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頁頁 --

費目・工種明細など費目・工種明細など 規格1・規格2規格1・規格2 単位単位 数量数量 備考備考

　　　　　　　工事数量総括表　　　　　　　　　　　　　工事数量総括表　　　　　　

本工事費本工事費

道路維持道路維持
       1            1         式        式    

レベル1 レベル1 

道路清掃工道路清掃工
       1            1         式        式    

レベル2 レベル2 

路面清掃工路面清掃工
       1            1         式        式    

レベル3 レベル3 

路面清掃(路肩部・人力)路面清掃(路肩部・人力) 塵埃量 少ない塵埃量 少ない
      10.9         10.9       km        km    

レベル4 レベル4 

残土処理工残土処理工
       1            1         式        式    

レベル3 レベル3 

仮設工仮設工
       1            1         式        式    

レベル2 レベル2 

交通管理工交通管理工
       1            1         式        式    

レベル3 レベル3 

交通誘導警備員交通誘導警備員
       1            1         式        式    

レベル4 レベル4 

＊＊直接工事費＊＊＊＊直接工事費＊＊

共通仮設費率分共通仮設費率分
                    

共通仮設費率分共通仮設費率分

＊＊共通仮設費計＊＊＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊＊＊純工事費＊＊

現場管理費現場管理費

＊＊工事原価＊＊＊＊工事原価＊＊

一般管理費率分一般管理費率分

契約保証費契約保証費

一般管理費計一般管理費計



0 0 00020002

                                                                                

頁頁 --

費目・工種明細など費目・工種明細など 規格1・規格2規格1・規格2 単位単位 数量数量 備考備考

　　　　　　　工事数量総括表　　　　　　　　　　　　　工事数量総括表　　　　　　

＊＊工事価格＊＊＊＊工事価格＊＊

＊＊消費税相当額＊＊＊＊消費税相当額＊＊

＊＊工事費計＊＊＊＊工事費計＊＊

＊＊契約保証費計＊＊＊＊契約保証費計＊＊



                                                                                

総括情報表総括情報表 頁頁 --

変更回数変更回数
適用単価地区適用単価地区
単価適用日単価適用日

諸経費体系諸経費体系

当世代当世代 前世代前世代

  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の  建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の
事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等
の一部として率計上している。の一部として率計上している。

≪凡例≫≪凡例≫
Co ･･･コンクリートCo ･･･コンクリート
DT ･･･ダンプトラックDT ･･･ダンプトラック
CC ･･･クローラクレーンCC ･･･クローラクレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーンRTC･･･ラフテレーンクレーン

As ･･･アスファルトAs ･･･アスファルト
BH ･･･バックホウBH ･･･バックホウ
TC ･･･トラッククレーンTC ･･･トラッククレーン

000100010 0 

0 0 
5959三原市                                  三原市                                  
00-03.04.01(0)00-03.04.01(0)

11 公共(一般)      公共(一般)      

工種                    工種                    
施工地域・工事場所区分  施工地域・工事場所区分  
復興補正区分            復興補正区分            
週休補正区分            週休補正区分            
現場事務所等の貸与区分  現場事務所等の貸与区分  
ＩＣＴ補正区分　　　　　ＩＣＴ補正区分　　　　　
冬期補正係数            冬期補正係数            
緊急工事区分            緊急工事区分            
前払金支出割合区分      前払金支出割合区分      
契約保証区分            契約保証区分            

13  道路維持工事            13  道路維持工事            
04  一般交通影響有り(2)     04  一般交通影響有り(2)     
00  補正なし                00  補正なし                
00  補正なし　　　　        00  補正なし　　　　        
00  補正なし                00  補正なし                
00  補正なし　　　　　　　　00  補正なし　　　　　　　　
00  補正なし                00  補正なし                
00  通常工事 ０％           00  通常工事 ０％           
00  補正無し                00  補正無し                
01  金銭的保証(0.04%)       01  金銭的保証(0.04%)       



                          本工事費　内訳表                                            本工事費　内訳表                  0 0 00020002

                                                                                

頁頁 --

費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など 数量数量 単位単位 単価単価 金額金額 備考備考
本工事費本工事費 X1000      X1000      

道路維持道路維持

         1              1     
                    
    式        式    

Y1G01      Y1G01      レベル1 レベル1 

道路清掃工道路清掃工

         1              1     
                    
    式        式    

Y1G0119    Y1G0119    レベル2 レベル2 

路面清掃工路面清掃工

         1              1     
                    
    式        式    

Y1G011901  Y1G011901  レベル3 レベル3 

路面清掃(路肩部・人力)路面清掃(路肩部・人力)
塵埃量 少ない塵埃量 少ない

        10.9           10.9   
                    
    km        km    

Y1G01190102Y1G01190102レベル4 レベル4 

積込(ルーズ)積込(ルーズ)
土砂土砂
小規模(標準以外)小規模(標準以外)

