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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

99,639,337

33,030,830

33,030,830

2,148,796

760,716

1,200.00 225.4 270,480

ｍ３

150.00 297.6 44,640

ｍ３

389.00 409.6 159,334

ｍ２

12.00 700.2 8,402

ｍ２

600.00 347.5 208,500

ｍ３

600.00 115.6 69,360

ｍ３

1,388,080

70.00 3,358 235,060

ｍ３

10.00 5,374 53,740

ｍ３

510.00 1,728 881,280

ｍ３

80.00 2,725 218,000

ｍ３

3,664,832

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(1)

          2 床掘(2)

          3 基面整正(1)

          4 基面整正(2)

          5 土砂運搬 施工箇所～土砂仮置場

          6 整地 土砂仮置場内

        埋戻し工

          7 埋戻し(1)-1 上記以外（小規模）

          8 埋戻し(1)-2 上記以外（小規模）

          9 埋戻し(2)-1 1.0m≦W＜4.0m

          10 埋戻し(2)-2 1.0m≦W＜4.0m

      側溝工
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

2,360,080

30.00 19,690 590,700

ｍ

61.00 22,060 1,345,660

ｍ

2.00 12,100 24,200

ｍ

8.00 22,880 183,040

ｍ

8.00 27,060 216,480

ｍ

1,304,752

44.00 1,160 51,040

ｍ２

28.00 1,760 49,280

ｍ２

20.00 7,407 148,140

ｍ２

13.00 12,670 164,710

ｍ２

7.00 26,520 185,640

ｍ３

4.00 70,770 283,080

ｍ３

57.00 3,926 223,782

ｍ

35.00 5,688 199,080

ｍ

1,013,578

1,013,578

        側溝工

          11 管渠型側溝据付(1)

          12 管渠型側溝据付(2)

          13 重圧管設置(1) φ300

          14 重圧管設置(2)-1 φ600

          15 重圧管設置(2)-2 φ600

        Ｌ型側溝

          16 基礎砕石工(1) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　t=10cm

          17 基礎砕石工(2) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　t=10cm

          18 型枠(1)

          19 型枠(2)

          20 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(1) 18N-8-40(BB)　W/C=60%以下

          21 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(2) 18N-8-40(BB)　W/C=60%以下

          22 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)

          23 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)

      排水工

        自由勾配側溝
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

20.00 1,160 23,200

ｍ２

1.00 21,650 21,650

ｍ３

6.00 8,181 49,086

ｍ２

3.00 22,030 66,090

ｍ３

0.14 166,400.00 23,296

ｔ

41.00 17,000.00 697,000

ｍ

32.00 2,626.00 84,032

枚

8.00 6,153.00 49,224

枚

648,623

636,023

1.00 46,220 46,220

箇所

2.00 59,880 119,760

箇所

1.00 115,500 115,500

箇所

3.00 27,710.00 83,130

枚

1.00 28,170.00 28,170

枚

2.00 11,970 23,940

基

4.00 18,360 73,440

基

          24 基礎砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　t=10cm

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

          26 張出ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

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

          28 鉄筋加工・組立 SD345　D13

          29 自由勾配側溝設置 300×600（片土圧ﾀｲﾌﾟ）

          30 蓋設置(1) 蓋版

          31 蓋設置(2) 集水蓋版

      集水桝工・ﾏﾝﾎｰﾙ工

        集水桝工

          32 街渠桝設置(1) 300×700×600

          33 街渠桝設置(2)-1 300×700×1000

          34 街渠桝設置(2)-2 300×700×1000

          35 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置(1) T-25

          36 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置(2) T-25

          37 ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(1) 0号

          38 ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(2) 0号
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

1.00 3,590.00 3,590

式

4.00 8,495 33,980

基

1.00 17,330.00 17,330

ｍ３

2.00 26,240.00 52,480

ｍ３

1.00 4,320 4,320

ｍ３

2.00 1,613 3,226

ｍ３

2.00 234.7 469

ｍ３

2.00 4,320 8,640

ｍ３

1.00 8,440.00 8,440

式

19.00 129.9 2,468

ｍ

23.00 222 5,106

ｍ

1.00 2,317 2,317

回

1.00 1,180 1,180

回

1.00 2,317 2,317

回

12,600

4.00 3,000.00 12,000

ｍ３

0.10 6,000.00 600

ｍ３

          39 材料費 調整ﾘﾝｸﾞ

          40 ﾏﾝﾎｰﾙ設置 1号

          41 ﾏﾝﾎｰﾙ取壊し(1) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          42 ﾏﾝﾎｰﾙ取壊し(2) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

          43 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～処分場

          44 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 施工箇所～仮置場

          45 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込 仮置場

          46 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(3) 仮置場～処分場

          47 材料費 閉塞ｷｬｯﾌﾟ

          48 VU管撤去(1) φ150

          49 VU管撤去(2) φ150

          50 VU管積込み・運搬(1) 施工箇所～処分場

          51 VU管積込み・運搬(2) 施工箇所～仮置場

          52 VU管積込み・運搬(3) 仮置場～処分場

        処分費

          53 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費

          54 VU管処分費
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

15,596,241

15,119,871

1.00 10,982,920.00 10,982,920

式

154.00 8,052.00 1,240,008

ｍ

2.00 7,354.00 14,708

ｍ

2.00 7,211.00 14,422

ｍ

1.00 4,417.00 4,417

ｍ

240.00 1,271 305,040

ｍ２

8.00 4,138 33,104

ｍ２

12.00 17,800 213,600

ｍ３

26.00 8,181 212,706

ｍ２

18.00 19,850 357,300

ｍ３

1.29 164,300.00 211,947

ｔ

0.79 166,400.00 131,456

ｔ

9.00 1,907 17,163

ｍ２

14.00 6,487 90,818

ｍ３

120.00 7,407 888,840

ｍ２

      付替水路工

        付替水路工

          55 材料費 足掛金物、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型水路

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

          57 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(2) L1846×B2200×H1400

          58 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(3) L1797×B2200×H1400

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

          60 基礎砕石 RC-40、t=150

          61 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

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

          63 ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

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

          65 鉄筋加工・組立(1) SD345　D16

          66 鉄筋加工・組立(2) SD345　D13

          67 目地材設置(1) t=10mm　瀝青繊維質目地板

          68 ｻｲﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ RC-40

          69 嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ型枠
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

11.00 28,010 308,110

ｍ３

0.16 166,400.00 26,624

ｔ

1.00 1,907 1,907

ｍ２

14.00 766.5 10,731

ｍ２

16.00 563.8 9,020

孔

10.00 4,503.00 45,030

袋

476,370

402.00 1,185.00 476,370

ｍ２

9,958,760

3,799,460

57.00 20,520.00 1,169,640

ｔ

87.00 18,900.00 1,644,300

枚

87.00 10,300.00 896,100

枚

1.00 89,420.00 89,420

回

6,159,300

214.00 12,810.00 2,741,340

人日

156.00 21,910.00 3,417,960

人日

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

          71 鉄筋加工・組立(3) SD345　D13

          72 目地材設置(2) t=10mm　瀝青繊維質目地板

          73 吸出防止ﾏｯﾄ設置 t=10mm　300×300　合成不織布

          74 削孔 φ28mm、L=50mm、足掛金物用

          75 端部処理 大型土のう

        安定処理工

          76 安定処理

      仮設工

        仮土留工

          77 鋼矢板賃料 SP-Ⅲ型　L=11.0m

          78 鋼矢板圧入 SP-Ⅲ型　L=11.0m

          79 鋼矢板引抜 SP-Ⅲ型　L=11.0m

          80 油圧式杭圧入引抜機据付･解体

        交通管理工

          81 交通誘導警備員(1)

