

3.00 26,520 79,560

ｍ３

547,950

39.00 14,050 547,950

ｍ

29,993

29,993

29,993

103.00 291.20 29,993

ｍ

430,468

430,468

430,468

79.00 1,162 91,798

ｍ２

20.00 8,181 163,620

ｍ２

9.00 19,450 175,050

          85 残土処分

    防護柵工

      路側防護柵工

        路側防護柵

          86 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　C種（転落防止柵兼用）

          87 型枠

          88 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-8-40(BB)　W/C=60%以下

        境界ﾌｪﾝｽ

          89 境界ﾌｪﾝｽ設置 H=1800＠2000

    道路付属施設工

      区画線工

        溶融式区画線

          90 路面標識 白色、実線、W=15㎝ 溶融式

    道路付属施設工

      道路付属施設工

        道路付属施設工

          91 基礎砕石 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t=10㎝

          92 張りｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

          93 張りｺﾝｸﾘｰﾄ打設 18N-8-40(BB)　W/C=60%以下
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 積算内訳表  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

ｍ３

4,063,729

4,063,729

4,063,729

4,063,729

912,000

1.00 912,000.00 912,000

回

3,151,729

1.00 3,151,729.00 3,151,729

式

共通仮設費(積上）

  共通仮設

    共通仮設費

      運搬費

        重建設機械分解組立費

          94 重建設機械分解組立輸送

        仮設材運搬費

          95 仮設材等運搬
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 総括表  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

98,751,106

13,123,928 ＋ 34,164,978 47,288,906

4,063,729 ＋ 8,557,027 ＋ 503,172 13,123,928

4,063,729

94,448,423 × 9.06% (6.97% × 1.3) 8,557,027

91,485,890 × 0.55% 503,172

107,572,351 × 31.76% (26.47% × 1.2) 34,164,978

98,751,106 ＋ 47,288,906 146,040,012

141,737,329 × 14.75% (14.75% × 1.00) 20,906,256

141,737,329 × 0.04% 56,694

146,040,012 ＋ 20,906,256 ＋ 56,694 167,002,962

167,002,962 × 10.00% 16,700,296

167,002,962 ＋ 16,700,296 183,703,258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
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 単価表・施工パッケージ  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

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 1.000 275.7 275.7

275.7 275.7

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：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：土等運搬　施工場所～仮置き場 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 395.8 395.8

395.8 395.8

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：4   

名称：整地　仮置き場 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 113.3 113.3

113.3 113.3

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

土等運搬 施工場所～仮置き場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

整地 仮置き場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

1



 単価表・施工パッケージ  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

番号：5   

名称：埋戻し　 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 463.8 463.8

463.8 463.8

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：6   

名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　仮置き場 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 193.8 193.8

193.8 193.8

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：7   

名称：土砂運搬(1)　仮置き場～施工場所 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 395.8 395.8

395.8 395.8

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：8   

名称：土砂運搬(2)　施工場所～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 1.000 949.8 949.8

949.8 949.8

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

埋戻し

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

積込(ﾙｰｽﾞ) 仮置き場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土砂運搬(1) 仮置き場～施工場所

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土砂運搬(2) 施工場所～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

番号：9   

名称：残土処分　 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 2,500 2,500

2,500 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

番号：10   

名称：材料費　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型水路 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 103.000 200,000.00 20,600,000

個 103.000 206,000.00 21,218,000

41,818,000.00 41,818,000

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：11   

名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(1)　H=3.4m 10m当り（10ｍ）

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

人 1.500 25,100.00 37,650

人 1.500 23,100.00 34,650

人 5.000 20,480.00 102,400

日 1.500 79,500.00 119,250

％ 5.000 293,950.00 14,650

30,860.00 308,600

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

残土処分

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型水路 H=3400　L=1.000m

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型水路 H=3600　L=1.000m

合　　計 作業能力：1.00式

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［油圧伸縮ジブ型］ ５０ｔ吊

諸雑費(率＋まるめ) 全体の％

合　　計 作業能力：10.00ｍ
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 単価表・施工パッケージ  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

