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摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

本工事費

式

1.000

築堤・護岸

式

1.000

河川土工

式

1.000

第 0001 号 明細表
掘削工

式

1.000

第 0002 号 明細表
盛土工

式

1.000

第 0003 号 明細表
法面整形工

式

1.000

護岸基礎工

式

1.000

第 0004 号 明細表
作業土工

式

1.000

法覆護岸工

津市
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摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

1.000

第 0005 号 明細表
コンクリートブロック工

式

1.000

第 0006 号 明細表
石積（張）工

式

1.000

第 0007 号 明細表
植生工

式

1.000

仮設工

式

1.000

第 0008 号 明細表
工事用道路工

式

1.000

第 0009 号 明細表
土留・仮締切工

式

1.000

第 0010 号 明細表
仮水路工

式

1.000

第 0011 号 明細表
水替工

直接工事費計 式

1.000

津市
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摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

間接工事費

共通仮設費

式

1.000

第 9001 号 明細表
運搬費

式

1.000

第 9002 号 明細表
準備費

式

1.000

共通仮設費（率計上額）

式

1.000

共通仮設費計

純工事費 式

1.000

式

1.000

現場管理費

工事原価 式

1.000

津市

6



摘    要金    額単    価数    量単 位費目　　工種　　種別　　細別

設　計　内　訳　表

式

         1.000

一般管理費等

工事価格 式

         1.000

消費税及び地方消費税相当額 式

         1.000

本工事費計 式

         1.000

津市
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第 号 明細表0001 掘削工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

掘削（施工パッケージ） CB210100(0001)

m3

        60.000

土砂 上記以外(小規模)

合　　計

第 号 明細表0002 盛土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

盛土(1)（施工パッケージ） CB210410(0002)

m3

        80.000

土砂

盛土(2) 第0001号単価表

m3

        10.000

購入土

合　　計

津市
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第 号 明細表0003 法面整形工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

法面整形(盛土部)(施工パッケージ) CB220010(0004)

m2

        50.000

盛土部 法面締固め無し ﾚｷ質土､砂及び砂質
土､粘性土

合　　計

第 号 明細表0004 作業土工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

床掘り（施工パッケージ） CB210030(0005)

m3

        30.000

土砂

埋戻し（施工パッケージ） CB210410(0006)

m3

        10.000

土砂

合　　計

津市
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第 号 明細表0005 コンクリートブロック工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

コンクリートブロック基礎 第0001号施工単価表

ｍ

        11.000

                                     小型車
割増有り

コンクリートブロック積（市場単価） 第0002号施工単価表

m2

        64.000

練ブロック 水抜きパイプ無 裏コン無し 
W/C=60%以下

裏込材（施工パッケージ） CB226120(0010)

m3

        33.000

間知･平ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40 小型車割増有り

天端コンクリート 第0005号施工単価表

ｍ

        11.000

小口止コンクリート 第0002号単価表

基

         2.000

合　　計

津市
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第 号 明細表0006 石積（張）工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

石積 第0004号単価表

m2

        25.000

控え350

合　　計

第 号 明細表0007 植生工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

張芝（市場単価） 第0008号施工単価表

m2

        50.000

張芝工

合　　計

津市
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第 号 明細表0008 工事用道路工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

工事用道路(1) 第0005号単価表

式

         1.000

工事用道路(2) 第0006号単価表

式

         1.000

工事用道路(3) 第0007号単価表

式

         1.000

合　　計

第 号 明細表0009 土留・仮締切工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

大型土のう 第0008号単価表

袋

         4.000

製作・据付・撤去

合　　計

津市
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第 号 明細表0010 仮水路工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

排水管φ600 第0009号単価表

ｍ

        90.000

設置・撤去　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(無孔ｼﾝｸﾞﾙ構造)

合　　計

第 号 明細表0011 水替工

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

ポンプ排水 第0010号単価表

式

         1.000

合　　計

津市
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第 号 明細表9001 運搬費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