          82 交通誘導警備員(2)
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

28,099,649

6,784,356

1,734,132

55,988

40.00 760.8 30,432

ｍ

22.00 760.8 16,737

ｍ

16.00 551.2 8,819

ｍ

1,244,644

840.00 750.3 630,252

ｍ２

29.00 750.3 21,758

ｍ２

585.00 534.8 312,858

ｍ２

85.00 964.9 82,016

ｍ３

85.00 234.7 19,949

ｍ３

85.00 1,584 134,640

ｍ３

23.00 1,877 43,171

ｍ３

433,500

255.00 1,700.00 433,500

ｔ

  【北側道路】

    構造物撤去工

      舗装取壊し工

        舗装版切断工

          83 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(1) 車道舗装　t=10cm

          84 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2)-1 歩道舗装　t=4cm

          85 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2)-2 歩道舗装　t=4cm

        舗装取壊し工

          86 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装破砕・積込(1) 車道舗装　t=10cm

          87 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装破砕・積込(2)-1 歩道舗装　t=4cm

          88 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装破砕・積込(2)-2 歩道舗装　t=4cm

          89 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1) 施工箇所～仮置場

          90 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込 仮置場

          91 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2) 仮置場～処分場

          92 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(3) 施工箇所～処分場

        処分費

          93 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

5,050,224

4,611,724

17.00 14,600.00 248,200

ｍ３

132.00 26,240.00 3,463,680

ｍ３

17.00 1,303 22,151

ｍ３

17.00 234.7 3,989

ｍ３

17.00 3,504 59,568

ｍ３

132.00 1,613 212,916

ｍ３

132.00 234.7 30,980

ｍ３

132.00 4,320 570,240

ｍ３

438,500

17.00 2,500.00 42,500

ｍ３

132.00 3,000.00 396,000

ｍ３

829,606

829,606

771,975

1,000.00 305.4 305,400

ｍ３

      排水構造物撤去工

        排水構造物撤去工

          94 無筋構造物取壊し

          95 鉄筋構造物取壊し

          96 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～仮置場

          97 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込 仮置場

          98 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 仮置場～処分場

          99 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～仮置場

          100 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込 仮置場

          101 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 仮置場～処分場

        処分費

          102 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費

          103 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費

    空港土工

      作業土工

        土砂掘削工

          104 掘削
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

1,010.00 347.5 350,975

ｍ３

1,000.00 115.6 115,600

ｍ３

41,029

7.00 5,447 38,129

ｍ３

4.00 725.1 2,900

ｍ３

16,602

3.00 5,534 16,602

ｍ３

12,003,310

6,197,756

1,981,824

1.00 1,859,924.00 1,859,924

式

240.00 306.8 73,632

ｍ３

110.00 438.8 48,268

ｍ３

1,316,356

676.00 581.3 392,958

ｍ２

296.00 749.9 221,970

ｍ２

676.00 670.2 453,055

ｍ２

          105 土砂運搬 施工箇所～土砂仮置場

          106 整地 土砂仮置場内

        路体盛土工

          107 路体盛土(1) B＜2.5

          108 路体盛土(2) 2.5≦B＜4.0

        路床盛土工

          109 路床盛土 B＜2.5

    舗装工

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（本線）

        路床工

          110 材料費 Fe石灰安定処理土

          111 路床置換え(1) 4.0m以上

          112 路床置換え(2) 4.0m以上

        路盤工

          113 下層路盤(1) RC-40　t=15cm

          114 下層路盤(2) RC-40　t=15cm

          115 上層路盤(1) RM-25　t=15cm
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

296.00 839.1 248,373

ｍ２

2,899,576

676.00 1,463 988,988

ｍ２

296.00 1,629 482,184

ｍ２

676.00 1,419 959,244

ｍ２

296.00 1,585 469,160

ｍ２

2,250,374

860,126

285.00 1,165 332,025

ｍ２

177.00 1,503 266,031

ｍ２

285.00 509.9 145,321

ｍ２

177.00 659.6 116,749

ｍ２

1,390,248

285.00 1,463 416,955

ｍ２

177.00 1,629 288,333

ｍ２

285.00 1,419 404,415

ｍ２

177.00 1,585 280,545

ｍ２

          116 上層路盤(2) RM-25　t=15cm

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

          117 基層(1) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

          118 基層(2) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

          119 表層(1) 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

          120 表層(2) 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（取付道路）

        路盤工

          121 下層路盤(1) RC-40　t=30cm

          122 下層路盤(2) RC-40　t=30cm

          123 上層路盤(1) RM-30　t=10cm

          124 上層路盤(2) RM-30　t=10cm

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

          125 基層(1) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

          126 基層(2) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

          127 表層(1) 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

          128 表層(2) 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

1,770,565

929,961

534.00 827.2 441,724

ｍ２

29.00 1,228 35,612

ｍ２

534.00 784.4 418,869

ｍ２

29.00 1,164 33,756

ｍ２

840,604

534.00 1,475 787,650

ｍ２

29.00 1,826 52,954

ｍ２

566,583

204,000

117.00 902.1 105,545

ｍ２

117.00 841.5 98,455

ｍ２

362,583

117.00 1,572 183,924

ｍ２

117.00 1,527 178,659

ｍ２

1,218,032

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）

        路盤工

          129 ﾌｨﾙﾀｰ層(1) 砂　t=7cm

          130 ﾌｨﾙﾀｰ層(2) 砂　t=7cm

          131 路盤(1) RC-40　t=10cm

          132 路盤(2) RC-40　t=10cm

        透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

          133 表層(1) 開粒度ｱｽｺﾝ　t=4cm

          134 表層(2) 開粒度ｱｽｺﾝ　t=4cm

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）（車両乗入部Ⅱ型）

        路盤工

          135 下層路盤 RC-40　t=15cm

          136 上層路盤 RM-25　t=10cm

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

          137 基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

          138 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道）（車両乗入部Ⅲ型）
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

355,300

188.00 902.1 169,594

ｍ２

188.00 987.8 185,706

ｍ２

862,732

188.00 1,572 295,536

ｍ２

188.00 1,490 280,120

ｍ２

188.00 1,527 287,076

ｍ２

1,160,240

1,160,240

1,160,240

28.00 6,192 173,376

ｍ

54.00 10,380 560,520

ｍ

11.00 6,168 67,848

ｍ

27.00 10,360 279,720

ｍ

2.00 8,263 16,526

ｍ

5.00 12,450 62,250

ｍ

2,410,050

        路盤工

          139 下層路盤 RC-40　t=15cm

          140 上層路盤 RM-25　t=15cm

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

          141 基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

          142 中間層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

          143 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

    縁石工

      縁石工

        縁石工

          144 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)-1 標準部

          145 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)-2 標準部

          146 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)-1 乗入部（車両乗入用）

          147 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)-2 乗入部（車両乗入用）

          148 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)-1 切下げ部（車両乗入用）

          149 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)-2 切下げ部（車両乗入用）

    防護柵工
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

2,410,050

2,410,050

55.00 7,209.00 396,495

ｍ

1.00 1,081,380.00 1,081,380

式

81.00 2,506.00 202,986

ｍ

21.00 7,407 155,547

ｍ２

3.00 26,520 79,560

ｍ３

1.00 393,842.00 393,842

式

40.00 2,506.00 100,240

ｍ

292,196

292,196

292,196

260.00 276.20 71,812

ｍ

95.00 407.70 38,731

ｍ

35.00 867.70 30,369

ｍ

13.00 294.90 3,833

ｍ

18.00 632.30 11,381

ｍ

      防護柵工

        路側防護柵工

          150 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(1) Gr-C-4E　土中式

          151 材料費 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（転落防止兼用型）

          152 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(2) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（転落防止兼用型）

          153 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

          154 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ打設 18N-8-40（BB）　W/C=60%以下

          155 材料費 転落防止柵（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式）

          156 転落防止柵設置 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

    区画線工

      区画線工

        区画線工

          157 路面標識(1)-1 W=15cm　実線

          158 路面標識(1)-2 W=15cm　実線

          159 路面標識(2) W=45cm　実線

          160 路面標識(3) W=15cm　破線

          161 路面標識(4) 文字　15cm換算
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

82.00 306.20 25,108

ｍ

93.00 459.70 42,752

ｍ

15.00 696.60 10,449

ｍ

42.00 987.00 41,454

ｍ

19.00 858.30 16,307

ｍ

1,663,551

1,507,871

1,507,871

79.00 4,747.00 375,013

ｍ２

104.00 2,585.00 268,840

ｍ２

104.00 87.79 9,130

ｍ２

100.00 1,160 116,000

ｍ２

1.00 632,400.00 632,400

式

51.00 2,088.00 106,488

箇所

155,680

155,680

2.00 40,280.00 80,560

基

          162 路面標識(5)-1 ｾﾞﾌﾞﾗ　15cm

          163 路面標識(5)-2 ｾﾞﾌﾞﾗ　15cm

          164 路面標識(6)-1 ｾﾞﾌﾞﾗ　45cm

          165 路面標識(6)-2 ｾﾞﾌﾞﾗ　45cm

          166 路面標識消去 W=15cm　実線

    道路付属施設工

      道路付属施設工

        道路付属物工

          167 張りｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

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

          169 張りｺﾝｸﾘｰﾄ養生

          170 基礎砕石 RC-40　t=10cm

          171 材料費 車線分離標

          172 車線分離標 H=800

      小型標識工

        注意看板

          173 標識柱設置
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

2.00 37,560.00 75,120

基

2,956,340

35,563

13,342

7.00 1,906 13,342

ｍ３

22,221

1.00 2,073.00 2,073

式

6.00 3,358 20,148

ｍ３

2,920,777

2,917,777

1.00 2,457,354.00 2,457,354

式

7.00 45,383.33 317,683

基

3.00 36,880.00 110,640

基

2.00 13,890 27,780

回

1.00 4,320 4,320

ｍ３

3,000

1.00 3,000.00 3,000

ｍ３

          174 標識板設置

    照明工

      作業土工

        土砂掘削工

          175 床掘

        埋戻し工

          176 材料費 再生砂

          177 埋戻し

      照明工

        照明工

          178 材料費

          179 照明灯設置

          180 照明灯撤去

          181 撤去材運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ

          182 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～処分場

        処分費

          183 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

38,508,858

5,009,193

2,339,937

2,022,437

102.00 1,123.00 114,546

ｍ

128.00 866.00 110,848

ｍ

109.00 9,873.00 1,076,157

ｍ３

16.00 14,600.00 233,600

ｍ３

1.00 14,600.00 14,600

ｍ３

109.00 3,504 381,936

ｍ３

18.00 1,303 23,454

ｍ３

18.00 234.7 4,224

ｍ３

18.00 3,504 63,072

ｍ３

317,500

127.00 2,500.00 317,500

ｍ３

2,669,256

82,437

  【北側道路（暫定）】

    構造物撤去工

      構造物取壊し工

        構造物取壊し工

          184 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-C-4E　土中式

          185 転落防止柵撤去 土中式

          186 水路壁撤去 無筋構造物

          187 側溝撤去 無筋構造物

          188 縁石撤去 無筋構造物

          189 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～処分場

          190 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 施工箇所～仮置場

          191 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込 仮置場

          192 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(3) 仮置場～処分場

        処分費

          193 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費

      舗装取壊し工

        舗装版切断工
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

57.00 760.8 43,365

ｍ

26.00 760.8 19,780

ｍ

35.00 551.2 19,292

ｍ

1,925,519

1,290.00 750.3 967,887

ｍ２

377.00 750.3 282,863

ｍ２

435.00 534.8 232,638

ｍ２

144.00 964.9 138,945

ｍ３

144.00 234.7 33,796

ｍ３

144.00 1,584 228,096

ｍ３

22.00 1,877 41,294

ｍ３

661,300

389.00 1,700.00 661,300

ｔ

581,533

581,533

537,546

880.00 305.4 268,752

ｍ３

          194 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(1) 車道舗装　ｔ=10cm

          195 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2) 歩道舗装　t=4cm

          196 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(3) 県道擦り付け部舗装　t=5cm

        舗装取壊し工

          197 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(1) 車道舗装　ｔ=10cm

          198 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(2) 歩道舗装　t=4cm

          199 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(3) 県道擦り付け部舗装　t=5cm

          200 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1) 施工箇所～仮置場

          201 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込 仮置場

          202 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2) 仮置場～処分場

          203 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(3) 施工箇所～処分場

        処分費

          204 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費

    空港土工

      作業土工

        土砂掘削工

          205 掘削(1)
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

50.00 374.4 18,720

ｍ３

540.00 347.5 187,650

ｍ３

540.00 115.6 62,424

ｍ３

43,987

210.00 201.2 42,252

ｍ３

6.00 289.2 1,735

ｍ３

349,880

349,880

308,565

220.00 784.8 172,656

ｍ２

200.00 632.2 126,440

ｍ２

10.00 946.9 9,469

ｍ２

41,315

427.00 94.31 40,270

ｍ２

11.00 95.01 1,045

ｍ２

15,633,453

7,268,938

          206 掘削(2)

          207 土砂運搬 施工箇所～土砂仮置場

          208 整地 土砂仮置場内

        盛土工

          209 路体盛土(1)

          210 路体盛土(2)

    法面工

      法面整形工

        法面整形

          211 法面整形(1) 切土部

          212 法面整形(2)-1 盛土部

          213 法面整形(2)-2 盛土部

        乳剤散布

          214 乳剤散布(1) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（PK-3）

          215 乳剤散布(2) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（PK-3）

    舗装工

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（車道舗装）
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

