
＊本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。
工事延長　L=７．０ｍ

林道改良事業

自動車道

３．５　ｍ

京　　丹　　波　　町

大谷線

事 業 名

林 道 区 分

巾 員

工 事 施 行 箇 所 京都府船井郡京丹波町　中　地内

第１号様式
民民民民 有有有有 林林林林 林林林林 道道道道 事事事事 業業業業 設設設設 計計計計 書書書書

路 線 名

平　成　２　３　年　度　（　繰　越　）　 工事番号：24-A17S
林 道 種 類 自動車道３級

施 行 主 体



路線名路線名路線名路線名：：：： 林道大谷線林道大谷線林道大谷線林道大谷線幅  員幅  員幅  員幅  員：：：： 3333....5555ｍｍｍｍ本本本本　　　　工工工工　　　　事事事事　　　　概概概概　　　　要要要要　　　　書書書書 延  長延  長延  長延  長：：：： L=7.0mL=7.0mL=7.0mL=7.0m工　　種 数　　　量 単位 備考7.0 m33.3 m316.4 ㎡30.6 m318.7 ㎡1.0 式1.0 式1.0 式
コ ン ク リ ー ト 橋 上 部 工 単純鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ床版橋橋 梁 下 部 工 （ A １ 橋 台 ） 重力式橋台　H=3.6m
標 識 工
舗 装 復 旧 工 （ Ａ １ ）橋 梁 下 部 工 （ A ２ 橋 台 ）区 画 線 工舗 装 復 旧 工 （ Ａ ２ ） 重力式橋台　H=3.6m
仮 設 工

本工事概要書



前払金支出割合 35%を超え40%以下

積　　算　　条　　件

工　　　事　　　番　　　号 工　　　　事　　　　名

24-A17S 平成２３年度（繰越）　林道改良事業　林道大谷線橋梁改修工事

施　　工　　箇　　所 京都府船井郡京丹波町　中　地内

単価適用地区

京丹波町役場 産業振興課
保証の方法 －

契約保証補正 発注者が「金銭的保証」を必要とする場合

処分費等の扱い 間接工事費等で率計算の対象額に含めない

積　　算　　条　　件

船井郡京丹波町 南丹市（旧園部町 旧八木町 旧日吉町）

積算適用日 平成24　年　　5　月　　15　日

工種区分 河川・道路構造物工事



京丹波町役場 産業振興課
合

計

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額

本 工 事 費

本

工

事

費

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額

本 工 事 費

施 工 経 費 総 括 表

区　　　分 経　　費 備　　考



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額1.000 式1.000 式 第1号 明細書1.000 式 第2号 明細書1.000 式 第3号 明細書1.000 式 第4号 明細書1.000 式 第5号 明細書1.000 式1.000 式 第6号 明細書1.000 式 第7号 明細書1.000 式 第8号 明細書  撤去工（A1)  京丹波町役場 産業振興課

  仮設工  設置高H=1.80m橋梁下部工（A１橋台）  重力式橋台　H=3.6m  掘削工（A1）    作業土工（A1）  

  舗装工  t=50～85mm（平均t=68mm)
  床版工    支承工  合成ｺﾞﾑ沓
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部工  L=7.0m
  橋梁付属物工  

 　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額1.000 式 第9号 明細書1.000 式 第10号 明細書1.000 式 第11号 明細書1.000 式 第12号 明細書1.000 式1.000 式 第13号 明細書1.000 式 第14号 明細書1.000 式 第15号 明細書1.000 式 第16号 明細書1.000 式 第17号 明細書京丹波町役場 産業振興課

  撤去工（A2)    橋台躯体工（A2）    仮設工（A2）    取合工(A2）  

  取合工(A1）    復旧工（A1）  橋梁下部工（A２橋台）  重力式橋台　H=3.6m  作業土工（A2）  

  仮設工（A1）  
 　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要  橋台躯体工（A1）  



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額1.000 式 第18号 明細書1.000 式35.000 ｍ 第1号 代価表1.000 式2.000 基 第2号 代価表2.000 基0.800 m3 第3号 代価表0.600 m3 第4号 代価表2.000 枚2.000 本
  埋戻工Ｄ(Ｗ1＜１ｍ)  はねつけ機械の搬入が可能 山地(Ｂ) 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3(排1次)  規制･指示標識(取付金具付)  320（規制標識　14.0t）　600Φ(封入ﾚﾝｽﾞ型 1倍)  支柱  60.5*2.3*2900mm 京丹波町役場 産業振興課