       490            490         m3        m3    

SPK20040007SPK200400070000        

    単第0 -0001  表       単第0 -0001  表   
路面清掃(路肩部・人力)路面清掃(路肩部・人力)
塵埃量 少ない塵埃量 少ない

        10.9           10.9       km        km    

SPK20040364SPK200403640000        

    単第0 -0002  表       単第0 -0002  表   
残土処理工残土処理工

         1              1     
                    
    式        式    

Y1G010210  Y1G010210  レベル3 レベル3 

土砂等運搬土砂等運搬
土砂土砂

       200            200     
                    
    m3        m3    

Y1G01021002Y1G01021002レベル4 レベル4 



                          本工事費　内訳表                                            本工事費　内訳表                  0 0 00030003

                                                                                

頁頁 --

費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など 数量数量 単位単位 単価単価 金額金額 備考備考
土砂等運搬土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り  距離3.5km以下(3.0km超)DID区間有り  距離3.5km以下(3.0km超)

       200            200         m3        m3    

SPK20040002SPK200400020000        

    単第0 -0003  表       単第0 -0003  表   
土砂等運搬土砂等運搬
有機物有機物

       290            290     
                    
    m3        m3    

Y1G01021002Y1G01021002レベル4 レベル4 

土砂等運搬土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間有り  距離8.0km以下(6.5km超)DID区間有り  距離8.0km以下(6.5km超)

       290            290         m3        m3    

SPK20040002SPK200400020000        

    単第0 -0004  表       単第0 -0004  表   
残土等処分残土等処分

       200            200     
                    
    m3        m3    

Y1G01021003Y1G01021003レベル4 レベル4 

【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　【直接工事費に含まれる処分費等】　　　　

                    

#0041      #0041      

受入費受入費
土砂土砂

       200            200         m3        m3    

F9001      F9001      0000      

        
仮設工仮設工

         1              1     
                    
    式        式    

Y1G0126    Y1G0126    レベル2 レベル2 

交通管理工交通管理工

         1              1     
                    
    式        式    

Y1G012621  Y1G012621  レベル3 レベル3 

交通誘導警備員交通誘導警備員

         1              1     
                    
    式        式    

Y1G01262101Y1G01262101レベル4 レベル4 



                          本工事費　内訳表                                            本工事費　内訳表                  0 0 00040004

                                                                                

頁頁 --

費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など 数量数量 単位単位 単価単価 金額金額 備考備考
交通誘導警備員B交通誘導警備員B

        19             19         人        人    

R0369      R0369      0000      

        
＊＊直接工事費＊＊＊＊直接工事費＊＊

#0020計=支給品等(材料),無償貸付        �#0020計=支給品等(材料),無償貸付        �

共通仮設費率分共通仮設費率分

                    

Z0019      Z0019      

計算情報……計算情報……
対象額………対象額………
率……………率……………

＊＊共通仮設費計＊＊＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊＊＊純工事費＊＊

現場管理費現場管理費

                    

計算情報……計算情報……
対象額………対象額………
率……………率……………

＊＊工事原価＊＊＊＊工事原価＊＊

一般管理費率分一般管理費率分

                    

計算情報……計算情報……
対象額………対象額………

前払補正率…前払補正率…

率……………率……………



                          本工事費　内訳表                                            本工事費　内訳表                  0 0 00050005

                                                                                

頁頁 --

費目・工種・施工名称など費目・工種・施工名称など 数量数量 単位単位 単価単価 金額金額 備考備考
契約保証費契約保証費

                    

計算情報……計算情報……
対象額………対象額………
率……………率……………

当初請対額  当初請対額  
当初対象額  当初対象額  

一般管理費計一般管理費計

＊＊工事価格＊＊＊＊工事価格＊＊

＊＊消費税相当額＊＊＊＊消費税相当額＊＊

                    

計算情報……計算情報……
対象額………対象額………
率……………率……………

＊＊工事費計＊＊＊＊工事費計＊＊

＊＊契約保証費計＊＊＊＊契約保証費計＊＊



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00060006

     1,587.80000     1,587.80000 23.75% 23.75%  68.21% 68.21%   8.04%  8.04%   0.00%  0.00%

積込(ルーズ)積込(ルーズ) SPK20040007SPK20040007     単第0 -0001  表        単第0 -0001  表    
土砂土砂 小規模(標準以外)小規模(標準以外)        1            1         m3        m3    