2,433,813

1.00 2,298,821.00 2,298,821

式

440.00 306.8 134,992

ｍ３

1,232,625

1,250.00 463.4 579,250

ｍ２

1,250.00 522.7 653,375

ｍ２

3,602,500

1,250.00 1,463 1,828,750

ｍ２

1,250.00 1,419 1,773,750

ｍ２

1,740,995

617,399

236.00 1,777 419,372

ｍ２

236.00 839.1 198,027

ｍ２

1,123,596

236.00 1,629 384,444

ｍ２

236.00 1,547 365,092

ｍ２

236.00 1,585 374,060

ｍ２

        路床工

          216 材料費 Fe石灰安定処理土

          217 路床置換え 4.0m以上

        路盤工

          218 下層路盤 RC-40　t=10cm

          219 上層路盤 RM-25　t=10cm

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

          220 基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

          221 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（県道部舗装）

        路盤工

          222 下層路盤 RC-40　t=40cm

          223 上層路盤 RM-25　t=15cm

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

          224 基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

          225 中間層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

          226 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

5,438,267

3,322,447

1,270.00 1,777 2,256,790

ｍ２

1,270.00 839.1 1,065,657

ｍ２

2,115,820

1,270.00 1,666 2,115,820

ｍ２

1,185,253

618,853

384.00 827.2 317,644

ｍ２

384.00 784.4 301,209

ｍ２

566,400

384.00 1,475 566,400

ｍ２

6,441,407

960,047

210,270

30.00 1,906 57,180

ｍ３

3.00 1,906 5,718

ｍ３

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（県道摺り付け部舗装）

        路盤工

          227 下層路盤 RC-40　t=40cm

          228 上層路盤 RM-25　t=15cm

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

          229 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工（歩道舗装）

        路盤工

          230 ﾌｨﾙﾀｰ層 砂　t=7cm

          231 路盤 RC-40　t=10cm

        透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

          232 表層 開粒度ｱｽｺﾝ　t=4cm

    排水構造物工

      作業土工

        土砂掘削工

          233 床掘(1) 側溝工

          234 床掘(2) 集水桝工
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

4.00 1,906 7,624

ｍ３

440.00 225.4 99,176

ｍ３

180.00 225.4 40,572

ｍ３

749,777

20.00 3,358 67,160

ｍ３

2.00 3,358 6,716

ｍ３

3.00 3,358 10,074

ｍ３

10.00 3,358 33,580

ｍ３

520.00 916.3 476,476

ｍ３

170.00 916.3 155,771

ｍ３

1,820,192

1,820,192

22.00 6,661.00 146,542

ｍ

85.00 19,690 1,673,650

ｍ

307,150

307,090

1.00 44,460 44,460

箇所

          235 床掘(3) 塩ビ管

          236 床掘(4) ﾊｳｴﾙ管（φ1350）

          237 床掘(5) ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ（φ800）

        埋戻し工

          238 埋戻し(1) 側溝工

          239 埋戻し(2) 集水桝工

          240 埋戻し(3) 塩ビ管

          241 埋戻し(4) ﾊｳｴﾙ管（φ1100）

          242 埋戻し(5) ﾊｳｴﾙ管（φ1350）

          243 埋戻し(6) ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ（φ800）

      側溝工

        側溝工

          244 U型側溝

          245 管渠型側溝据付

      集水桝工・ﾏﾝﾎｰﾙ工

        集水桝工

          246 集水桝設置 500×500×600
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

1.00 22,240.00 22,240

枚

1.00 46,220 46,220

箇所

1.00 49,750 49,750

箇所

2.00 27,710.00 55,420

枚

2.00 2,665 5,330

基

1.00 4,248 4,248

基

1.00 55,570.00 55,570

式

2.00 6,593 13,186

基

1.00 10,580 10,580

基

0.02 4,320 86

ｍ３

60

0.02 3,000.00 60

ｍ３

3,354,018

3,354,018

31.00 4,004 124,124

ｍ

1.00 186,576.00 186,576

式

60.00 1,728 103,680

ｍ３

          247 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置 T-2

          248 街渠桝設置(1) 300×700×600

          249 街渠桝設置(2) 300×700×700

          250 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置 T-25

          251 ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(1) 1号

          252 ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(2) 1号

          253 材料費 直壁、調整ﾘﾝｸﾞ

          254 ﾏﾝﾎｰﾙ設置(1) 1号

          255 ﾏﾝﾎｰﾙ設置(2) 1号

          256 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 施工箇所～処分場

        処分費

          257 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費

      管渠工

        暗渠排水管

          258 塩ビ管設置 VUφ300　無孔管

          259 材料費 砂

          260 砂基礎
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

7.00 5,642.00 39,494

ｍ

232.00 5,642.00 1,308,944

ｍ

68.00 23,400 1,591,200

ｍ

10,493,392

4,359,144

4,359,144

119.00 6,554.00 779,926

ｍ

53.00 7,930.00 420,290

ｍ

1.00 601,660.00 601,660

式

31.00 2,506.00 77,686

ｍ

14.00 4,285.00 59,990

ｍ

8.00 7,407 59,256

ｍ２

4.00 12,670 50,680

ｍ２

1.00 26,520 26,520

ｍ３

1.00 70,770 70,770

ｍ３

15.00 2,220.00 33,300

本

1.00 224,640.00 224,640

式

          261 ﾊｳｴﾙ管設置(1) φ1100

          262 ﾊｳｴﾙ管設置(2) φ1350

          263 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ設置 φ800

    付帯施設工

      路側防護柵工

        路側防護柵工

          264 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(1)-1 Gr-C-4E　土中式

          265 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(1)-2 Gr-C-4E　土中式

          266 材料費 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（転落防止兼用型）

          267 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(2)-1 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（転落防止兼用型）

          268 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(2)-2 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（転落防止兼用型）

          269 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ型枠(1)

          270 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ型枠(2)

          271 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ打設(1) 18N-8-40（BB）　W/C=60％以下

          272 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ打設(2) 18N-8-40（BB）　W/C=60％以下

          273 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ設置

          274 材料費 ｶﾞｰﾄﾞﾌﾚｯｸｽ
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

52.00 2,109.00 109,668

枚

1.00 415,100.00 415,100

式

10.00 5,798.00 57,980

ｍ

171.00 7,322.00 1,252,062

ｍ

14.00 8,544.00 119,616

ｍ

1,504,472

19,060

10.00 1,906 19,060

ｍ３

33,580

10.00 3,358 33,580

ｍ３

1,451,832

87.00 6,192 538,704

ｍ

124.00 6,192 767,808

ｍ

14.00 10,380 145,320

ｍ

898,340

57,180

30.00 1,906 57,180

ｍ３

          275 ｶﾞｰﾄﾞﾌﾚｯｸｽ設置

          276 材料費 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

          277 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置

          278 転落防止柵設置(1) 土中式

          279 転落防止柵設置(2) 土中式

      縁石工

        土砂掘削工

          280 床掘

        埋戻し工

          281 埋戻し

        縁石工

          282 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          283 縁石工(A)(1)

          284 縁石工(A)(2)

      擁壁工

        土砂掘削工

          285 床掘
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

67,160

20.00 3,358 67,160

ｍ３

774,000

7.00 38,700 270,900

ｍ３

5.00 38,700 193,500

ｍ３

4.00 38,700 154,800

ｍ３

4.00 38,700 154,800

ｍ３

252,954

252,954

320.00 276.20 88,384

ｍ

110.00 407.70 44,847

ｍ

88.00 294.90 25,951

ｍ

25.00 440.30 11,007

ｍ

50.00 632.30 31,615

ｍ

50.00 1,023.00 51,150

ｍ

3,478,482

63,042

        埋戻し工

          286 埋戻し

        擁壁工

          287 1号重力式擁壁

          288 2号重力式擁壁

          289 3号重力式擁壁

          290 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

      区画線工

        区画線工

          291 路面標識(1)-1 W=15cm　実線

          292 路面標識(1)-2 W=15cm　実線

          293 路面標識(2)-1 W=15cm　破線

          294 路面標識(2)-2 W=15cm　破線

          295 路面標識(3)-1 文字　15cm換算

          296 路面標識(3)-2 文字　15cm換算

      仮設工

        土のう
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 積算内訳表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

14.00 4,503.00 63,042

袋

3,415,440

164.00 12,810.00 2,100,840

人日

60.00 21,910.00 1,314,600

人日

1,853,664

1,853,664

1,853,664

563,864

563,864

1.00 563,864.00 563,864

式

1,289,800

1,289,800

1.00 1,093,000.00 1,093,000

式

1.00 196,800.00 196,800

式

          297 大型土のう

        交通管理工

          298 交通誘導警備員(1)

          299 交通誘導警備員(2)

共通仮設費(積上）

  共通仮設

    共通仮設費

      運搬費

        仮設材運搬費

          300 仮設材等運搬 鋼矢板

          302 投光機 400W×2灯

      安全費

        夜間照明費

          301 投光車 1000KW×4～6灯2t車
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 総括表  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

名　　　　称 規格・形状寸法 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　要

99,639,337

11,548,456 ＋ 36,625,259 48,173,715

1,853,664 ＋ 9,166,819 ＋ 527,973 11,548,456

1,853,664

99,639,337 × 9.20% ((6.87% × 1.3) × 1.03) 9,166,819

97,772,877 × 0.54% 527,973

111,187,793 × 32.94% ((26.39% × 1.2) × 1.04) 36,625,259

99,639,337 ＋ 48,173,715 147,813,052

147,813,052 × 14.65% (14.65% × 1.00) － 4,259 21,650,353

147,813,052 × 0.04% 59,125

-172,530

147,813,052 ＋ 21,650,353 ＋ 59,125 － 172,530 169,350,000

169,350,000 × 10.00% 16,935,000

169,350,000 ＋ 16,935,000 186,285,000

  消費税等相当額

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

    スクラップ

  工事価格

      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年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：1   

名称：床掘(1)　 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 225.4 225.4

225.4 225.4

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：2   

名称：床掘(2)　 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 297.6 297.6

297.6 297.6

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] 直接指定

番号：3   

名称：基面整正(1)　 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：4   

名称：基面整正(2)　 1ｍ２当り

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

ｍ２ 1.000 700.2 700.2

700.2 700.2

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] 直接指定

床掘(1)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

床掘(2)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

基面整正(1)

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

基面整正(2)

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

1



 単価表・施工パッケージ  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：5   

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 1.000 347.5 347.5

347.5 347.5

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：6   

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 1.000 115.6 115.6

115.6 115.6

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：7   

名称：埋戻し(1)-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 3,358 3,358

3,358 3,358

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：埋戻し(1)-2　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 5,374 5,374

5,374 5,374

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] 直接指定

土砂運搬 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

埋戻し(1)-1 上記以外（小規模）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

埋戻し(1)-2 上記以外（小規模）

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年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：9   

名称：埋戻し(2)-1　1.0m≦W＜4.0m 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 1,728 1,728

1,728 1,728

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：埋戻し(2)-2　1.0m≦W＜4.0m 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 2,725 2,725

2,725 2,725

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] 直接指定

番号：11   

名称：管渠型側溝据付(1)　 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 19,690 19,690