  バックホウ掘削(床掘)･積込  ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 １８０゜(掘削積込標準) 良　好 地山の掘削積込 地山/粘性土､礫質土 床掘作業外･床掘作業で妨害無し 基面整正を計上しない ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3(排1次)

標識工    標識設置(撤去)工[材別][参考歩掛]  設　置 単柱式 1枚／10基 設置/支保が不要

  復旧工（A2）  

  林道標識A（警戒標識：幅員減少）  表層WPC 0.45×0.45m〔支柱付(丸棒防腐材φ60mm,L=2.6m)〕

区画線工    区画線工 溶融式[参考歩掛]
 　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

 実　線 実線/１５cm 実線(15cm)/１．０mm



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額2.000 基 第2号 代価表1.000 式217.000 m3 第5号 代価表217.000 m357.000 m2 第6号 代価表217.000 m3 第7号 代価表58.000 ｍ 第8号 代価表58.000 ｍ 第9号 代価表23.000 袋 第10号 代価表2.000 m2 第11号 代価表
  大型土のう製作･据付  バックホウ据付 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3 2.9t吊(排1次)    山地(Ｂ) 普通作業員  土のう締切工  土砂(購入土)単価を計上しない 山地(Ｂ) 普通作業員 京丹波町役場 産業振興課
  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去(波状管)  撤　去 ６００mm 山地(Ｂ) 普通作業員
  盛土法面整形(土羽打)  礫質土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 山地(Ｂ) 普通作業員 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)  仮設盛土材処分  ダンプトラック　４ｔ 土　砂 上記以外の運搬　3km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/良　好  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付(波状管)  材料は、損料率で計上据　付 ６００mm 据付/継手材料費計上しない 山地(Ｂ) 普通作業員

  仮設盛土工  ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 ９０゜　(掘削標準) 普　通 ルーズ状態の土砂積込 ﾙｰｽﾞ/粘性土､礫質土 床掘作業外･床掘作業で妨害無し 基面整正を計上しない ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3(排1次)  *山土(盛土用)  設計CBR6以上

 　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要  標識設置(撤去)工[材別][参考歩掛]  設　置 単柱式 1枚／10基 設置/支保が不要仮設工  



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額71.000 m2 第12号 代価表1.000 箇所 第13号 代価表11.000 日 第14号 代価表1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式工事原価計  京丹波町役場 産業振興課

共通仮設費計純工事費計         現場管理費現場管理費計  対象額　　　　　　円（処分費 　　　　　円対象外）

  ポンプ据付撤去  山地(Ｂ) 普通作業員  ポンプ運転 (作業時排水)  0以上40m3／h未満　　(150*1)  排ガス対型(第１次基準値)直接工事費計       共通仮設費 対象額　　　　　　円（処分費 　　　　　円対象外）

  敷砂利  100mm 上 層 路 盤    排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)  　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式

京丹波町役場 産業振興課

工事価格計         消費税等相当額  本工事費計  
一般管理費計  

 　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表 　　　本工事費内訳表名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要       一般管理費 対象額　　　　　　円（処分費 　　　　　円対象外）



 数　　量 単　　位 単　　価 金　　額  無筋･鉄筋構造物人力打設    15.400 m3 第15号 代価表  型　　枠    41.000 m2 第16号 代価表  埋設型枠    10.000 枚  鉄筋工（SD345）    1.000 式 第17号 代価表                      計     京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 鉄　筋 一般養生 小運搬なし 鉄筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員  無筋･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員発砲ｽﾁﾛｰﾙ(1,000×340／枚）t=53mm  

