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第１章　総　則

第２章　工事用材料

見本又は資料提出

第３章　施　工 （1）

（2）

（3）

第４章　施工機械

対象機種一覧

・バックホウ

・トラクタショベル

・ブルドーザ

・発動発電機（可搬式）

・空気圧縮機（可搬式）

・油圧ユニット

・ホイールクレーン

（1）

第５章　施工管理

特記仕様書

農林災害　田　復旧工事（2001）

　本工事の施工に当たっては、富山県農林水産部土木工事等共通仕様書に
基づいて実施する。同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様
書によるものとする。

　不可視部分については、完成写真等で判断ができるよう記録することと
する。

　本工事に使用する主要な材料については、監督員の検査を受けてから使
用するものとし、監督員が指示する工事材料は、使用前に見本、カタロ
グ、試験成績書等を提出して承諾を受けなければならない。

　工事施工にあたり、起工測量を行い設計図書と相違がないか結果
を監督員に報告し承諾を得てから、着手すること。

　１：４より急な箇所に盛土する場合は、特に指示する場合を除
き、段切りを行い、盛土と基礎地盤との密着を図り、滑動を防止し
なければならない。
　この場合、一段当たりの最小幅は１ｍ、最小高さは50㎝とする。

　掘削中、排水管、横断構造物等の障害物に掘り当たったときは、
これを損傷せぬよう注意し、その処理に関しては監督員の指示に従
う。

ディーゼルエンジン（エン
ジン出力7.5kw～260kw）を
搭載した建設機械に限る。

・ロードローラ、タイヤロー
ラ、振動ローラ

　排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書（富山県
農林水産部 土木工事等共通仕様書 第1編 共通編 第1節総則 第1-5
条 施工計画書第1項(4)主要機械）の中で、①機種、②メーカー名、
③形式、④台数等を記載するものとする。また、「指定ラベル」が
確認できる工事写真を提出するものとする。

備　　　考機　　　種

　本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型
建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正
平成22年3月18日付け国総施環境291号に基づき指定された建設機械を使用
するものとする。なお、排出ガス対策型建設機械にかえて、技術証明によ
りその効果が明らかな排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場
合は排出ガス対策型と同等とみなす。

この工事の施工管理は富山県農林水産部土木工事施工管理基準によるもの
とする｡



第６章　安全管理 （1）

（2）

（3）

第７章　市内企業振興

（1）

（2）

（3）

第８章　ワンデーレス
ポンスの実施について

（1）

（2）

（3）

第９章　その他 （1）

（2）

（3）

第１０章　定めなき事項

本工事の一部を下請業者に発注する場合は、できる限り市内業者
へ発注すること。

　工事看板等安全対策は充分行い、事故のないように留意すること。

　この仕様書に定めなき事項又はこの工事の施工に当たり疑義が生じた場
合は、必要に応じて監督員と協議するものとする。

　受注者は、作業間の関連や工事の進捗状況等を把握し、綿密な工
程管理に努めるものとする。

　受注者は、工事着工前に地元関係者に対して現場の状況説明を行
い、了解を得ること。

　受注者は、監督員が資料及び写真の提出を求めた場合は、速やか
に応じること。

　受注者は、工事期間中作業日誌又は工事旬報及び施工管理につい
て記録し、必要に応じて監督員と協議するものとする。

　重機の運転は必ず有資格者であること。

　この工事では、「基本的にその日のうちに速やかに回答する」
「現場を持たせない」等、現場の問題発生に対する迅速な対応（＝
ワンデーレスポンス）の実施により、問題解決の迅速化を図ること
とする。ただし、その日のうちに回答が困難な場合は、受注者と発
注者が協議のうえ、回答予定日を回答するものとする。

　受注者は、工事施工中において協議事項が発生した場合、作業内
容や工程及び発生原因等を整理のうえ、速やかに監督員と協議する
ものとする。

　工事施工は安全衛生規則を尊守し、安全確保に務めること。

　工事資材及び建設機械の購入等についても、できる限り市内業者
を選定すること。

下請業者に発注する場合は、適正な価格及び期間内にて請負い代
金を支払うこと。

　本工事の施工にあたっては次の事項に配慮すること。



田　復旧工事（2001）

　施工延長　L=24.0ｍ

　土工 1.0 式

　フトン篭（B1200*H500）　（栗石15cm、網目13cm） L= 45 段ｍ

　法面整形工 A= 152 ㎡

　暗渠排水工（暗渠排水用ﾎﾟﾘ製吸水管φ100） L= 7 ｍ

　敷鉄板設置・撤去（W=3.0m、L=48m、1,524*3,048*22） A= 144 ㎡

摘
 
 
 