仮設材等運搬費 （往復） 第0017号施工単価表

式

         1.000

仮設材等積込み取卸し 第0018号施工単価表

式

         1.000

合　　計

第 号 明細表9002 準備費

単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要  　　　名　称　　　規　格

             1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

伐竹処理 第0011号単価表

式

         1.000

合　　計

津市
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当り

号 施工単価表コンクリートブロック基礎

          10.000                                   小型車割増有り ｍ

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

現場打基礎コンクリート（施工パッケージ）

18-5-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り m3            0.820

CB226170(0007)

コンクリート（施工パッケージ）

無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 
小型車割増有り

m3            0.610

CB240010(0008)

型枠（施工パッケージ）

一般型枠 m2            2.000

CB240210(0009)

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表コンクリートブロック積（市場単価）

           1.000練ブロック 水抜きパイプ無 裏コン無し W/C=60%以下 m2

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ブロック積工（市場単価）

150kg/個未満 m2            1.000

津市
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当り

号 施工単価表コンクリートブロック積（市場単価）

           1.000練ブロック 水抜きパイプ無 裏コン無し W/C=60%以下 m2

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

化粧ブロック加算額

m2            1.000

第0003号施工単価表

胴込コンクリート

18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 m3.

第0004号施工単価表

合計 m2            1.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表化粧ブロック加算額

           1.000 m2

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

粗面・化粧ブロック材料単価

m2            1.000

滑面ブロック減額材料単価

m2            1.000

津市
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当り

号 施工単価表化粧ブロック加算額

           1.000 m2

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 m2            1.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表生コンクリート

           1.00018－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 m3

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

生コンクリート

18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 m3            1.000

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表天端コンクリート

          10.000 ｍ

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

天端コンクリート（施工パッケージ）

18-8-25（高炉） W/C=60%以下 小型車割増有り m3            0.730

CB226180(0011)

目地板（施工パッケージ）

樹脂発泡体(15倍発泡)t=10 m2            0.073

CB224710(0012)

合計 ｍ           10.000

単位当り ｍ            1.000 当り

当り

号 施工単価表型枠

         100.000化粧型枠 m2

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

型枠（施工パッケージ）

化粧型枠 m2          100.000

CB240210(0015)

化粧型枠

m2          100.000

津市
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当り

号 施工単価表型枠

         100.000化粧型枠 m2

0006第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表石積

           1.000積工 練石 玉石 m2

0007第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

石積（張）（施工パッケージ）

積工 練石 玉石 m2            1.000

CB221830(0016)

石材

m2            1.000

合計 m2            1.000

単位当り m2            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表張芝（市場単価）

           1.000張芝工 m2

0008第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

張芝工［野芝］（市場単価）

野芝・高麗芝　（全面張） m2            1.000

合計 m2            1.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表敷鉄板設置撤去工

         100.000設置 m2

0009第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

とび工

人

普通作業員

人

ラフテレーンクレーン賃料

排出ガス対策型 日

津市
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当り

号 施工単価表敷鉄板設置撤去工

         100.000設置 m2

0009第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表敷鉄板設置撤去工

         100.000撤去 m2

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

とび工

人

普通作業員

人

ラフテレーンクレーン賃料

排出ガス対策型 日

津市
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当り

号 施工単価表敷鉄板設置撤去工

         100.000撤去 m2

0010第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

合計 m2          100.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表土工用ﾏｯﾄ（ｼｰﾄ類）敷設･撤去

         100.000敷設～撤去 m2

0011第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木安定用材：マット・シート類

m2          104.000

普通作業員

人

合計 m2          100.000

津市
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当り

号 施工単価表土工用ﾏｯﾄ（ｼｰﾄ類）敷設･撤去

         100.000敷設～撤去 m2

0011第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表残土等処分（施工パッケージ）

           1.000土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3

0012第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土砂等運搬（施工パッケージ）

土砂(岩塊･玉石混り土含む) m3            1.000

CB210110(0021)