19,690 19,690

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：管渠型側溝据付(2)　 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 22,060 22,060

22,060 22,060

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] 直接指定

埋戻し(2)-1 1.0m≦W＜4.0m

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

埋戻し(2)-2 1.0m≦W＜4.0m

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

管渠型側溝据付(1)

合　　計 作業能力：1.00ｍ

管渠型側溝据付(2)

合　　計 作業能力：1.00ｍ
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 単価表・施工パッケージ  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：13   

名称：重圧管設置(1)　φ300 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 12,100 12,100

12,100 12,100

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] 直接指定

番号：14   

名称：重圧管設置(2)-1　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 22,880 22,880

22,880 22,880

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：15   

名称：重圧管設置(2)-2　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 27,060 27,060

27,060 27,060

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] 直接指定

番号：16   

名称：基礎砕石工(1)　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 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

重圧管設置(1) φ300

合　　計 作業能力：1.00ｍ

重圧管設置(2)-1 φ600

合　　計 作業能力：1.00ｍ

重圧管設置(2)-2 φ600

合　　計 作業能力：1.00ｍ

基礎砕石工(1) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　t=10cm

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年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：17   

名称：基礎砕石工(2)　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 1,760 1,760

1,760 1,760

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] 直接指定

番号：18   

名称：型枠(1)　 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：19   

名称：型枠(2)　 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] 直接指定

番号：20   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(1)　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

基礎砕石工(2) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　t=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

型枠(1)

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

型枠(2)

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(1) 18N-8-40(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年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：21   

名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(2)　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 70,770 70,770

70,770 70,770

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] 直接指定

番号：22   

名称：歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)　 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 3,926 3,926

3,926 3,926

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：歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)　 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 5,688 5,688

5,688 5,688

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] 直接指定

番号：24   

名称：基礎砕石　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 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

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(2) 18N-8-40(BB)　W/C=60%以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)

合　　計 作業能力：1.00ｍ

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)

合　　計 作業能力：1.00ｍ

基礎砕石 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　t=10cm

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年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：25   

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：26   

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

番号：27   

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 22,030 22,030

22,030 22,030

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：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 97,000.00 99,910

ｔ 1.000 66,412.50 66,412

式 1.000 166,322.00 78

166,400.00 166,400

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

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

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
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 単価表・施工パッケージ  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：29   

名称：自由勾配側溝設置　300×600（片土圧ﾀｲﾌﾟ） 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 5,400.00 54,000

個 5.000 21,000.00 105,000

ｍ３ 0.424 14,000.00 5,936

ｍ３ 0.281 13,650.00 3,835

ｍ３ 0.636 1,850.00 1,176

式 1.000 169,947.00 53

17,000.00 170,000

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

番号：30   

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 100.000 806.00 80,600

枚 100.000 1,820.00 182,000

式 1.000 262,600.00 0

2,626.00 262,600

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

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（片土圧ﾀｲﾌﾟ）

生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　W/C=55%以下

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

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

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　縦断用 300用　L=500

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３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：31   

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 100.000 333.00 33,300

枚 100.000 5,820.00 582,000

式 1.000 615,300.00 0

6,153.00 615,300

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

番号：32   

名称：街渠桝設置(1)　300×700×600 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 46,220 46,220

46,220 46,220

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：街渠桝設置(2)-1　300×700×1000 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：34   

名称：街渠桝設置(2)-2　300×700×1000 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 1.000 115,500 115,500

115,500 115,500

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] 直接指定

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋　集水桝用 300用　L=500

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00枚

街渠桝設置(1) 300×700×600

合　　計 作業能力：1.00箇所

街渠桝設置(2)-1 300×700×1000

合　　計 作業能力：1.00箇所

街渠桝設置(2)-2 300×700×1000

合　　計 作業能力：1.00箇所
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 単価表・施工パッケージ  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：35   

名称：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置(1)　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 100.000 806.00 80,600

枚 100.000 26,900.00 2,690,000

式 1.000 2,770,600.00 400

27,710.00 2,771,000

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：36   

名称：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置(2)　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 1,268.00 126,800

枚 100.000 26,900.00 2,690,000

式 1.000 2,816,800.00 200

28,170.00 2,817,000

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] 直接指定

番号：37   

名称：ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(1)　0号 1基当り

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

基 1.000 11,970 11,970

11,970 11,970

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

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（受枠含む） T-25　街渠桝蓋

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　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（受枠含む） T-25　街渠桝蓋

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00枚

ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(1) 0号

合　　計 作業能力：1.00基
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 単価表・施工パッケージ  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：38   

名称：ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(2)　0号 1基当り

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

基 1.000 18,360 18,360

18,360 18,360

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] 直接指定

番号：39   

名称：材料費　調整ﾘﾝｸﾞ 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 1.000 3,590.00 3,590

3,590.00 3,590

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：ﾏﾝﾎｰﾙ設置　1号 1基当り

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

基 1.000 8,495 8,495

8,495 8,495

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] 直接指定

番号：41   

名称：ﾏﾝﾎｰﾙ取壊し(1)　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 17,322.30 17,322

式 1.000 17,322.00 8

17,330.00 17,330

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

ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(2) 0号

合　　計 作業能力：1.00基

調整ﾘﾝｸﾞ H=50

合　　計 作業能力：1.00式

ﾏﾝﾎｰﾙ設置 1号

合　　計 作業能力：1.00基

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年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：42   

名称：ﾏﾝﾎｰﾙ取壊し(2)　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 26,231.40 26,231

式 1.000 26,231.00 9

26,240.00 26,240

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] 直接指定

番号：43   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)　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 4,320 4,320

4,320 4,320

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：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)　施工箇所～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 1,613 1,613

1,613 1,613

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] 直接指定

番号：45   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込　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 1.000 234.7 234.7

234.7 234.7

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

鉄筋構造物 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

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 施工箇所～仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込 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３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：46   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(3)　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 4,320 4,320

4,320 4,320

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：材料費　閉塞ｷｬｯﾌﾟ 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 4.000 2,110.00 8,440

8,440.00 8,440

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：VU管撤去(1)　φ150 1ｍ当り

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

ｍ 1.000 129.9 129.9

129.9 129.9

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：49   

名称：VU管撤去(2)　φ150 1ｍ当り

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

ｍ 1.000 222 222

222 222

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] 直接指定

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(3) 仮置場～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

閉塞ｷｬｯﾌﾟ φ150用

合　　計 作業能力：1.00式

VU管撤去(1) φ150

合　　計 作業能力：1.00ｍ

VU管撤去(2) φ150

合　　計 作業能力：1.00ｍ
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 単価表・施工パッケージ  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：50   

名称：VU管積込み・運搬(1)　施工箇所～処分場 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 2,317 2,317

2,317 2,317

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：VU管積込み・運搬(2)　施工箇所～仮置場 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 1,180 1,180

1,180 1,180

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] 直接指定

番号：52   

名称：VU管積込み・運搬(3)　仮置場～処分場 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 2,317 2,317

2,317 2,317

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：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

VU管積込み・運搬(1) 施工箇所～処分場

合　　計 作業能力：1.00回

VU管積込み・運搬(2) 施工箇所～仮置場

合　　計 作業能力：1.00回

VU管積込み・運搬(3) 仮置場～処分場

合　　計 作業能力：1.00回

処分費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

合　　計 作業能力：100.00ｍ３
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 単価表・施工パッケージ  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：54   

名称：VU管処分費　 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 6,000.00 600,000

6,000.00 600,000

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：55   

名称：材料費　足掛金物、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 8.000 2,140.00 17,120

個 77.000 137,000.00 10,549,000

個 1.000 169,000.00 169,000

個 1.000 165,000.00 165,000

個 1.000 82,800.00 82,800

10,982,920.00 10,982,920

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 VU管

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

足掛金物 W300　φ19（現場打ち用）

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型水路 H=1400　L=2.000m

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型水路 H=1400　L=1.846m

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型水路 H=1400　L=1.797m

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型水路 H=1400　L=1.000m

合　　計 作業能力：1.00式
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 単価表・施工パッケージ  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：56   

名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(1)　L2000×B2200×H1400 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 0.480 25,100.00 12,048

人 0.480 23,100.00 11,088

人 1.430 20,480.00 29,286

日 0.480 43,300.00 20,784

％ 10.000 73,206.00 7,314

8,052.00 80,520

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

番号：57   

名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(2)　L1846×B2200×H1400 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 0.440 25,100.00 11,044

人 0.440 23,100.00 10,164

人 1.320 20,480.00 27,033

日 0.430 43,300.00 18,619

％ 10.000 66,860.00 6,680

7,354.00 73,540

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］ ２５ｔ吊

諸雑費(率＋まるめ) 労務費＋機械経費の％

合　　計 作業能力：10.00ｍ

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［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

諸雑費(率＋まるめ) 労務費＋機械経費の％

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年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：58   

名称：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(3)　L1797×B2200×H1400 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 0.430 25,100.00 10,793

人 0.430 23,100.00 9,933

人 1.280 20,480.00 26,214

日 0.430 43,300.00 18,619

％ 10.000 65,559.00 6,551

7,211.00 72,110

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：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置(4)　L1000×B2200×H1400 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 0.280 25,100.00 7,028

人 0.280 23,100.00 6,468

人 0.710 20,480.00 14,540

日 0.280 43,300.00 12,124

％ 10.000 40,160.00 4,010

4,417.00 44,170

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］ ２５ｔ吊

諸雑費(率＋まるめ) 労務費＋機械経費の％

合　　計 作業能力：10.00ｍ

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［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の％

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年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：60   

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 1,271 1,271

1,271 1,271

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：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：62   

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 17,800 17,800

17,800 17,800

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：63   

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

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

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
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 単価表・施工パッケージ  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：64   

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 19,850 19,850

19,850 19,850

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：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 95,000.00 97,850

ｔ 1.000 66,412.50 66,412

式 1.000 164,262.00 38

164,300.00 164,300

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

番号：66   

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 97,000.00 99,910

ｔ 1.000 66,412.50 66,412

式 1.000 166,322.00 78

166,400.00 166,400

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

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

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

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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 単価表・施工パッケージ  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：67   

名称：目地材設置(1)　t=10mm　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：68   

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 6,487 6,487

6,487 6,487

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：嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ型枠　 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：70   

名称：嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ打設　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 28,010 28,010

28,010 28,010

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(1) t=10mm　瀝青繊維質目地板

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

ｻｲﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ RC-40

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ打設 24N-12-20(BB)　W/C=55%以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：71   

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 97,000.00 99,910

ｔ 1.000 66,412.50 66,412

式 1.000 166,322.00 78

166,400.00 166,400

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：72   

名称：目地材設置(2)　t=10mm　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：73   

名称：吸出防止ﾏｯﾄ設置　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 1.000 766.5 766.5