要
 
 
 
欄

円也

農林災害　田　復旧工事（2001）

工事概要

工　事　名

工　事　費 金



総 括 情 報 表 頁 -

事務所 0001
設計書名
変更回数

適用単価
適用単価地区
単価適用年月日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

魚  津  市

0001

魚  津  市              
実施設計書      当初  

0

0

1 実施単価    
25 魚津地区                                
0-02.11.15(0)

1 農地            

前払率                  
諸経費工種  　　        
電力区分（１）          
電力区分（２）          
豪雪地域補正            
冬期労務補正            
週休２日工事区分        
施工地域区分            
契約保証区分            
消費税率（％）          

40                          
01  ほ場整備工事            
01  臨時低圧電力            
10  他季１                  
01  補正なし                
00  補正なし                
00  補正なし                
12  補正無し                
03  補正なし                
10



Y4105010201

          
          

                                        
                                        
                                        

流用土盛土                              

Y31050102  

          
          

                                        
                                        
                                        

盛土工                                  
施工　第0-0001号表　　

                                        
A=1,B=5,F=7                             

    0SP2001     

    ｍ3          54     崩土                                    
上記以外(小規模)                        
土砂                                    
掘削[小規模]                            

施工　第0-0001号表　　
                                        
A=1,B=5,F=7                             

    0SP2001     

    ｍ3         181                                             
上記以外(小規模)                        
土砂                                    
掘削[小規模]                            

Y4105010101

          
          

                                        
                                        
                                        

土砂掘削                                

Y31050101  

          
          

                                        
                                        
                                        

掘削工                                  

Y210501    

          
          

                                        
                                        
                                        

土工                                    

Y1101      

          
          

                                        
                                        
                                        

ほ場整備工事                            

X1000      

                                        
                                        
                                        

本工事費　　　　　　　　　　　　　　　　

魚  津  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00020　　　　　　本工事費内訳表　　　　　　　



Y4105010302

          
          

                                        
                                        
                                        

法面整形（盛土部）                      

Y31050103  

          
          

                                        
                                        
                                        

整形仕上げ工                            
    

   0TST36      

    ｍ3           6                                             
                                        
                                        
公共用残土仮置場（搬入）                

#0046      

                                                  
                                        
                                        

処分費等      　　　　　　　　　        
施工　第0-0005号表　　

                                        
A=2,B=5,C=1,D=1,E=14                    

    0SP2002     

    ｍ3           6                                             
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
小規模                                  
土砂等運搬[ﾊﾞｯｸﾎｳ積込]                  

Y4105010401

          
          

                                        
                                        
                                        

作業残土処理                            

Y31050104  

          
          

                                        
                                        
                                        

作業残土処理工                          
施工　第0-0002号表　　

                                        
A=11,B=4                                

    0S2501      

    ｍ3         190     盛土                                    
土砂                                    
粘性土･礫質土 機械投入+まき出し+コンパⅠ
人力埋戻（機械併用）                    

施工　第0-0002号表　　
                                        
A=11,B=4                                

    0S2501      

    ｍ3          39     埋戻                                    
土砂                                    
粘性土･礫質土 機械投入+まき出し+コンパⅠ
人力埋戻（機械併用）                    

魚  津  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00030　　　　　　本工事費内訳表　　　　　　　



施工　第0-0009号表　　
                                        
A=2                                     

    0S0333      

    ｍ            7                                             
                                        
暗渠排水管（定尺管）　100㎜             
暗渠排水工（排水管布設）                

Y4101040801

          
          

                                        
                                        
                                        

硬質ポリ塩化ビニル管                    

Y31010104  

          
          

                                        
                                        
                                        