合計 m3            1.000

単位当り m3            1.000 当り

当り

号 施工単価表大型土のう工

          10.000製作・設置 購入土 大型土のう 袋

0013第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

津市
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当り

号 施工単価表大型土のう工

          10.000製作・設置 購入土 大型土のう 袋

0013第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

普通作業員

人

大型土のう

φ110cm(丸型)×108cm 袋           10.000

購入土

m3           10.000

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

第0001号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 袋           10.000

津市
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当り

号 施工単価表大型土のう工

          10.000製作・設置 購入土 大型土のう 袋

0013第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 袋            1.000 当り

当り

号 施工単価表大型土のう工

          10.000撤去 袋

0014第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

バックホウ運転費(賃料)【基準】

日

第0002号運転単価表

諸雑費

式            1.000

合計 袋           10.000

津市
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当り

号 施工単価表大型土のう工

          10.000撤去 袋

0014第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 袋            1.000 当り

当り

号 施工単価表据付・撤去工

           1.000 現場

0015第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

合計 現場            1.000

単位当り 現場            1.000 当り

当り

号 施工単価表ポンプ運転工

           1.000作業時排水 発動発電機 日

0016第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊作業員

人

津市
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当り

号 施工単価表ポンプ運転工

           1.000作業時排水 発動発電機 日

0016第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

工事用水中ポンプ 機械損料

日

第0003号運転単価表

発動発電機機械損料

日

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

津市
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当り

号 施工単価表仮設材等運搬費 （往復）

           1.000 式

0017第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

運搬費

式            1.000

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表仮設材等積込み取卸し

           1.000 式

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

積込みのみ

t.

取卸しのみ

t.

積込みのみ

t.

津市
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当り

号 施工単価表仮設材等積込み取卸し

           1.000 式

0018第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

取卸しのみ

t.

合計 式            1.000

単位当り 式            1.000 当り

当り

号 施工単価表積込運搬工

       1,000.000 m2

0019第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

普通作業員

人

普通作業員

人

ダンプトラック運転費【基準】

時間

第0004号運転単価表

津市
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当り

号 施工単価表積込運搬工

       1,000.000 m2

0019第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

諸雑費

式            1.000

諸雑費

式            1.000

合計 m2        1,000.000

単位当り m2            1.000 当り

当り

号 施工単価表建設廃棄物受入れ料金

           1.000立木等 t

0020第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

建設廃棄物受入れ料金（立木等）

t            1.000

合計 t            1.000

津市
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当り

号 施工単価表建設廃棄物受入れ料金

           1.000立木等 t

0020第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り t            1.000 当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0010 盛土(2)
購入土

0001
       100 m3 当り

CB210410(0003)

       100.000m3土砂

盛土（施工パッケージ）

       133.000m3盛土用（現場渡し）

山土

       100.000m3合　　計

当り         1.000m3単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0020 小口止コンクリート 0002
         1 基 当り

第0003号単価表

         1.000基18-8-40(高炉･W/C=60%以下),

小口止コンクリート工

第0006号施工単価表

         1.800m2化粧型枠

型枠

         1.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0040 小口止コンクリート工
18-8-40(高炉･W/C=60%以下),

0003
         1 基 当り

CB240010(0013)

         1.520m3無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以
下 小型車割増有り

コンクリート（施工パッケージ）

CB240210(0014)

        10.130m2一般型枠

型枠（施工パッケージ）

         1.000基合　　計

当り         1.000基単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0090 石積
控え350

0004
        10 m2 当り

第0007号施工単価表

        10.000m2積工 練石 玉石

石積

CB221840(0017)

         1.170m3積工 18-8-25（高炉） W/C=60%以下 有り

胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）
（施工パッケージ）

        10.000m2合　　計

当り         1.000m2単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0030 工事用道路(1) 0005
         1 式 当り

第0009号施工単価表

        79.000m2設置

敷鉄板設置撤去工

第0010号施工単価表

        79.000m2撤去

敷鉄板設置撤去工

第0011号施工単価表

       104.000m2敷設～撤去

土工用ﾏｯﾄ（ｼｰﾄ類）敷設･撤去

         1.000式22×1524×3048

敷鉄板損料

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0022 工事用道路(2) 0006
         1 式 当り