番号：12   

名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(2)　H=3.6m 10m当り（10ｍ）

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

人 1.500 25,100.00 37,650

人 1.500 23,100.00 34,650

人 5.000 20,480.00 102,400

日 1.500 79,500.00 119,250

％ 5.000 293,950.00 14,650

30,860.00 308,600

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

番号：13   

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

番号：14   

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 17,780 17,780

17,780 17,780

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［油圧伸縮ジブ型］ ５０ｔ吊

諸雑費(率＋まるめ) 全体の％

合　　計 作業能力：10.00ｍ

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

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
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番号：15   

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：16   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(1)　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 19,780 19,780

19,780 19,780

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：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(2)　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 19,780 19,780

19,780 19,780

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：18   

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

ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(1) 24N-12-25(BB)　W/C=55%以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(2) 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
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番号：19   

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 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：20   

名称：木柵設置　松丸太　末口9㎝、H=1.8ｍ 100ｍ当り

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

本 51.000 580.00 29,580

人 8.200 20,480.00 167,936

ｍ 860.000 20.80 17,888

人 9.500 20,480.00 194,560

％ 10.000 362,496.00 36,236

4,462.00 446,200

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：21   

名称：路盤　RC-40 t=30㎝ 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 1,182 1,182

1,182 1,182

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 t=10㎜ 瀝青繊維質目地板

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

木材 くい丸太 (長さ)1.8m×(末口径)9㎝

普通作業員

有刺鉄線 2種 ♯14 2.0×75㎜

普通作業員

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：100.00ｍ

路盤 RC-40 t=30㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：22   

名称：鋼矢板賃料　Ⅲ型　H=10.0m/枚 1枚当り

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

ｔ 0.600 5,520.00 3,312

ｔ 0.600 12,600.00 7,560

式 1.000 10,872.00 8

10,880.00 10,880

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：23   

名称：山留材賃料　H-200×200×8×12 1ｔ当り

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

ｔ 1.000 5,520.00 5,520

ｔ 1.000 8,295.00 8,295

式 1.000 13,815.00 5

13,820.00 13,820

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

鋼矢板賃料 Ⅲ型 90日（3ヵ月）以内

鋼矢板　修理費及び損耗費

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00枚

H形鋼賃料 H200型

Ｈ形鋼　修理費及び損耗費

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｔ
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番号：24   

名称：鋼矢板打込　Ⅲ型 H=10.0m/枚 10枚当り

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

人 0.345 25,100.00 8,659

人 0.690 24,990.00 17,243

人 0.345 20,480.00 7,065

日 0.345 132,600.00 45,747

％ 19.000 78,714.00 14,946

9,366.00 93,660

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：鋼矢板引抜　Ⅲ型 H=10.0m/枚 10枚当り

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

人 0.200 25,100.00 5,020

人 0.400 24,990.00 9,996

人 0.200 20,480.00 4,096

日 0.200 132,600.00 26,520

％ 18.000 45,632.00 8,208

5,384.00 53,840

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

普通作業員

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：10.00枚

土木一般世話役

とび工

普通作業員

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：10.00枚
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番号：26   

名称：仮設材設置･撤去　H200型 10t当り（10ｔ）

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

人 2.270 25,100.00 56,977

人 6.360 23,100.00 146,916

人 3.180 20,480.00 65,126

日 3.180 39,500.00 125,610

％ 5.000 269,019.00 13,371

40,800.00 408,000

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：27   

名称：ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去　口径150mm 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

人 0.500 25,100.00 12,550

人 0.100 23,100.00 2,310

人 2.000 20,480.00 40,960

日 0.500 44,020.00 22,010

式 1.000 77,830.00 0

77,830.00 77,830

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

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［油圧伸縮ジブ型］ １６ｔ吊

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の％

合　　計 作業能力：10.00ｔ

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00箇所
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番号：28   