766.5 766.5

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：74   

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 1.000 563.8 563.8

563.8 563.8

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

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(2) t=10mm　瀝青繊維質目地板

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

吸出防止ﾏｯﾄ設置 t=10mm　300×300　合成不織布

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
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番号：75   

名称：端部処理　大型土のう 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 51,010.00 14,180

％ 4.000 19,091.00 759

4,503.00 45,030

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：安定処理　 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 1.000 25,100.00 25,100

人 1.000 23,100.00 23,100

人 1.000 20,480.00 20,480

ｔ 0.037 5,800.00 214

日 1.000 47,010.00 47,010

日 1.000 2,535.00 2,535

式 1.000 118,439.00 61

1,185.00 118,500

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

特殊作業員

普通作業員

大型土のう袋材 Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：10.00袋

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

舗装用石灰石粉 74μm 70%以上 ﾛｰﾘｰ

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 山積0.8（平積0.6）m3・吊能力2.9t

振動ﾛｰﾗ賃料 0.8～1.1t

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：100.00ｍ２
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番号：77   

名称：鋼矢板賃料　SP-Ⅲ型　L=11.0m 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 7,920.00 7,920

ｔ 1.000 12,600.00 12,600

式 1.000 20,520.00 0

20,520.00 20,520

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

番号：78   

名称：鋼矢板圧入　SP-Ⅲ型　L=11.0m 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 0.455 42,910.00 19,524

人 0.455 39,500.00 17,972

人 0.909 42,730.00 38,841

日 0.455 148,000.00 67,340

日 0.455 95,670.00 43,529

％ 1.000 187,206.00 1,794

18,900.00 189,000

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] 直接指定

鋼矢板　賃料 SP-Ⅲ型、180日以内

鋼矢板　修理費及び損耗費

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｔ

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機運転

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：10.00枚
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番号：79   

名称：鋼矢板引抜　SP-Ⅲ型　L=11.0m 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 0.250 42,910.00 10,727

人 0.250 39,500.00 9,875

人 0.500 42,730.00 21,365

日 0.250 148,000.00 37,000

日 0.250 95,670.00 23,917

％ 0.200 102,884.00 116

10,300.00 103,000

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] 直接指定

番号：80   

名称：油圧式杭圧入引抜機据付･解体　 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 0.290 25,100.00 7,279

人 0.290 23,100.00 6,699

人 0.580 24,990.00 14,494

日 0.250 148,000.00 37,000

日 0.300 79,800.00 23,940

式 1.000 89,412.00 8

89,420.00 89,420

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

とび工

油圧式杭圧入引抜機運転

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：10.00枚

土木一般世話役

特殊作業員

とび工

油圧式杭圧入引抜機運転

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00回
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番号：81   

名称：交通誘導警備員(1)　 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 12,810.00 12,810

式 1.000 12,810.00 0

12,810.00 12,810

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：交通誘導警備員(2)　 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] 直接指定

番号：83   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(1)　車道舗装　t=10cm 1ｍ当り

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

ｍ 1.000 760.8 760.8

760.8 760.8

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] 直接指定

番号：84   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2)-1　歩道舗装　t=4cm 1ｍ当り

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

ｍ 1.000 760.8 760.8

760.8 760.8

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] 直接指定

交通誘導警備員Ｂ

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00人日

交通誘導警備員Ｂ

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00人日

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(1) 車道舗装　t=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2)-1 歩道舗装　t=4cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ
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番号：85   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2)-2　歩道舗装　t=4cm 1ｍ当り

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

ｍ 1.000 551.2 551.2

551.2 551.2

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：86   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装破砕・積込(1)　車道舗装　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 1.000 750.3 750.3

750.3 750.3

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] 直接指定

番号：87   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装破砕・積込(2)-1　歩道舗装　t=4cm 1ｍ２当り

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

ｍ２ 1.000 750.3 750.3

750.3 750.3

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] 直接指定

番号：88   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装破砕・積込(2)-2　歩道舗装　t=4cm 1ｍ２当り

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

ｍ２ 1.000 534.8 534.8

534.8 534.8

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

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2)-2 歩道舗装　t=4cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装破砕・積込(1) 車道舗装　t=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装破砕・積込(2)-1 歩道舗装　t=4cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装破砕・積込(2)-2 歩道舗装　t=4cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：89   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1)　施工箇所～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 1.000 964.9 964.9

964.9 964.9

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] 直接指定

番号：90   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込　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 1.000 234.7 234.7

234.7 234.7

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：91   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2)　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 1,584 1,584

1,584 1,584

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：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(3)　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 1,877 1,877

1,877 1,877

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～仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込 仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2) 仮置場～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(3) 施工箇所～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：93   

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

番号：94   

名称：無筋構造物取壊し　 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 14,599.00 14,599

式 1.000 14,599.00 1

14,600.00 14,600

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] 直接指定

番号：95   

名称：鉄筋構造物取壊し　 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 26,231.40 26,231

式 1.000 26,231.00 9

26,240.00 26,240

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] 直接指定

番号：96   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)　施工箇所～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 1,303 1,303

1,303 1,303

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] 直接指定

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

合　　計 作業能力：100.00ｔ

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

鉄筋構造物 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

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：97   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込　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 1.000 234.7 234.7

234.7 234.7

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：98   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)　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 3,504 3,504

3,504 3,504

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：99   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)　施工箇所～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 1,613 1,613

1,613 1,613

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] 直接指定

番号：100   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込　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 1.000 234.7 234.7

234.7 234.7

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

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込 仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 仮置場～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込 仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：101   

名称：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)　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 4,320 4,320

4,320 4,320

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：102   

名称：無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 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

番号：103   

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：104   

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 1.000 305.4 305.4

305.4 305.4

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

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 仮置場～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 無筋コンクリート殻

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

処分費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

掘削

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：105   

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 1.000 347.5 347.5

347.5 347.5

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：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 1.000 115.6 115.6

115.6 115.6

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：107   

名称：路体盛土(1)　B＜2.5 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 5,447 5,447

5,447 5,447

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：108   

名称：路体盛土(2)　2.5≦B＜4.0 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 725.1 725.1

725.1 725.1

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

土砂運搬 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

路体盛土(1) B＜2.5

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

路体盛土(2) 2.5≦B＜4.0

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：109   

名称：路床盛土　B＜2.5 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 5,534 5,534

5,534 5,534

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：110   

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 470.867 3,950.00 1,859,924

1,859,924.00 1,859,924

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：111   

名称：路床置換え(1)　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 1.000 306.8 306.8

306.8 306.8

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：112   

名称：路床置換え(2)　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 1.000 438.8 438.8

438.8 438.8

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] 直接指定

路床盛土 B＜2.5

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

Fe石灰安定処理土 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(1) 4.0m以上

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

路床置換え(2) 4.0m以上

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：113   

名称：下層路盤(1)　RC-40　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 1.000 581.3 581.3

581.3 581.3

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：114   

名称：下層路盤(2)　RC-40　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 1.000 749.9 749.9

749.9 749.9

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] 直接指定

番号：115   

名称：上層路盤(1)　RM-25　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 1.000 670.2 670.2

670.2 670.2

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：116   

名称：上層路盤(2)　RM-25　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 1.000 839.1 839.1

839.1 839.1

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] 直接指定

下層路盤(1) RC-40　t=15cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

下層路盤(2) RC-40　t=15cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

上層路盤(1) RM-25　t=15cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

上層路盤(2) RM-25　t=15cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：117   

名称：基層(1)　再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,463 1,463

1,463 1,463

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：118   

名称：基層(2)　再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,629 1,629

1,629 1,629

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] 直接指定

番号：119   

名称：表層(1)　再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,419 1,419

1,419 1,419

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：120   

名称：表層(2)　再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,585 1,585

1,585 1,585

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] 直接指定

基層(1) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

基層(2) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

表層(1) 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

表層(2) 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：121   

名称：下層路盤(1)　RC-40　t=30cm 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 1,165 1,165

1,165 1,165

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：122   

名称：下層路盤(2)　RC-40　t=30cm 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 1,503 1,503

1,503 1,503

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] 直接指定

番号：123   

名称：上層路盤(1)　RM-30　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 1.000 509.9 509.9

509.9 509.9

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：124   

名称：上層路盤(2)　RM-30　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 1.000 659.6 659.6

659.6 659.6

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] 直接指定

下層路盤(1) RC-40　t=30cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

下層路盤(2) RC-40　t=30cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

上層路盤(1) RM-30　t=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

上層路盤(2) RM-30　t=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

35



 単価表・施工パッケージ  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：125   

名称：基層(1)　再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,463 1,463

1,463 1,463

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：126   

名称：基層(2)　再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,629 1,629

1,629 1,629

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] 直接指定

番号：127   

名称：表層(1)　再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,419 1,419

1,419 1,419

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：128   

名称：表層(2)　再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,585 1,585

1,585 1,585

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] 直接指定

基層(1) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

基層(2) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

表層(1) 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

表層(2) 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：129   

名称：ﾌｨﾙﾀｰ層(1)　砂　t=7cm 1ｍ２当り

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

ｍ２ 1.000 827.2 827.2

827.2 827.2

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：130   

名称：ﾌｨﾙﾀｰ層(2)　砂　t=7cm 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 1,228 1,228

1,228 1,228

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] 直接指定

番号：131   

名称：路盤(1)　RC-40　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 1.000 784.4 784.4

784.4 784.4

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：132   

名称：路盤(2)　RC-40　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 1,164 1,164

1,164 1,164

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] 直接指定

ﾌｨﾙﾀｰ層(1) 砂　t=7cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

ﾌｨﾙﾀｰ層(2) 砂　t=7cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

路盤(1) RC-40　t=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

路盤(2) RC-40　t=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：133   

名称：表層(1)　開粒度ｱｽｺﾝ　t=4cm 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 1,475 1,475

1,475 1,475

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：表層(2)　開粒度ｱｽｺﾝ　t=4cm 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 1,826 1,826

1,826 1,826

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] 直接指定

番号：135   

名称：下層路盤　RC-40　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 1.000 902.1 902.1

902.1 902.1

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：136   

名称：上層路盤　RM-25　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 1.000 841.5 841.5

841.5 841.5

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

表層(1) 開粒度ｱｽｺﾝ　t=4cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

表層(2) 開粒度ｱｽｺﾝ　t=4cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

下層路盤 RC-40　t=15cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

上層路盤 RM-25　t=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：137   

名称：基層　再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,572 1,572

1,572 1,572

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：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,527 1,527

1,527 1,527

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：下層路盤　RC-40　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 1.000 902.1 902.1

902.1 902.1

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：140   

名称：上層路盤　RM-25　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 1.000 987.8 987.8