第     1     号 明細書構　造 床版工



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額合成ｺﾞﾑ沓（A1固定側） 1.000 枚合成ｺﾞﾑ沓（A2可動側） 1.000 枚変位制限装置（防蝕ｱﾝｶｰ装置）（A1固定側） 4.000 組変位制限装置（防蝕ｱﾝｶｰ装置）（A2可動側） 4.000 組均しモルタル（A1固定側） 0.070 m3均しモルタル（A2可動側） 0.080 m3*鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD295A) 0.030 ｔ*鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD295A) 0.030 ｔｱﾝｶｰ孔ﾓﾙﾀﾙ（A1固定側） 0.030 m3ｱﾝｶｰ孔ﾓﾙﾀﾙ（A2可動側） 0.030 m3  無収縮モルタル 京丹波町役場 産業振興課

150×23×4,850mm

D10  (t)
 無収縮モルタル  無収縮モルタル
 無収縮モルタル

F32DM32D
D10  (t)

150×23×4,966mm
構　造 支承工 合成ｺﾞﾑ沓名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要第     2     号 明細書



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額

計 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格構　造 支承工 合成ｺﾞﾑ沓第     2     号 明細書 摘　　　　　要



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額目地材 6.000 m2排水装置 1.000 ｍ防護柵（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙGr-C-2B) 14.000 ｍ 第18号 代価表

計 京丹波町役場 産業振興課

 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管（VU管）（ｍ）　φ75  支柱+レール
瀝青繊維質目地板　厚10mm

第     3     号 明細書構　造 橋梁付属物工名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額機械舗装工 22.000 m2 第19号 代価表

計 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 車道及び路肩 3.0m＜b 68mm １層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度　(2.35) ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の4ｔ車割増を計上する タックコート ﾀｯｸｺｰﾄ/砂散布なし 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m＜b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)構　造 舗装工 t=50～85mm（平均t=68mm)第     4     号 明細書



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額パイプサポート支保工 40.000 空m3 第20号 代価表

計 京丹波町役場 産業振興課

120cm＜ｔ≦190cm 山地(Ｂ) 普通作業員構　造 仮設工 設置高H=1.80m名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 第     5     号 明細書



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額軟岩掘削 7.000 m3 第21号 代価表

計 京丹波町役場 産業振興課

 軟岩(Ⅰ)Ｂ 切　土 軟岩(Ⅰ)Ｂ/岩補正 無 大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧式1300kg級(排1次) 名　　称　・　規　　格構　造 掘削工（A1） 第     6     号 明細書 摘　　　　　要



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額床掘（礫質土） 87.000 m3 第22号 代価表床掘（軟岩ⅠB) 7.000 m3 第23号 代価表埋戻工Ｃ(１ｍ≦Ｗ1＜４ｍ) 56.000 m3 第24号 代価表埋戻工（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 10.600 m3 第25号 代価表残土処分 39.000 m3 第26号 代価表残土処分場敷均し 39.000 m3 第27号 代価表
計 京丹波町役場 産業振興課

 軟岩(Ⅰ)Ｂ 床　掘(Ⅰ) 軟岩(Ⅰ)Ｂ/岩補正 無 大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧式1300kg級(排1次)  山地(Ｂ) 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排1次)  無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員  ダンプトラック　４ｔ 土　砂 上記以外の運搬　 3km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/良　好  ブルドーザ 普通１５ｔ級 10ｍ 良　好 ルーズな状態の土砂押土 ルーズ/粘性土､礫質土 ブルドーザ 普通 １５ｔ級(排1次)

 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 ９０゜　(掘削標準) 普　通 地山の掘削積込地山/粘性土､礫質土 床掘作業外･床掘作業で妨害無し 基面整正を計上しない ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3(排1次)
第     7     号 明細書構　造 作業土工（A1）名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額舗装版切断(t=4cm) 4.300 ｍ 第28号 代価表舗装版撤去(t=4cm) 16.400 m2 第29号 代価表上部工撤去（A1に計上） 8.000 m3 第30号 代価表下部工撤去 26.900 m3 第31号 代価表ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 0.700 m3 第32号 代価表ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）運搬 8.000 m3 第33号 代価表ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）運搬 26.900 m3 第34号 代価表ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費 0.700 m3ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）処分費 8.000 m3ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）処分費 26.900 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)