暗渠排水工                              
施工　第0-0008号表　　

    0V0123      

    本           14                                             
                                        
杭長2.0ｍ　杭径 9㎝                     
木杭人力打設                            

施工　第0-0007号表　　
                                        
A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1                 

    0SP2079     

    ｍ           45                                             
規格　高さ50cm×幅120cm                 
設置　階段式                            
ふとんかご                              

Y4102010502

          
          

                                        
                                        
                                        

ふとんかご                              

Y31030307  

          
          

                                        
                                        
                                        

かご工                                  

Y210202    

          
          

                                        
                                        
                                        

法面工                                  
施工　第0-0006号表　　

    0S2504      

    ㎡          152                                             
                                        
バックホウ　山積0.28ｍ3 (法面バケット付)
整形工（小規模機械法面整形）            

魚  津  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00040　　　　　　本工事費内訳表　　　　　　　



施工　第0-0011号表　　
                                        
A=1                                     

    0S0505      

    ha            0.01                                          
                                        
表土掘削                                
耕地復旧（表土掘削・埋戻）              

Y4105140105

          
          

                                        
                                        
                                        

敷鉄板                                  

Y31051401  

          
          

                                        
                                        
                                        

仮設道路工                              

Y210514    

          
          

                                        
                                        
                                        

仮設工                                  
    

   0T4811      

    ㎡           10.8                                           
                                        
ｔ＝10㎜　幅 1ｍ　長10ｍ                
吸出し防止マット                        

   

    W0001      

    ㎡            2.8   建設物価                                
                                        
ｔ＝1.0㎜                               
遮水シート                              

    

   0T7086      

    ｍ3           0.8                                           
                                        
40～30㎜                                
単粒度砕石 3号(S-40)                    

施工　第0-0010号表　　
                                        
A=3,B=0.12                              

    0S0328      

    ｍ            7                                             
                                        
砕石                                    
暗渠排水工（被覆材投入）                

    

   0T7655      

    ｍ            7                                             
                                        
φ100㎜                                 
暗渠排水用ポリ製　吸水管                

魚  津  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00050　　　　　　本工事費内訳表　　　　　　　



共通仮設費計                            
    式    

（率分）    
共通仮設費　

施工　第0-0014号表　　
                                        
A=2,B=2,D=12.8,E=2,F=1                  

    0S0558      

    ｔ           25.6                                           
                                        
往復（片道運搬距離12.8km）              
輸送費（敷鉄板）                        

Y2ZZ0502   

          
          

                                        
                                        
                                        

仮設材輸送                              

Z0005      

    式    

運搬費                                  

共通仮設費(積上げ分)                    

直接工事費                              
施工　第0-0013号表　　

                                        
A=1,B=28,C=1                            

    0S0509      

    ㎡          144                                             
                                        
設置～賃料～撤去                        
敷鉄板設置・撤去工                      

施工　第0-0012号表　　
                                        
A=2                                     

    0S0505      

    ha            0.01                                          
                                        
表土埋戻                                
耕地復旧（表土掘削・埋戻）              

魚  津  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00060　　　　　　本工事費内訳表　　　　　　　



    式    

消費税相当額
消費税・地方

工事価格計                              

請負対象工事費                          
    式    

消費税相当額
消費税・地方

工事価格                                
    式    

            
一般管理費等

工事原価                                
    式    

            
現場管理費  

純工事費                                

魚  津  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00070　　　　　　本工事費内訳表　　　　　　　



請負対象工事費計                        

魚  津  市

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称など

-頁 00080　　　　　　本工事費内訳表　　　　　　　



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

魚  津  市

0 0009

       1,106.8     30.52%  58.07%  11.41%   0.00%

掘削[小規模]                            
SP2001     施工　第0-0001号表　　

土砂                                    上記以外(小規模)                                                                
        1         ｍ3   

バックホウ（クローラ型）標準型          バックホウ                              
山積0.28ｍ3（平積0.2ｍ3）               
排出ガス対策型（第２次基準値）          

                    
                                    

MHH107     
 30.52%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R0010      

 58.07%

軽油                                    軽油
1・2号                                  
                                        

東京単価
１．２号　パトロール給油

T5106      
 11.41%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
F=7          標準                                    



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

魚  津  市

0 0010
人力埋戻（機械併用）                    

S2501      
施工　第0-0002号表　　

粘性土･礫質土 機械投入+まき出し+コンパⅠ 土砂                                    
       10         ｍ3   