名称：ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　口径150mm 1日当り

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

人 0.140 23,100.00 3,234

日 1.000 502.00 502

日 1.000 5,264.00 5,264

％ 3.000 9,000.00 270

9,270.00 9,270

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：アスファルト舗装版切断　t=5cm 1ｍ当り

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

ｍ 1.000 550.3 550.3

550.3 550.3

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：30   

名称：アスファルト舗装版撤去・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 1.000 531.5 531.5

531.5 531.5

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

特殊作業員

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

発動発電機運転

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：1.00日

アスファルト舗装版切断 t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ

アスファルト舗装版撤去・積込 t=15cm以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：31   

名称：アスファルト殻運搬　施工箇所～再資源化施設 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 1,235 1,235

1,235 1,235

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：既設ﾌｪﾝｽ撤去　 100m当り（100ｍ）

　　　　　　　　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 2.000 23,100.00 46,200

人 8.000 20,480.00 163,840

％ 3.000 235,140.00 6,960

2,421.00 242,100

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：33   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込　既設ﾌｪﾝｽ基礎・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 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 9,713.00 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

アスファルト殻運搬 施工箇所～再資源化施設

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

諸雑費(率＋まるめ) 全体の％

合　　計 作業能力：100.00ｍ

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
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番号：34   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬　施工箇所～再資源化施設 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 1,853 1,853

1,853 1,853

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：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込　L型擁壁、U型側溝 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 19,500.00 19,500

式 1.000 19,500.00 0

19,500.00 19,500

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

番号：36   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬　施工箇所～再資源化施設 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 4,322 4,322

4,322 4,322

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：37   

名称：処分費(t)　 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

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～再資源化施設

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

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

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～再資源化施設

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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 単価表・施工パッケージ  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

番号：38   

名称：処分費(t)　 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：39   

名称：処分費(t)　 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 1,224.00 122,400

1,224.00 122,400

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

処分費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

合　　計 作業能力：100.00ｔ

処分費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

合　　計 作業能力：100.00ｔ
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 単価表・施工パッケージ  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

番号：40   

名称：既設PHC杭撤去　Φ440-300 L=13.0m 10本当り

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

人 3.850 25,100.00 96,635

人 7.700 24,990.00 192,423

人 3.850 23,100.00 88,935

人 3.850 20,480.00 78,848

日 3.850 198,500.00 764,225

日 3.850 48,170.00 185,454

日 3.850 100,700.00 387,695

日 0.910 86,420.00 78,642

％ 45.000 1,794,215.00 807,143

268,000.00 2,680,000

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：41   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し・積込　PHC杭 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 19,500.00 19,500

式 1.000 19,500.00 0

19,500.00 19,500

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

3点支持式杭打機運転 [単式・直結三点式]出力55kw 径450～1,000
㎜  ﾘｰﾀﾞｰ長18～21m

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 排対2次 山積0.45(平積0.35)m3

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 排対1次 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t
吊

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機運転 0.45(0.35)m3賃料 549～981kN

諸雑費(率＋まるめ) 全体の％

合　　計 作業能力：10.00本

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
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 単価表・施工パッケージ  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

番号：42   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬　施工箇所～再資源化施設 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 4,322 4,322

4,322 4,322

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：材料費　砂(PHC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

番号：44   

名称：処分費(t)　 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 1,224.00 122,400

1,224.00 122,400

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：45   

名称：埋戻し　 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 3,347 3,347

3,347 3,347

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

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～再資源化施設

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

砂 再生砂

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

合　　計 作業能力：100.00ｔ

埋戻し

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

番号：46   

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 1.000 300.5 300.5

300.5 300.5

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：47   

名称：土砂運搬　施工場所～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 1.000 949.8 949.8

949.8 949.8

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：48   

名称：残土処分　 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 2,500 2,500

2,500 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

番号：49   

名称：路体盛土　 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

掘削

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土砂運搬 施工場所～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