CB210610(0018)

       620.000m3敷均し(ﾙｰｽﾞ)

整地（施工パッケージ）

       750.000m3盛土用（現場渡し）

山土

CB210610(0019)

         8.000m3敷均し(ﾙｰｽﾞ)

砕石敷均し（施工パッケージ）

         8.000m3ＲＣ－40

再生クラッシャーラン

CB210020(0020)

       630.000m3土砂

積込（ルーズ）（施工パッケージ）

第0012号施工単価表

       630.000m3土砂(岩塊･玉石混り土含む)

残土等処分（施工パッケージ）

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0023 工事用道路(3) 0007
         1 式 当り

CB210610(0018)

        50.000m3敷均し(ﾙｰｽﾞ)

整地（施工パッケージ）

        60.000m3盛土用（現場渡し）

山土

CB210610(0019)

         3.000m3敷均し(ﾙｰｽﾞ)

砕石敷均し（施工パッケージ）

         3.000m3ＲＣ－40

再生クラッシャーラン

CB210020(0020)

        60.000m3土砂

積込（ルーズ）（施工パッケージ）

第0012号施工単価表

        60.000m3土砂(岩塊･玉石混り土含む)

残土等処分（施工パッケージ）

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0001 大型土のう
製作・据付・撤去

0008
         1 袋 当り

第0013号施工単価表

         1.000袋製作・設置 購入土 大型土のう

大型土のう工

第0014号施工単価表

         1.000袋撤去

大型土のう工

第0012号施工単価表

         1.000m3土砂(岩塊･玉石混り土含む)

残土等処分（施工パッケージ）

         1.000袋合　　計

当り         1.000袋単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

S0100 排水管φ600
設置・撤去　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(無孔ｼﾝｸﾞﾙ構造)

0009
        10 ｍ 当り

φ600
CB222770(0022)

        10.000ｍ据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm

暗渠排水管（施工パッケージ）

        10.000ｍ合　　計

当り         1.000ｍ単位当り

第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0100 ポンプ排水 0010
         1 式 当り

第0015号施工単価表

         1.000現場

据付・撤去工

第0016号施工単価表

日作業時排水 発動発電機

ポンプ運転工

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0070 伐竹処理 0011
         1 式 当り

第0012号単価表

       300.000m2

伐竹

第0020号施工単価表

         7.500t立木等

建設廃棄物受入れ料金

         1.000式合　　計

当り         1.000式単位当り

津市
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第 号単価表

単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要名　　    称

SJ0080 伐竹 0012
       100 m2 当り

CB320510(0023)

       100.000m2伐竹

伐木・伐竹（伐木除根）（施工パッケージ）

第0019号施工単価表

       100.000m2

積込運搬工

       100.000m2合　　計

当り         1.000m2単位当り

津市
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条件名称施工名称 単位 標準単価 積算単価 条件値単価コード

施工パッケージ単価一覧表

m3CB210100(0001) 掘削（施工パッケージ） 土質 土砂

施工方法 上記以外(小規模)

m3CB210410(0002) 盛土(1)（施工パッケージ） 土質区分 土砂

m3CB210410(0003) 盛土（施工パッケージ） 土質区分 土砂

m2CB220010(0004) 法面整形(盛土部)(施工パッ
ケージ)

整形箇所 盛土部

法面締固めの有無 法面締固め無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土土質

m3CB210030(0005) 床掘り（施工パッケージ） 土質区分 土砂

m3CB210410(0006) 埋戻し（施工パッケージ） 土質区分 土砂

m3CB226170(0007) 現場打基礎コンクリート（施
工パッケージ）

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-5-40(高炉)

水セメント比 W/C=60%以下

小型車割増有り小型車割増

津市
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条件名称施工名称 単位 標準単価 積算単価 条件値単価コード