埋戻（人力）　　　　　　　　　　　　　　
粘性土・礫質土                          
振動コンパクタ（Ⅰ）                    

       10.00      ｍ3   
S0008      施工　第0-0003号表　　

                                        A=2,B=2,C=4                             
積込（ルーズ）[小規模]                  
土砂                                    
小規模(標準)                            

       10.00      ｍ3   
SP2007     施工　第0-0004号表　　

                                        A=1,B=4                                 

＊＊＊合計＊＊＊                               10         ｍ3   

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                  1         ｍ3   

A=11         粘性土･礫質土 機械投入+まき出し+コンパⅠ B=4          小規模（標準）（山積0.28ｍ3級）         



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

魚  津  市

0 0011
埋戻（人力）　　　　　　　　　　　　　　

S0008      
施工　第0-0003号表　　

粘性土・礫質土                          振動コンパクタ（Ⅰ）                    
       10         ｍ3   

特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0001      

                                        
普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0002      

                                        
諸雑費                                  
                                        
                                        

    ％    
#01        

                                        

＊＊＊合計＊＊＊                               10         ｍ3   

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                  1         ｍ3   

A=2          埋戻　まき出し                          B=2          粘性土・礫質土                          
C=4          振動コンパクタ（Ⅰ）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

魚  津  市

0 0012

         975.63    30.52%  58.07%  11.41%   0.00%

積込（ルーズ）[小規模]                  
SP2007     施工　第0-0004号表　　

土砂                                    小規模(標準)                                                                    
        1         ｍ3   

バックホウ（クローラ型）標準型          バックホウ                              
山積0.28ｍ3（平積0.2ｍ3）               
排出ガス対策型（第２次基準値）          

                    
                                    

MHH107     
 30.52%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R0010      

 58.07%

軽油                                    軽油
1・2号                                  
                                        

東京単価
１．２号　パトロール給油

T5106      
 11.41%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          土砂                                    B=4          小規模(標準)                            



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

魚  津  市

0 0013

       1,766.6     26.28%  61.34%  12.38%   0.00%

土砂等運搬[ﾊﾞｯｸﾎｳ積込]                  
SP2002     施工　第0-0005号表　　

小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)                                                       
        1         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
4ｔ積級                                 
                                        

                                
M0302      

 26.28%

一般運転手                              運転手（一般）
                                        
                                        

東京単価
R0011      

 61.34%

軽油                                    軽油
1・2号                                  
                                        

東京単価
１．２号　パトロール給油

T5106      
 12.38%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          DID区間　無し                           
E=14         6.0km以下                               



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

魚  津  市

0 0014
整形工（小規模機械法面整形）            

S2504      
施工　第0-0006号表　　

バックホウ　山積0.28ｍ3 (法面バケット付)                                         
      100         ㎡    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0047      

                                        
普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0002      

                                        
バックホウ（クローラ型）標準型          
山積0.28ｍ3（平積0.2ｍ3）               
排出ガス対策型（第１次基準値）          

   時間   
MH107      

                                        
軽油                                    
1・2号                                  
                                        

     L    
T5106      

                                        
特殊運転手                              
                                        
                                        

    人    
R0010      

                                        

＊＊＊合計＊＊＊                              100         ㎡    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                  1         ㎡    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り[名　称]
[規格１] [規格２]
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

魚  津  市

0 0015

      13,205        6.55%  34.31%  59.14%   0.00%

ふとんかご                              
SP2079     施工　第0-0007号表　　

設置　階段式                            規格　高さ50cm×幅120cm                                                         
        1         ｍ    

バックホウ（クローラ型）標準型          バックホウ                              
山積0.8ｍ3（平積0.6ｍ3）                
排出ガス対策型（第２次基準値）          

                    
                                   

MHH111     
  6.55%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

東京単価
R0002      

 19.17%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

東京単価
R0001      

  5.86%

特殊運転手                              運転手（特殊）
                                        
                                        