残土処分

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

路体盛土

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

番号：50   

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：51   

名称：路床改良　Fe石灰処理、t=350 1ｍ２当り

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

ｍ２ 1.000 977.3 977.3

977.3 977.3

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：52   

名称：下層路盤　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　t=15cm 1ｍ２当り

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

ｍ２ 1.000 589.7 589.7

589.7 589.7

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：53   

名称：上層路盤　再生粒度調整砕石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 1.000 521.6 521.6

521.6 521.6

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

基面整正

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

路床改良 Fe石灰処理、t=350

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　t=15cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

上層路盤 再生粒度調整砕石RM-25　t=10㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

17



 単価表・施工パッケージ  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

番号：54   

名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 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 1,626 1,626

1,626 1,626

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：路床改良　Fe石灰処理、t=350 1ｍ２当り

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

ｍ２ 1.000 977.3 977.3

977.3 977.3

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：56   

名称：下層路盤　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　t=15cm 1ｍ２当り

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

ｍ２ 1.000 589.7 589.7

589.7 589.7

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：57   

名称：上層路盤　再生粒度調整砕石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 1.000 521.6 521.6

521.6 521.6

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

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

路床改良 Fe石灰処理、t=350

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　t=15cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

上層路盤 再生粒度調整砕石RM-25　t=10㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

番号：58   

名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 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 1,626 1,626

1,626 1,626

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：路盤　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　t=10cm 1ｍ２当り

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

ｍ２ 1.000 468.6 468.6

468.6 468.6

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：60   

名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 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 1,626 1,626

1,626 1,626

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：ﾊﾞｯｸﾎｳ混合(1)　添加量90kg/m3 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 5,587 5,587

5,587 5,587

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

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　t=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

ﾊﾞｯｸﾎｳ混合(1) 添加量90kg/m3

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

番号：62   

名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ混合(2)　添加量100kg/m3 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 7,185 7,185

7,185 7,185

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：材料費　 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 13.000 55,300.00 718,900

個 1.000 66,700.00 66,700

個 4.000 65,100.00 260,400

1,046,000.00 1,046,000

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：64   

名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置　 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 11,040 11,040

11,040 11,040

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：止水ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　18N-8-25(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

ﾊﾞｯｸﾎｳ混合(2) 添加量100kg/m3

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

プレキャスト擁壁 1750型 L=2.000m

プレキャスト擁壁 1750型 L=1.586m

プレキャスト擁壁 2000型 L=2.000m

合　　計 作業能力：1.00式

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置

合　　計 作業能力：1.00ｍ

止水ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 18N-8-25(BB)　W/C=60%以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

番号：66   

名称：裏込砕石　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40 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 6,525 6,525

6,525 6,525

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：67   

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 1.000 275.7 275.7

275.7 275.7

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：68   

名称：埋戻し　 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 1,720 1,720

1,720 1,720

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：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

裏込砕石 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC40

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

床掘

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

埋戻し

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

基面整正

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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 単価表・施工パッケージ  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

番号：70   

名称：土砂運搬(1)　施工場所～仮置き場 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 395.8 395.8

395.8 395.8

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：71   

名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　仮置き場 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 193.8 193.8

193.8 193.8

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：72   

名称：土砂運搬(2)　仮置き場～施工場所 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 395.8 395.8

395.8 395.8

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：73   

名称：土砂運搬(3)　施工場所～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 1.000 949.8 949.8

949.8 949.8

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

土砂運搬(1) 施工場所～仮置き場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

積込(ﾙｰｽﾞ) 仮置き場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土砂運搬(2) 仮置き場～施工場所

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

土砂運搬(3) 施工場所～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

番号：74   

名称：残土処分　 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 2,500 2,500

2,500 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

番号：75   

名称：重力式擁壁　 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 43,820 43,820

43,820 43,820

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：自由勾配側溝(1)　縦断用 500×500 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 18,000.00 90,000