987.8 987.8

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

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

下層路盤 RC-40　t=15cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

上層路盤 RM-25　t=15cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：141   

名称：基層　再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,572 1,572

1,572 1,572

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：中間層　再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,490 1,490

1,490 1,490

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：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,527 1,527

1,527 1,527

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：144   

名称：歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)-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

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

中間層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)-1 標準部

合　　計 作業能力：1.00ｍ
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番号：145   

名称：歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)-2　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 10,380 10,380

10,380 10,380

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] 直接指定

番号：146   

名称：歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)-1　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：147   

名称：歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)-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 10,360 10,360

10,360 10,360

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] 直接指定

番号：148   

名称：歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)-1　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 8,263 8,263

8,263 8,263

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)-2 標準部

合　　計 作業能力：1.00ｍ

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)-1 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(2)-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)-1 切下げ部（車両乗入用）

合　　計 作業能力：1.00ｍ

41



 単価表・施工パッケージ  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：149   

名称：歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)-2　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 12,450 12,450

12,450 12,450

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] 直接指定

番号：150   

名称：ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(1)　Gr-C-4E　土中式 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 7,209.40 7,209

式 1.000 7,209.00 0

7,209.00 7,209

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：151   

名称：材料費　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（転落防止兼用型） 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 80.700 13,400.00 1,081,380

1,081,380.00 1,081,380

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：152   

名称：ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(2)　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（転落防止兼用型） 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 1.200 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

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)-2 切下げ部（車両乗入用）

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

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 転落防止兼用型

合　　計 作業能力：1.00式

普通作業員

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の％

合　　計 作業能力：10.00ｍ
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番号：153   

名称：根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：154   

名称：根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

番号：155   

名称：材料費　転落防止柵（ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式） 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 40.400 8,820.00 356,328

本 84.000 391.00 32,844

本 84.000 51.00 4,284

個 84.000 4.60 386

393,842.00 393,842

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

根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

根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

転落防止柵 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

あと施工ｱﾝｶｰ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ

合　　計 作業能力：1.00式
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番号：156   

名称：転落防止柵設置　ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 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 1.200 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：157   

名称：路面標識(1)-1　W=15cm　実線 1000ｍ当り

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

ｍ 1,000.000 161.07 161,070

ｋｇ 570.000 162.00 92,340

ｋｇ 25.000 150.00 3,750

ｋｇ 25.000 350.00 8,750

Ｌ 40.000 122.00 4,880

％ 5.000 109,720.00 5,410

276.20 276,200

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

普通作業員

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の％

合　　計 作業能力：10.00ｍ

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：158   

名称：路面標識(1)-2　W=15cm　実線 1000ｍ当り

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

ｍ 1,000.000 292.00 292,000

ｋｇ 570.000 162.00 92,340

ｋｇ 25.000 150.00 3,750

ｋｇ 25.000 350.00 8,750

Ｌ 44.000 122.00 5,368

％ 5.000 110,208.00 5,492

407.70 407,700

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] 直接指定

番号：159   

名称：路面標識(2)　W=45cm　実線 1000ｍ当り

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

ｍ 1,000.000 529.00 529,000

ｋｇ 1,700.000 162.00 275,400

ｋｇ 75.000 150.00 11,250

ｋｇ 75.000 350.00 26,250

Ｌ 80.000 122.00 9,760

％ 5.000 322,660.00 16,040

867.70 867,700

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] 直接指定

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）

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　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）

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ
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番号：160   

名称：路面標識(3)　W=15cm　破線 1000ｍ当り

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

ｍ 1,000.000 179.27 179,270

ｋｇ 570.000 162.00 92,340

ｋｇ 25.000 150.00 3,750

ｋｇ 25.000 350.00 8,750

Ｌ 44.000 122.00 5,368

％ 5.000 110,208.00 5,422

294.90 294,900

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：161   

名称：路面標識(4)　文字　15cm換算 1000ｍ当り

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

ｍ 1,200.000 404.04 484,848

ｋｇ 684.000 162.00 110,808

ｋｇ 30.000 150.00 4,500

ｋｇ 30.000 350.00 10,500

Ｌ 120.000 122.00 14,640

％ 5.000 140,448.00 7,004

632.30 632,300

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

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）

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　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：162   

名称：路面標識(5)-1　ｾﾞﾌﾞﾗ　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 1,000.000 190.19 190,190

ｋｇ 570.000 162.00 92,340

ｋｇ 25.000 150.00 3,750

ｋｇ 25.000 350.00 8,750

Ｌ 47.000 122.00 5,734

％ 5.000 110,574.00 5,436

306.20 306,200

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：163   

名称：路面標識(5)-2　ｾﾞﾌﾞﾗ　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 1,000.000 343.00 343,000

ｋｇ 570.000 162.00 92,340

ｋｇ 25.000 150.00 3,750

ｋｇ 25.000 350.00 8,750

Ｌ 52.000 122.00 6,344

％ 5.000 111,184.00 5,516

459.70 459,700

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] 直接指定

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ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

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ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）

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ
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番号：164   

名称：路面標識(6)-1　ｾﾞﾌﾞﾗ　45cm 1000ｍ当り

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

ｍ 1,000.000 356.72 356,720

ｋｇ 1,700.000 162.00 275,400

ｋｇ 75.000 150.00 11,250

ｋｇ 75.000 350.00 26,250

Ｌ 89.000 122.00 10,858

％ 5.000 323,758.00 16,122

696.60 696,600

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：165   

名称：路面標識(6)-2　ｾﾞﾌﾞﾗ　45cm 1000ｍ当り

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

ｍ 1,000.000 646.00 646,000

ｋｇ 1,700.000 162.00 275,400

ｋｇ 75.000 150.00 11,250

ｋｇ 75.000 350.00 26,250

Ｌ 98.000 122.00 11,956

％ 5.000 324,856.00 16,144

987.00 987,000

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] 直接指定

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　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

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　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）

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ
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番号：166   

名称：路面標識消去　W=15cm　実線 1000ｍ当り

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

ｍ 1,000.000 845.00 845,000

Ｌ 67.000 122.00 8,174

Ｌ 37.000 136.00 5,032

式 1.000 858,206.00 94

858.30 858,300

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] 直接指定

番号：167   

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

区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著しく受

軽油 １．２号

ガソリン レギュラー

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ

土木一般世話役

型わく工

普通作業員

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：10.00ｍ２
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番号：168   

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

番号：169   

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：170   

名称：基礎砕石　RC-40　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 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

生コンクリート １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：100.00ｍ２

土木一般世話役

普通作業員

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：100.00ｍ２

基礎砕石 RC-40　t=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：171   

名称：材料費　車線分離標 1式当り

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

本 51.000 12,400.00 632,400

632,400.00 632,400

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：172   

名称：車線分離標　H=800 10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 1.000 20,480.00 20,480

％ 2.000 20,480.00 400

2,088.00 20,880

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：173   

名称：標識柱設置　 1基当り

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

基 1.000 40,273.75 40,273

式 1.000 40,273.00 7

40,280.00 40,280

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

車線分離標 H=800　穿孔式・1本脚φ80、ﾍﾞｰｽ径φ98

合　　計 作業能力：1.00式

普通作業員

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の％

合　　計 作業能力：10.00箇所

標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ６０．５

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00基
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番号：174   

名称：標識板設置　 1基当り

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

基 1.000 33,500.00 33,500

基 1.000 4,052.50 4,052

式 1.000 37,552.00 8

37,560.00 37,560

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：175   

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 1,906 1,906

1,906 1,906

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：176   

名称：材料費　再生砂 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 0.864 2,400.00 2,073

2,073.00 2,073

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：177   

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 3,358 3,358

3,358 3,358

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

道路標識板 既製品

標識板設置（警戒規制指示路線番号） 設置手間

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00基

床掘

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

埋戻材 再生砂

合　　計 作業能力：1.00式

埋戻し

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

52



 単価表・施工パッケージ  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：178   

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

台 4.000 106,000.00 424,000

台 3.000 106,000.00 318,000

台 7.000 5,750.00 40,250

個 7.000 6,720.00 47,040

本 7.000 6,250.00 43,750

本 5.000 218,000.00 1,090,000

組 2.000 136,000.00 272,000

個 5.000 1,340.00 6,700

個 5.000 917.00 4,585

ｍ 37.000 133.00 4,921

ｍ３ 0.142 1,850.00 262

ｍ３ 1.470 14,000.00 20,580

ｍ 7.500 2,320.00 17,400

組 5.000 30,000.00 150,000

ｋｇ 21.000 97.00 2,037

ｋｇ 83.580 97.00 8,107

本 5.000 1,050.00 5,250

ｍ 5.000 264.00 1,320

ｍ 15.000 76.80 1,152

2,457,354.00 2,457,354

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

照明灯具（電源装置含む） KCE050-2

照明灯具（電源装置含む） KCE050-2C

自動点滅器 100V-6A

ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ

専用ｹｰﾌﾞﾙ

鋼管ﾎﾟｰﾙ 8.3B

電柱共架ｱｰﾑ

引込金具

ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ

電力ｹｰﾌﾞﾙ（管内配線） CV3.5sq-2C

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21N-8-20BB　W/C55%以下

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ φ500×t0.6

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ N24×600L

鉄筋 SD345-D10

鉄筋 SD345-D13

接地棒 φ10×1500L

保護管 VE 16

接地線 Ⅳ　5.5sq

合　　計 作業能力：1.00式
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番号：179   

名称：照明灯設置　 6基当り

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

人 5.430 22,050.00 119,731

人 3.780 20,480.00 77,414

日 0.510 30,000.00 15,300

時間 2.100 9,086.00 19,080

時間 5.400 7,535.00 40,689

式 1.000 272,214.00 86

45,383.33 272,300

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

番号：180   

名称：照明灯撤去　 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 0.520 22,050.00 11,466

人 0.350 20,480.00 7,168

日 0.170 30,000.00 5,100

時間 0.700 9,086.00 6,360

時間 0.900 7,535.00 6,781

式 1.000 36,875.00 5

36,880.00 36,880

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

電工

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　日極

ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ賃料 ｵｰｶﾞ径450mm・7.8m・吊能力2t

高所作業車賃料 ﾊﾞｹｯﾄ・ﾌﾞｰﾑ型（直伸・屈伸式）床高13～14m

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：6.00基

電工

普通作業員

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　日極

ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ賃料 ｵｰｶﾞ径450mm・7.8m・吊能力2t

高所作業車賃料 ﾊﾞｹｯﾄ・ﾌﾞｰﾑ型（直伸・屈伸式）床高13～14m

諸雑費(まるめ)

合　　計 作業能力：1.00基

54



 単価表・施工パッケージ  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：181   

名称：撤去材運搬　ｽｸﾗｯﾌﾟ 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 13,890 13,890

13,890 13,890

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：182   

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 4,320 4,320

4,320 4,320

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：183   

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：184   

名称：ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去　Gr-C-4E　土中式 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 1,123.00 1,123