東京単価
R0010      

  5.19%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

東京単価
R0047      

  4.09%

栗　石　（詰石用）                      詰石
径15㎝程度                              
                                        

東京単価
割栗石　１５０～２００ｍｍ

T7129      
 25.94%

ふとん籠（パネル式　線径4.0mm）         ふとんかご
網目13cm×高50cm×幅120cm               
                                        

東京単価　角形パネルタイプ
GS-3 線径4.0mm(♯8)　網目13㎝　50×120cm

T4447      
 24.53%

軽油                                    軽油
1・2号                                  
                                        

東京単価
１．２号　パトロール給油

T5106      
  2.55%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      
       

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      
       

A=1          設置                                    B=2          階段式                                  
C=2          高さ50cm×幅120cm                       D=2          網目13cm                                
E=1          栗石（詰石用）　径15cm程度              F=1          割り増しなし                            



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

魚  津  市

0 0016
木杭人力打設                            

V0123      
施工　第0-0008号表　　

杭長2.0ｍ　杭径 9㎝                                                             
       50         本    

松杭丸太                                
 φ 9㎝－ 2ｍ                            
                                        

       50         本    
T8201      

                                        
普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0002      

                                        
土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0047      

                                        

＊＊＊合計＊＊＊                               50         本    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                  1         本    



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

魚  津  市

0 0017
暗渠排水工（排水管布設）                

S0333      
施工　第0-0009号表　　

暗渠排水管（定尺管）　100㎜                                                     
        1         ｍ    

土木一般世話役                          
                                        
                                        

    人    
R0047      

                                        
特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0001      

                                        
普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0002      

                                        
ｍ当り                                  
                                        
                                        

          
+00        

                                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                  1         ｍ    

A=2          暗渠排水管（定尺管）　100㎜             



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

魚  津  市

0 0018
暗渠排水工（被覆材投入）                

S0328      
施工　第0-0010号表　　

砕石                                                                            
        1         ｍ    

バックホウ（クローラ型）標準型          
山積0.28ｍ3（平積0.2ｍ3）               
排出ガス対策型（第２次基準値）          

  供用日  
MHH107     

                                        
軽油                                    
1・2号                                  
                                        

     L    
T5106      

                                        
特殊運転手                              
                                        
                                        

    人    
R0010      

                                        
普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0002      

補助労務                                
ｍ当り                                  
                                        
                                        

          
+00        

                                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                  1         ｍ    

A=3          砕石                                    B=0.12       被覆材断面積（㎡）                      



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

魚  津  市

0 0019
耕地復旧（表土掘削・埋戻）              

S0505      
施工　第0-0011号表　　

表土掘削                                                                        
        1         ha    

バックホウ賃料　　　                    
                                        
                                        

  供用日  
TVA85      

                                        
軽油                                    
1・2号                                  
                                        

     L    
T5106      

                                        
特殊運転手                              
                                        
                                        

    人    
R0010      

                                        
ha当り                                  
                                        
                                        

          
+00        

                                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                  1         ha    

A=1          表土掘削                                



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

魚  津  市

0 0020
耕地復旧（表土掘削・埋戻）              

S0505      
施工　第0-0012号表　　

表土埋戻                                                                        
        1         ha    

バックホウ賃料　　　                    
                                        
                                        

  供用日  
TVA85      

                                        
軽油                                    
1・2号                                  
                                        

     L    
T5106      

                                        
特殊運転手                              
                                        
                                        

    人    
R0010      

                                        
ha当り                                  
                                        
                                        

          
+00        

                                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                  1         ha    

A=2          表土埋戻                                



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

魚  津  市

0 0021
敷鉄板設置・撤去工                      

S0509      
施工　第0-0013号表　　

設置～賃料～撤去                                                                
     1000         ㎡    

敷鉄板賃料                              
1524×6096×22　供用日数　1～90日       
                                        

   28,000.00   ㎡供用日 
M9504      

                                        
敷鉄板整備費                            
1524×6096×22                          
                                        

    1,000.00      ㎡    
M9511      

                                        
特殊作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0001      

                                        
普通作業員                              
                                        
                                        

    人    
R0002      

                                        
バックホウ賃料（クレーン付）            
                                        
                                        

  供用日  
TVA91      

                                        
軽油                                    
1・2号                                  
                                        

     L    
T5106      

                                        
特殊運転手                              
                                        
                                        

    人    
R0010      

                                        

＊＊＊合計＊＊＊                            1,000         ㎡    

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                  1         ㎡    