ｍ３ 0.265 12,750.00 3,378

ｍ３ 0.706 13,650.00 9,636

ｍ３ 0.888 1,900.00 1,687

式 1.000 158,371.00 29

15,840.00 158,400

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

残土処分

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

重力式擁壁

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

自由勾配側溝 縦断用 500×500

生コンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し

生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) W/C=60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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番号：77   

名称：自由勾配側溝(1)　横断用 500×500 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 84,400.00 422,000

ｍ３ 0.782 13,650.00 10,674

ｍ３ 1.476 1,900.00 2,804

ｍ３ 0.265 12,750.00 3,378

式 1.000 492,526.00 74

49,260.00 492,600

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

番号：78   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋設置　W=0.5m 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 2,710.00 271,000

式 1.000 351,200.00 0

3,512.00 351,200

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

自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

自由勾配側溝 横断用 500×500

生コンクリート 18-8-40(高炉) W/C=60以下

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

生コンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：10.00ｍ

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
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番号：79   

名称：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置(1)　W=0.5m 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 14,300.00 1,430,000

式 1.000 1,510,200.00 800

15,110.00 1,511,000

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：80   

名称：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置(2)　W=0.6m 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

番号：81   

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 1,894 1,894

1,894 1,894

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 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　W=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

床掘

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：82   

名称：埋戻し　 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 3,347 3,347

3,347 3,347

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：83   

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：84   

名称：土砂運搬　施工場所～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 1.000 949.8 949.8

949.8 949.8

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：85   

名称：残土処分　 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 2,500 2,500

2,500 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

埋戻し

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

基面整正

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

土砂運搬 施工場所～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

残土処分

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

26



 単価表・施工パッケージ  令和3年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事     

番号：86   

名称：ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　C種（転落防止柵兼用） 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 7,139.00 7,139

式 1.000 7,139.00 0

7,139.00 7,139

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：87   

名称：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：88   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ　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

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

型枠

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-8-40(BB)　W/C=60%以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：89   

名称：境界ﾌｪﾝｽ設置　H=1800＠2000 100ｍ当り

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

ｍ 100.000 9,130.00 913,000

ｍ２ 4.590 1,162 5,333

個 51.000 1,050.00 53,550

人 11.300 23,100.00 261,030

人 1.500 20,480.00 30,720

人 2.700 25,100.00 67,770

時間 5.200 6,440.00 33,488

％ 3.000 1,364,891.00 40,109

14,050 1,405,000

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：90   

名称：路面標識　白色、実線、W=15㎝ 溶融式 1000ｍ当り

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

ｍ 1,000.000 176.00 176,000

ｋｇ 570.000 162.00 92,340

ｋｇ 25.000 150.00 3,750

ｋｇ 25.000 350.00 8,750

Ｌ 44.000 112.00 4,928

％ 5.000 109,768.00 5,432

291.20 291,200

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

鋼製金網柵 境界ﾌｪﾝｽH=1800＠2000

基礎砕石

ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×450

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：100.00ｍ

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）

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ
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番号：91   

名称：基礎砕石　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 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 1,162 1,162

1,162 1,162

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：92   

名称：張りｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　 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：93   

名称：張りｺﾝｸﾘｰﾄ打設　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 19,450 19,450

19,450 19,450

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

基礎砕石 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t=10㎝

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

張りｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

張りｺﾝｸﾘｰﾄ打設 18N-8-40(BB)　W/C=60%以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：94   

名称：重建設機械分解組立輸送　 1回当り

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

人 5.500 23,100.00 127,050

日 1.500 43,300.00 64,950

％ 375.000 192,000.00 720,000

式 1.000 912,000.00 0

912,000.00 912,000

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：95   

名称：仮設材等運搬　 1式当り

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

式 1.000 2,188,879.00 2,188,879

式 1.000 962,850.00 962,850

3,151,729.00 3,151,729

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

特殊作業員

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

運搬費等率

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00回

貨物自動車運賃

積込み・取卸し費用

合　　計 作業能力：1.00式
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