施工パッケージ単価一覧表

m3CB240010(0008) コンクリート（施工パッケー
ジ）

構造物識別 無筋・鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)

W/C=60%以下水セメント比

小型車割増 小型車割増有り

m2CB240210(0009) 型枠（施工パッケージ） 型枠の種類 一般型枠

m3CB226120(0010) 裏込材（施工パッケージ） ﾌﾞﾛｯｸの種類 間知･平ﾌﾞﾛｯｸ

胴込･裏込材規格 再生砕石 RC-40

小型車割増有り胴込・裏込材小型車割増

m3CB226180(0011) 天端コンクリート（施工パッ
ケージ）

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25（高炉）

水セメント比 W/C=60%以下

小型車割増有り小型車割増

m2CB224710(0012) 目地板（施工パッケージ） 目地板の種類 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10

m3CB240010(0013) コンクリート（施工パッケー
ジ）

構造物識別 無筋・鉄筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高炉)

W/C=60%以下水セメント比

小型車割増 小型車割増有り

津市
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条件名称施工名称 単位 標準単価 積算単価 条件値単価コード

施工パッケージ単価一覧表

m2CB240210(0014) 型枠（施工パッケージ） 型枠の種類 一般型枠

m2CB240210(0015) 型枠（施工パッケージ） 型枠の種類 化粧型枠

m2CB221830(0016) 石積（張）（施工パッケー
ジ）

積張の区分 積工

構造区分 練石

玉石石の種類

m3CB221840(0017) 胴込・裏込コンクリート（石
積（張）工）（施工パッケー
ジ）

積張の区分 積工

胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25（高炉）

W/C=60%以下水ｾﾒﾝﾄ比

小型車割増 有り

m3CB210610(0018) 整地（施工パッケージ） 作業区分 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3CB210610(0019) 砕石敷均し（施工パッケー
ジ）

作業区分 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3CB210020(0020) 積込（ルーズ）（施工パッ
ケージ）

土質 土砂

m3CB210110(0021) 土砂等運搬（施工パッケー
ジ）

土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

津市
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条件名称施工名称 単位 標準単価 積算単価 条件値単価コード

施工パッケージ単価一覧表

ｍCB222770(0022) 暗渠排水管（施工パッケー
ジ）

作業区分 据付・撤去

管種別 波状管及び網状管

450～600mm呼び径

m2CB320510(0023) 伐木・伐竹（伐木除根）（施
工パッケージ）

樹木・竹の区分　樹木密集
度

伐竹

津市
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当り

号 運転単価表バックホウ運転費(賃料)【基準】

           1.000 日

0001第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

バックホウ賃料

排ガス対策 供用日

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

津市
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当り

号 運転単価表バックホウ運転費(賃料)【基準】

           1.000 日

0002第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

特殊運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

バックホウ賃料

排ガス対策 供用日

諸雑費

式            1.000

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

津市
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当り

号 運転単価表工事用水中ポンプ 機械損料

           1.000 日

0003第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

工事用水中ポンプ 機械損料

日

合計 日            1.000

単位当り 日            1.000 当り

当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費【基準】

           1.000 時間

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

一般運転手

人

軽油

一般用 ﾘｯﾄﾙ

ダンプトラック機械損料

時間

第0005号運転単価表

津市
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当り

号 運転単価表ダンプトラック運転費【基準】

           1.000 時間

0004第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

タイヤ損耗費

時間

諸雑費

式            1.000

合計 時間            1.000

単位当り 時間            1.000 当り

当り

号 運転単価表ダンプトラック機械損料

           1.000 時間

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

ダンプトラック機械損料[13欄]

時間

合計 時間            1.000

津市
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当り

号 運転単価表ダンプトラック機械損料

           1.000 時間

0005第

名　　　　称 摘　 　 要金　額単　価数　量単位

単位当り 時間            1.000 当り

津市
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5252



5353



5454



5555



5656



5757



5858



5959



6060



6161



6262



6363



6464



65



6666



6767



6868



6969



7070



7171



7272