A=1          設置～賃料～撤去                        B=28         供用日数（日）                          
C=1          使用回数（回）                          



施 工 内 訳 表
頁 -

[名  称]
[規格１] [規格２]

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

魚  津  市

0 0022
輸送費（敷鉄板）                        

S0558      
施工　第0-0014号表　　

往復（片道運搬距離12.8km）                                                      
        1         ｔ    

輸送費（往復）                          
                                        
                                        

        1.00      ｔ    
T9992      

                                        
積込・取卸費（片道）                    
                                        
                                        

        1.00      ｔ    
T9993      

                                        

＊＊単位当り＊＊　　　　　　　                  1         ｔ    

A=2          敷鉄版                                  B=2          往復                                    
D=12.8       片道運搬距離12.8km                    E=2          片道計上                                
F=1          割増無し                                



機 労 材 集 計 表 頁 -

項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　位 単　　価　　名　　称 集 　計 　区 　分 　名 　称

魚  津  市

00230

   1 M9504      199  ㎡供用日 敷鉄板賃料                                   4,032     リース料　　　　　　　　　　　　　　　　
   2 M9511      199     ㎡    敷鉄板整備費                                   144     リース料　　　　　　　　　　　　　　　　
   3 MH107      176    時間   バックホウ　　　　　山積0.28ｍ3(平積0.2) 掘削積込機損料　　　　　　　　　　　　　
   4 MHH107     176   供用日  バックホウ　山積0.28ｍ3（平積0.20ｍ3）  掘削積込機損料　　　　　　　　　　　　　
   5 R0001      150     人    特殊作業員                              公共工事設計労務単価                    
   6 R0002      150     人    普通作業員                              公共工事設計労務単価                    
   7 R0010      150     人    特殊運転手                              公共工事設計労務単価                    
   8 R0047      150     人    土木一般世話役                          公共工事設計労務単価                    
   9 R0047      150     人    世話役                                  公共工事設計労務単価                    
  10 T4811       68     ㎡    吸出し防止マット                                10.8   吸出防止材　　　　　　　　　　　　　　　
  11 T5106      133      L    軽油                                    軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  12 T7086      108     ｍ3   単粒度砕石 3号(S-40)                             0.8   道路用砕石　　　　　　　　　　　　　　　
  13 T7655       13     ｍ    暗渠排水用ポリ製　吸水管                         7     暗渠排水　　　　　　　　　　　　　　　　
  14 T8201      125     本    松杭丸太                                        14     杭丸太　　　　　　　　　　　　　　　　　
  15 T9992      200     ｔ    輸送費（往復）                                  25.6   その他・市場単価等                      
  16 T9993      200     ｔ    積込・取卸費（片道）                            25.6   その他・市場単価等                      
  17 TST36      110     ｍ3   公共用残土仮置場（搬入）                         6     公共用残土                              
  18 TVA85      199   供用日  バックホウ賃料　　　山積0.8ｍ3(平積0.6) リース料　　　　　　　　　　　　　　　　
  19 TVA91      199   供用日  バックホウ　　　　　（クレーン機能付）  リース料　　　　　　　　　　　　　　　　