式 1.000 1,123.00 0

1,123.00 1,123

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

撤去材運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ

合　　計 作業能力：1.00回

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 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

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
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番号：185   

名称：転落防止柵撤去　土中式 100ｍ当り

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

ｍ 100.000 866.00 86,600

式 1.000 86,600.00 0

866.00 86,600

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：186   

名称：水路壁撤去　無筋構造物 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 9,873.50 9,873

式 1.000 9,873.00 0

9,873.00 9,873

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：187   

名称：側溝撤去　無筋構造物 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 14,599.00 14,599

式 1.000 14,599.00 1

14,600.00 14,600

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] 直接指定

横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・パネル式

諸雑費（まるめ）

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

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
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番号：188   

名称：縁石撤去　無筋構造物 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 14,599.00 14,599

式 1.000 14,599.00 1

14,600.00 14,600

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] 直接指定

番号：189   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1)　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 3,504 3,504

3,504 3,504

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：190   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2)　施工箇所～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 1,303 1,303

1,303 1,303

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] 直接指定

番号：191   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込　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 1.000 234.7 234.7

234.7 234.7

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

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

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(1) 施工箇所～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(2) 施工箇所～仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込 仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：192   

名称：無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(3)　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 3,504 3,504

3,504 3,504

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：193   

名称：無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 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

番号：194   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(1)　車道舗装　ｔ=10cm 1ｍ当り

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

ｍ 1.000 760.8 760.8

760.8 760.8

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] 直接指定

番号：195   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2)　歩道舗装　t=4cm 1ｍ当り

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

ｍ 1.000 760.8 760.8

760.8 760.8

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] 直接指定

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬(3) 仮置場～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

処分費 無筋コンクリート殻

合　　計 作業能力：100.00ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(1) 車道舗装　ｔ=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(2) 歩道舗装　t=4cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ
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番号：196   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(3)　県道擦り付け部舗装　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 1.000 551.2 551.2

551.2 551.2

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：197   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(1)　車道舗装　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 1.000 750.3 750.3

750.3 750.3

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] 直接指定

番号：198   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(2)　歩道舗装　t=4cm 1ｍ２当り

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

ｍ２ 1.000 750.3 750.3

750.3 750.3

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] 直接指定

番号：199   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(3)　県道擦り付け部舗装　t=5cm 1ｍ２当り

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

ｍ２ 1.000 534.8 534.8

534.8 534.8

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

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断(3) 県道擦り付け部舗装　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(1) 車道舗装　ｔ=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(2) 歩道舗装　t=4cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕・積込(3) 県道擦り付け部舗装　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：200   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(1)　施工箇所～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 1.000 964.9 964.9

964.9 964.9

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] 直接指定

番号：201   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込　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 1.000 234.7 234.7

234.7 234.7

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：202   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2)　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 1,584 1,584

1,584 1,584

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：203   

名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(3)　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 1,877 1,877

1,877 1,877

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～仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻積込 仮置場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(2) 仮置場～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬(3) 施工箇所～処分場

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：204   

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

番号：205   

名称：掘削(1)　 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 305.4 305.4

305.4 305.4

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：206   

名称：掘削(2)　 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 374.4 374.4

374.4 374.4

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] 直接指定

番号：207   

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 1.000 347.5 347.5

347.5 347.5

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

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

合　　計 作業能力：100.00ｔ

掘削(1)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

掘削(2)

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：208   

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 1.000 115.6 115.6

115.6 115.6

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：209   

名称：路体盛土(1)　 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 201.2 201.2

201.2 201.2

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：210   

名称：路体盛土(2)　 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 289.2 289.2

289.2 289.2

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] 直接指定

番号：211   

名称：法面整形(1)　切土部 1ｍ２当り

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

ｍ２ 1.000 784.8 784.8

784.8 784.8

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

整地 土砂仮置場内

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

路体盛土(1)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

路体盛土(2)

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

法面整形(1) 切土部

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：212   

名称：法面整形(2)-1　盛土部 1ｍ２当り

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

ｍ２ 1.000 632.2 632.2

632.2 632.2

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：213   

名称：法面整形(2)-2　盛土部 1ｍ２当り

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

ｍ２ 1.000 946.9 946.9

946.9 946.9

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] 直接指定

番号：214   

名称：乳剤散布(1)　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（PK-3） 1000ｍ２当り

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

Ｌ 920.000 98.50 90,620

ｍ２ 1,000.000 1.882 1,882

％ 2.000 90,620.00 1,808

94.31 94,310

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

法面整形(2)-1 盛土部

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

法面整形(2)-2 盛土部

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用

プライムコート(アスファルト舗装工)

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ２
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番号：215   

名称：乳剤散布(2)　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（PK-3） 1000ｍ２当り

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

Ｌ 920.000 98.50 90,620

ｍ２ 1,000.000 2.581 2,581

％ 2.000 90,620.00 1,809

95.01 95,010

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] 直接指定

番号：216   

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 581.980 3,950.00 2,298,821

2,298,821.00 2,298,821

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：217   

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 1.000 306.8 306.8

306.8 306.8

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：218   

名称：下層路盤　RC-40　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 1.000 463.4 463.4

463.4 463.4

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

アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用

プライムコート(アスファルト舗装工)

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ２

Fe石灰安定処理土 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

下層路盤 RC-40　t=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：219   

名称：上層路盤　RM-25　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 1.000 522.7 522.7

522.7 522.7

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：220   

名称：基層　再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,463 1,463

1,463 1,463

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：221   

名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,419 1,419

1,419 1,419

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：222   

名称：下層路盤　RC-40　t=40cm 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 1,777 1,777

1,777 1,777

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] 直接指定

上層路盤 RM-25　t=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

下層路盤 RC-40　t=40cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：223   

名称：上層路盤　RM-25　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 1.000 839.1 839.1

839.1 839.1

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] 直接指定

番号：224   

名称：基層　再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,629 1,629

1,629 1,629

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] 直接指定

番号：225   

名称：中間層　再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,547 1,547

1,547 1,547

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] 直接指定

番号：226   

名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,585 1,585

1,585 1,585

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] 直接指定

上層路盤 RM-25　t=15cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

中間層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：227   

名称：下層路盤　RC-40　t=40cm 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 1,777 1,777

1,777 1,777

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] 直接指定

番号：228   

名称：上層路盤　RM-25　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 1.000 839.1 839.1

839.1 839.1

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] 直接指定

番号：229   

名称：表層　再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm 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 1,666 1,666

1,666 1,666

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] 直接指定

番号：230   

名称：ﾌｨﾙﾀｰ層　砂　t=7cm 1ｍ２当り

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

ｍ２ 1.000 827.2 827.2

827.2 827.2

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

下層路盤 RC-40　t=40cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

上層路盤 RM-25　t=15cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ　t=5cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

ﾌｨﾙﾀｰ層 砂　t=7cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：231   

名称：路盤　RC-40　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 1.000 784.4 784.4

784.4 784.4

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：232   

名称：表層　開粒度ｱｽｺﾝ　t=4cm 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 1,475 1,475

1,475 1,475

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：233   

名称：床掘(1)　側溝工 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 1,906 1,906

1,906 1,906

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：234   

名称：床掘(2)　集水桝工 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 1,906 1,906

1,906 1,906

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

路盤 RC-40　t=10cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

表層 開粒度ｱｽｺﾝ　t=4cm

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

床掘(1) 側溝工

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

床掘(2) 集水桝工

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：235   

名称：床掘(3)　塩ビ管 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 1,906 1,906

1,906 1,906

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：236   

名称：床掘(4)　ﾊｳｴﾙ管（φ1350） 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 225.4 225.4

225.4 225.4

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：237   

名称：床掘(5)　ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ（φ800） 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 225.4 225.4

225.4 225.4

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：238   

名称：埋戻し(1)　側溝工 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 3,358 3,358

3,358 3,358

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(3) 塩ビ管

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

床掘(4) ﾊｳｴﾙ管（φ1350）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

床掘(5) ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ（φ800）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

埋戻し(1) 側溝工

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：239   

名称：埋戻し(2)　集水桝工 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 3,358 3,358

3,358 3,358

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：240   

名称：埋戻し(3)　塩ビ管 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 3,358 3,358

3,358 3,358

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：241   

名称：埋戻し(4)　ﾊｳｴﾙ管（φ1100） 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 3,358 3,358

3,358 3,358

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：242   

名称：埋戻し(5)　ﾊｳｴﾙ管（φ1350） 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 916.3 916.3

916.3 916.3

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

埋戻し(2) 集水桝工

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

埋戻し(3) 塩ビ管

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

埋戻し(4) ﾊｳｴﾙ管（φ1100）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

埋戻し(5) ﾊｳｴﾙ管（φ1350）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：243   

名称：埋戻し(6)　ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ（φ800） 1ｍ３当り

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

ｍ３ 1.000 916.3 916.3

916.3 916.3

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：244   

名称：U型側溝　 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 3,550.00 35,500

個 5.000 6,000.00 30,000

ｍ３ 0.600 1,850.00 1,110

式 1.000 66,610.00 0

6,661.00 66,610

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：245   

名称：管渠型側溝据付　 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 19,690 19,690

19,690 19,690

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(6) ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ（φ800）

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無

U型側溝 300×300×2000

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

管渠型側溝据付

合　　計 作業能力：1.00ｍ
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番号：246   

名称：集水桝設置　500×500×600 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 44,460 44,460

44,460 44,460

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：247   

名称：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置　T-2 100枚当り

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

枚 100.000 333.00 33,300

枚 100.000 21,900.00 2,190,000

式 1.000 2,223,300.00 700

22,240.00 2,224,000

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：248   

名称：街渠桝設置(1)　300×700×600 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 46,220 46,220

46,220 46,220

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：249   

名称：街渠桝設置(2)　300×700×700 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 49,750 49,750

49,750 49,750

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

集水桝設置 500×500×600

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

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（受枠含む） T-2　集水桝蓋

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00枚

街渠桝設置(1) 300×700×600

合　　計 作業能力：1.00箇所

街渠桝設置(2) 300×700×700

合　　計 作業能力：1.00箇所
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番号：250   

名称：ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋設置　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 100.000 806.00 80,600

枚 100.000 26,900.00 2,690,000

式 1.000 2,770,600.00 400

27,710.00 2,771,000

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：251   

名称：ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(1)　1号 1基当り

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

基 1.000 2,665 2,665

2,665 2,665

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：252   

名称：ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(2)　1号 1基当り

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

基 1.000 4,248 4,248

4,248 4,248

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] 直接指定

蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（受枠含む） T-25　街渠桝蓋

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00枚

ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(1) 1号

合　　計 作業能力：1.00基

ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(2) 1号

合　　計 作業能力：1.00基
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番号：253   

名称：材料費　直壁、調整ﾘﾝｸﾞ 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 2.000 12,400.00 24,800