小型バックホウ(クローラ型)小型バックホウ(クローラ型) 小型バックホウ(クローラ型)小型バックホウ(クローラ型)
標準型・排2標準型・排2
山積0.13/平積0.10m3山積0.13/平積0.10m3

標準型・排2標準型・排2
山積0.13/平積0.10m3山積0.13/平積0.10m3

MTPC00077  MTPC00077  
MTPT00077  MTPT00077   23.75% 23.75%

運転手(特殊)運転手(特殊) 運転手(特殊)運転手(特殊) RTPC00006  RTPC00006  
RTPT00006  RTPT00006   68.21% 68.21%

軽油軽油 軽油1.2号パトロール給油軽油1.2号パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  TTPC00013  
TTPT00013  TTPT00013    8.04%  8.04%

積算単価積算単価 積算単価積算単価 EP001      EP001      
              

A=1          土砂                                    A=1          土砂                                    B=5          小規模(標準以外)                        B=5          小規模(標準以外)                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00070007

    17,049.00000    17,049.00000  0.00%  0.00% 100.00%100.00%   0.00%  0.00%   0.00%  0.00%

路面清掃(路肩部・人力)路面清掃(路肩部・人力) SPK20040364SPK20040364     単第0 -0002  表        単第0 -0002  表    
塵埃量 少ない塵埃量 少ない        1            1         km        km    

普通作業員普通作業員 普通作業員普通作業員 RTPC00002  RTPC00002  
RTPT00002  RTPT00002   99.01% 99.01%

その他(労務)その他(労務) その他(労務)その他(労務) ER009      ER009      
              

積算単価積算単価 積算単価積算単価 EP001      EP001      
              

A=1          塵埃量 少ない                           A=1          塵埃量 少ない                           B=1          -(全ての費用)                           B=1          -(全ての費用)                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00080008

     2,520.40000     2,520.40000 20.04% 20.04%  70.36% 70.36%   9.60%  9.60%   0.00%  0.00%

土砂等運搬土砂等運搬 SPK20040002SPK20040002     単第0 -0003  表        単第0 -0003  表    
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り  距離3.5km以下(3.0km超)DID区間有り  距離3.5km以下(3.0km超)        1            1         m3        m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
2t積級2t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

2t積級2t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00016T1MTPC00016T1
MTPT00016T1MTPT00016T1 20.04% 20.04%

運転手(一般)運転手(一般) 運転手(一般)運転手(一般) RTPC00007  RTPC00007  
RTPT00007  RTPT00007   70.36% 70.36%

軽油軽油 軽油1.2号パトロール給油軽油1.2号パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  TTPC00013  
TTPT00013  TTPT00013    9.60%  9.60%

積算単価積算単価 積算単価積算単価 EP001      EP001      
              

A=2          小規模                                  A=2          小規模                                  B=6          バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)         B=6          バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=2          DID区間有り                             D=2          DID区間有り                             
F=19         距離3.5km以下(3.0km超)                  F=19         距離3.5km以下(3.0km超)                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                

施工単価表施工単価表 頁頁 --

当り当り

代表機労材規格(積算地区)代表機労材規格(積算地区) 構成比構成比 単価(積算地区)単価(積算地区) 代表機労材規格(東京地区)代表機労材規格(東京地区) 単価(東京地区)単価(東京地区) 備考備考
機械構成比:機械構成比: 労務構成比:労務構成比: 材料構成比:材料構成比: 市場単価構成比:市場単価構成比: 標準単価：標準単価：

0 0 00090009

     4,200.70000     4,200.70000 20.04% 20.04%  70.36% 70.36%   9.60%  9.60%   0.00%  0.00%

土砂等運搬土砂等運搬 SPK20040002SPK20040002     単第0 -0004  表        単第0 -0004  表    
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り  距離8.0km以下(6.5km超)DID区間有り  距離8.0km以下(6.5km超)        1            1         m3        m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
2t積級2t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

2t積級2t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00016T1MTPC00016T1
MTPT00016T1MTPT00016T1 20.04% 20.04%

運転手(一般)運転手(一般) 運転手(一般)運転手(一般) RTPC00007  RTPC00007  
RTPT00007  RTPT00007   70.36% 70.36%

軽油軽油 軽油1.2号パトロール給油軽油1.2号パトロール給油
パトロール給油,2～4KL積載車給油パトロール給油,2～4KL積載車給油

TTPC00013  TTPC00013  
TTPT00013  TTPT00013    9.60%  9.60%

積算単価積算単価 積算単価積算単価 EP001      EP001      
              

A=2          小規模                                  A=2          小規模                                  B=6          バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)         B=6          バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=2          DID区間有り                             D=2          DID区間有り                             
F=36         距離8.0km以下(6.5km超)                  F=36         距離8.0km以下(6.5km超)                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