数量計算書 2040 - 2001号

工種 種別 細別 計算式 数量 単位 摘要
(2001)
掘削 別紙、土工数量計算書より 181.0 ㎥

掘削 別紙、土工数量計算書より 54.0 ㎥ 崩土

人力埋戻 機械併用 別紙、土工数量計算書より 39.0 ㎥ 埋戻

人力埋戻 機械併用 別紙、土工数量計算書より 190.0 ㎥ 盛土

残土処理工 V=180.9+54.0-38.9-189.6＝6.4 6.0 ㎥

法面整形 盛土部 別紙、土工数量計算書より 152.0 ㎡ 土羽打
B1200、H500

かご工 ふとんかご 栗石15㎝、網目13 15.0*3＝ 45.0 段m

木杭人力打設 杭長L=2.0m、杭径9㎝ 14.0 本
暗渠排水用ﾎﾟﾘ製吸水管

暗渠排水工 排水管布設 φ100 7.0*1箇所＝ 7.0 ｍ

暗渠排水工 単粒度砕石 S-40 0.12*7.0＝ 0.8 ㎥

暗渠排水工 遮水シート 0.4*7.0＝ 2.8 ㎡

暗渠排水工 吸出し防止マット ロス率含み 1.4*7.0*1.1＝ 10.8 ㎡

耕地復旧 表土掘削 3.0*48.0/10,000＝ 0.01 ha

耕地復旧 表土埋戻 3.0*48.0/10,000＝ 0.01 ha

敷鉄板設置撤去 設置・賃料・撤去 3.0*48.0＝ 144.0 ㎡
144㎡/（3.0m*1.5m）＝32枚

輸送費（敷鉄板）片道運搬距離　L=5.3km 32枚*0.8t/枚＝ 25.6 t



181 ㎥ 54 ㎥

39 ㎥ 190 ㎡

平　積 平　均 立　積 平　積 平　均 立　積

№0 1.8 0.0

+3.0 3.00 1.9 1.85 5.6 1.1 0.55 1.7

同所 0.00 6.0 3.95 0.0 1.1 1.10 0.0

+7.0 4.00 11.9 8.95 35.8 1.8 1.45 5.8

№1+1.0 4.00 9.7 10.80 43.2 3.8 2.80 11.2

+4.0 3.00 9.7 9.70 29.1 3.8 3.80 11.4

+6.0 2.00 9.5 9.60 19.2 3.2 3.50 7.0

+8.0 2.00 9.7 9.60 19.2 2.4 2.80 5.6

同所 0.00 4.3 7.00 0.0 2.4 2.40 0.0

+9.0 1.00 7.5 5.90 5.9 2.5 2.45 2.5

同所 0.00 6.4 6.95 0.0 2.5 2.50 0.0

№2+2.0 3.00 3.8 5.10 15.3 1.7 2.10 6.3

+4.0 2.00 3.8 3.80 7.6 0.8 1.25 2.5

合　　計 24.00 180.9 54.0

　

平　積 平　均 立　積 平積 平　均 立積

№0 0.0 1.6

+3.0 3.00 0.0 0.00 0.0 2.9 2.25 6.8

同所 0.00 1.7 0.85 0.0 4.3 3.60 0.0

+7.0 4.00 2.8 2.25 9.0 9.7 7.00 28.0

№1+1.0 4.00 2.7 2.75 11.0 10.1 9.90 39.6

+4.0 3.00 2.6 2.65 8.0 8.8 9.45 28.4

+6.0 2.00 3.0 2.80 5.6 10.1 9.45 18.9

+8.0 2.00 2.3 2.65 5.3 8.4 9.25 18.5

同所 0.00 0.0 1.15 0.0 8.4 8.40 0.0

+9.0 1.00 0.0 0.00 0.0 9.3 8.85 8.9

同所 0.00 0.0 0.00 0.0 9.3 9.30 0.0

№2+2.0 3.00 0.0 0.00 0.0 8.5 8.90 26.7

+4.0 2.00 0.0 0.00 0.0 5.3 6.90 13.8

合　　計 24.00 38.9 189.6

備　考

2040　-　2001 土　工　数　量 計　算　書
掘削 崩土

埋戻 盛土

内　　　　　　　訳

測　点 距　離
掘削 崩土

測　点 距　離
埋戻 盛土

備　考

魚　　　津　　　市



152 ㎡

法長 平　均 面積 平　積 平　均 立　積

№0 3.9

+3.0 3.00 8.4 6.15 18.5

同所 0.00 6.3 7.35 0.0

+7.0 4.00 6.2 6.25 25.0

№1+1.0 4.00 6.3 6.25 25.0

+4.0 3.00 6.3 6.30 18.9

+6.0 2.00 6.4 6.35 12.7

+8.0 2.00 6.5 6.45 12.9

同所 0.00 6.5 6.50 0.0

+9.0 1.00 6.4 6.45 6.5

同所 0.00 6.4 6.40 0.0

№2+2.0 3.00 6.4 6.40 19.2

+4.0 2.00 6.5 6.45 12.9

合　　計 24.00 151.6 0.0

　

平　積 平　均 立　積 法　長 平　均 面　積

合　　計 0.00 0.0 0.0

備　考

魚　　　津　　　市

測　点 距　離
備　考

内　　　　　　　訳

測　点 距　離
土羽打

2040　-　2001 土　工　数　量 計　算　書
土羽打