個 1.000 21,400.00 21,400

個 1.000 3,590.00 3,590

個 1.000 5,780.00 5,780

55,570.00 55,570

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：254   

名称：ﾏﾝﾎｰﾙ設置(1)　1号 1基当り

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

基 1.000 6,593 6,593

6,593 6,593

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：255   

名称：ﾏﾝﾎｰﾙ設置(2)　1号 1基当り

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

基 1.000 10,580 10,580

10,580 10,580

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] 直接指定

直壁 H=300

直壁 H=600

調整ﾘﾝｸﾞ H=50

調整ﾘﾝｸﾞ H=100

合　　計 作業能力：1.00式

ﾏﾝﾎｰﾙ設置(1) 1号

合　　計 作業能力：1.00基

ﾏﾝﾎｰﾙ設置(2) 1号

合　　計 作業能力：1.00基
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番号：256   

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 4,320 4,320

4,320 4,320

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：257   

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：258   

名称：塩ビ管設置　VUφ300　無孔管 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 4,004 4,004

4,004 4,004

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：259   

名称：材料費　砂 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 77.740 2,400.00 186,576

186,576.00 186,576

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～処分場

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：100.00ｍ３

塩ビ管設置 VUφ300　無孔管

合　　計 作業能力：1.00ｍ

砂基礎材料 再生砂

合　　計 作業能力：1.00式
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番号：260   

名称：砂基礎　 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 1,728 1,728

1,728 1,728

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：261   

名称：ﾊｳｴﾙ管設置(1)　φ1100 1m当り（1ｍ）

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

ｍ 1.000 5,642.00 5,642

式 1.000 5,642.00 0

5,642.00 5,642

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：262   

名称：ﾊｳｴﾙ管設置(2)　φ1350 1m当り（1ｍ）

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

ｍ 1.000 5,642.00 5,642

式 1.000 5,642.00 0

5,642.00 5,642

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：263   

名称：ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ設置　φ800 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 23,400 23,400

23,400 23,400

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

砂基礎

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管設置 R30　呼び名1,100mm～1,500mm

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ

耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管設置 R30　呼び名1,100mm～1,500mm

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00ｍ

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ設置 φ800

合　　計 作業能力：1.00ｍ
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番号：264   

名称：ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(1)-1　Gr-C-4E　土中式 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 6,554.00 6,554

式 1.000 6,554.00 0

6,554.00 6,554

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：265   

名称：ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(1)-2　Gr-C-4E　土中式 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 7,930.34 7,930

式 1.000 7,930.00 0

7,930.00 7,930

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] 直接指定

番号：266   

名称：材料費　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（転落防止兼用型） 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 44.900 13,400.00 601,660

601,660.00 601,660

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

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

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

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 転落防止兼用型

合　　計 作業能力：1.00式

77



 単価表・施工パッケージ  令和３年度福岡空港北側拡張部水路付替外工事     

番号：267   

名称：ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(2)-1　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（転落防止兼用型） 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 1.200 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：268   

名称：ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(2)-2　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ（転落防止兼用型） 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 1.200 35,010.00 42,012

％ 2.000 42,012.00 838

4,285.00 42,850

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] 直接指定

番号：269   

名称：根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ型枠(1)　 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：270   

名称：根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ型枠(2)　 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] 直接指定

普通作業員

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の％

合　　計 作業能力：10.00ｍ

普通作業員

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の％

合　　計 作業能力：10.00ｍ

根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ型枠(1)

合　　計 作業能力：1.00ｍ２

根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ型枠(2)

合　　計 作業能力：1.00ｍ２
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番号：271   

名称：根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ打設(1)　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

番号：272   

名称：根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ打設(2)　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 70,770 70,770

70,770 70,770

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] 直接指定

番号：273   

名称：ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ設置　 1本当り

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

本 1.000 2,220.90 2,220

式 1.000 2,220.00 0

2,220.00 2,220

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：274   

名称：材料費　ｶﾞｰﾄﾞﾌﾚｯｸｽ 1式当り

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

枚 52.000 4,320.00 224,640

224,640.00 224,640

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

根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ打設(1) 18N-8-40（BB）　W/C=60％以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ打設(2) 18N-8-40（BB）　W/C=60％以下

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ボルト式

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00本

視線誘導標 ｶﾞｰﾄﾞﾌﾚｯｸｽ

合　　計 作業能力：1.00式
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番号：275   

名称：ｶﾞｰﾄﾞﾌﾚｯｸｽ設置　 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 1.000 20,480.00 20,480

％ 3.000 20,480.00 610

2,109.00 21,090

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：276   

名称：材料費　ﾌﾟﾚｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 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 10.000 5,610.00 56,100

ｍ 10.000 35,900.00 359,000

415,100.00 415,100

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：277   

名称：ﾌﾟﾚｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置　 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 0.500 25,100.00 12,550

人 1.000 20,480.00 20,480

日 0.500 43,300.00 21,650

％ 10.000 33,030.00 3,300

5,798.00 57,980

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

普通作業員

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の％

合　　計 作業能力：10.00枚

路側防護柵 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　Gr-C-2B

路側防護柵 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎

合　　計 作業能力：1.00式

土木一般世話役

普通作業員

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

諸雑費(率＋まるめ) 労務費の％

合　　計 作業能力：10.00ｍ
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番号：278   

名称：転落防止柵設置(1)　土中式 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 1,372.00 137,200

ｍ 100.000 5,950.00 595,000

式 1.000 732,200.00 0

7,322.00 732,200

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：279   

名称：転落防止柵設置(2)　土中式 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 2,593.08 259,308

ｍ 100.000 5,950.00 595,000

式 1.000 854,308.00 92

8,544.00 854,400

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] 直接指定

番号：280   

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 1,906 1,906

1,906 1,906

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

横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式

転落防止柵 土中式

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00ｍ

横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式

転落防止柵 土中式

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：100.00ｍ

床掘

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：281   

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 3,358 3,358

3,358 3,358

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：282   

名称：歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　 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：283   

名称：縁石工(A)(1)　 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：284   

名称：縁石工(A)(2)　 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 10,380 10,380

10,380 10,380

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] 直接指定

埋戻し

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

合　　計 作業能力：1.00ｍ

縁石工(A)(1)

合　　計 作業能力：1.00ｍ

縁石工(A)(2)

合　　計 作業能力：1.00ｍ
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番号：285   

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 1,906 1,906

1,906 1,906

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：286   

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 3,358 3,358

3,358 3,358

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：287   

名称：1号重力式擁壁　 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 38,700 38,700

38,700 38,700

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：288   

名称：2号重力式擁壁　 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 38,700 38,700

38,700 38,700

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

床掘

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

埋戻し

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

1号重力式擁壁

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

2号重力式擁壁

合　　計 作業能力：1.00ｍ３
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番号：289   

名称：3号重力式擁壁　 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 38,700 38,700

38,700 38,700

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：290   

名称：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 38,700 38,700

38,700 38,700

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：291   

名称：路面標識(1)-1　W=15cm　実線 1000ｍ当り

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

ｍ 1,000.000 161.07 161,070

ｋｇ 570.000 162.00 92,340

ｋｇ 25.000 150.00 3,750

ｋｇ 25.000 350.00 8,750

Ｌ 40.000 122.00 4,880

％ 5.000 109,720.00 5,410

276.20 276,200

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

3号重力式擁壁

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

合　　計 作業能力：1.00ｍ３

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：292   

名称：路面標識(1)-2　W=15cm　実線 1000ｍ当り

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

ｍ 1,000.000 292.00 292,000

ｋｇ 570.000 162.00 92,340

ｋｇ 25.000 150.00 3,750

ｋｇ 25.000 350.00 8,750

Ｌ 44.000 122.00 5,368

％ 5.000 110,208.00 5,492

407.70 407,700

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] 直接指定

番号：293   

名称：路面標識(2)-1　W=15cm　破線 1000ｍ当り

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

ｍ 1,000.000 179.27 179,270

ｋｇ 570.000 162.00 92,340

ｋｇ 25.000 150.00 3,750

ｋｇ 25.000 350.00 8,750

Ｌ 44.000 122.00 5,368

％ 5.000 110,208.00 5,422

294.90 294,900

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

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）

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）

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ
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番号：294   

名称：路面標識(2)-2　W=15cm　破線 1000ｍ当り

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

ｍ 1,000.000 324.00 324,000

ｋｇ 570.000 162.00 92,340

ｋｇ 25.000 150.00 3,750

ｋｇ 25.000 350.00 8,750

Ｌ 49.000 122.00 5,978

％ 5.000 110,818.00 5,482

440.30 440,300

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] 直接指定

番号：295   

名称：路面標識(3)-1　文字　15cm換算 1000ｍ当り

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

ｍ 1,200.000 404.04 484,848

ｋｇ 684.000 162.00 110,808

ｋｇ 30.000 150.00 4,500

ｋｇ 30.000 350.00 10,500

Ｌ 120.000 122.00 14,640

％ 5.000 140,448.00 7,004

632.30 632,300

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

区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線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）

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ

区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　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：296   

名称：路面標識(3)-2　文字　15cm換算 1000ｍ当り

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

ｍ 1,200.000 729.00 874,800

ｋｇ 684.000 162.00 110,808

ｋｇ 30.000 150.00 4,500

ｋｇ 30.000 350.00 10,500

Ｌ 132.000 122.00 16,104

％ 5.000 141,912.00 6,288

1,023.00 1,023,000

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] 直接指定

番号：297   

名称：大型土のう　 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 51,010.00 14,180

％ 4.000 19,091.00 759

4,503.00 45,030

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）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　制約著受

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）

合　　計 作業能力：1,000.00ｍ

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

大型土のう袋材 Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

諸雑費（率＋まるめ）

合　　計 作業能力：10.00袋
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番号：298   

名称：交通誘導警備員(1)　 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 12,810.00 12,810

式 1.000 12,810.00 0

12,810.00 12,810

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：299   

名称：交通誘導警備員(2)　 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] 直接指定

番号：300   

名称：仮設材等運搬　鋼矢板 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 1.000 391,604.40 391,604

式 1.000 172,260.00 172,260

563,864.00 563,864

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

交通誘導警備員Ｂ

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00人日

交通誘導警備員Ｂ

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00人日

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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番号：301   

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 89.000 9,600.00 854,400

Ｌ 106.000 122.00 12,932

人 3.786 33,760.00 127,815

Ｌ 795.000 122.00 96,990

式 1.000 1,092,137.00 863

1,093,000.00 1,093,000

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] 直接指定

番号：302   

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 89.000 1,920.00 170,880

Ｌ 212.000 122.00 25,864

式 1.000 196,744.00 56

196,800.00 196,800

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] 直接指定

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

投光機 400W 2灯

軽油 １．２号

諸雑費（まるめ）

合　　計 作業能力：1.00式
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