 ダンプトラック　４ｔ ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 上記以外の運搬 19.7km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/良　好  ダンプトラック　４ｔ ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 上記以外の運搬 19.7km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/良　好

京丹波町役場 産業振興課
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)

 ダンプトラック　４ｔ ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 上記以外の運搬 14.5km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/良　好

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 山地(Ｂ) 普通作業員  １０cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3(排1次) 山地(Ｂ) 普通作業員  鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員 大型ﾌﾞﾚｰｶ 600~800kg級(排1次)  無筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員 大型ﾌﾞﾚｰｶ 600~800kg級(排1次)

構　造 撤去工（A1) 第     8     号 明細書



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額

計 京丹波町役場 産業振興課

構　造 撤去工（A1)名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要第     8     号 明細書



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（鉄筋構造物） 7.400 m3 第35号 代価表ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（無筋構造物） 25.900 m3 第36号 代価表均しｺﾝｸﾘｰﾄ(t=10cm) 1.600 m3 第37号 代価表型　　枠（鉄筋） 17.000 m2 第38号 代価表型　　枠（無筋） 35.000 m2 第39号 代価表均しコンクリート型枠 1.800 m2 第40号 代価表*鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD345) 0.320 ｔ*鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD345) 0.050 ｔ鉄筋組立 0.320 ｔ 第41号 代価表鉄筋組立 0.050 ｔ 第42号 代価表
 １６～２５mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ使用しない 山地(Ｂ) 普通作業員  １３mm以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ使用しない 山地(Ｂ) 普通作業員 京丹波町役場 産業振興課

 鉄　筋 一般養生 小運搬なし 鉄筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員 名　　称　・　規　　格

D13  (t)

 無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員  無筋･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員  
D16  (t)

 無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員
無筋･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員  山地(Ｂ) 普通作業員

構　造 橋台躯体工（A1） 第     9     号 明細書 摘　　　　　要



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額円筒型枠 1.600 ｍ

計 京丹波町役場 産業振興課

 φ150
第     9     号 明細書構　造 橋台躯体工（A1）名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額手すり先行型枠組足場 54.000 掛m2 第43号 代価表単管傾斜足場 22.000 掛m2 第44号 代価表

計 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 安全ネットが不要 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型25t吊(排1次) 山地(Ｂ)普通作業員  安全ネットが不要 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型25t吊(排1次) 山地(Ｂ)普通作業員
構　造 仮設工（A1） 第     10     号 明細書



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額取合工（左岸側）上流側　擁壁工 1.000 式 第19号 明細書取合工（左岸側）下流側　擁壁工 1.000 式 第20号 明細書

計 京丹波町役場 産業振興課

GW-L-L H=3.047m～3.50m　L=2.70m  GW-L-L H=3.432m～3.124m　L=1.2０m
構　造 取合工(A1）名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 第     11     号 明細書



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額機械舗装工 16.400 m2 第45号 代価表路 盤 工(車道) 16.400 m2 第46号 代価表

計 京丹波町役場 産業振興課

 車道及び路肩 3.0m＜b 40mm １層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度　(2.35) ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の4ｔ車割増を計上する プライムコート ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ/砂散布なし 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m＜b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)名　　称　・　規　　格  70mm 上 層 路 盤    排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)
構　造 復旧工（A1） 第     12     号 明細書 摘　　　　　要



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額床掘（礫質土） 93.000 m3 第22号 代価表床掘（軟岩ⅠB) 7.000 m3 第23号 代価表埋戻工Ｃ(１ｍ≦Ｗ1＜４ｍ) 61.000 m3 第24号 代価表埋戻工（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 11.000 m3 第25号 代価表残土処分 32.000 m3 第26号 代価表残土処分場敷均し 32.000 m3 第27号 代価表
計 京丹波町役場 産業振興課

 軟岩(Ⅰ)Ｂ 床　掘(Ⅰ) 軟岩(Ⅰ)Ｂ/岩補正 無 大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧式1300kg級(排1次)  山地(Ｂ) 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排1次)  無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員  ダンプトラック　４ｔ 土　砂 上記以外の運搬 3km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/良　好  ブルドーザ 普通１５ｔ級 10ｍ 良　好 ルーズな状態の土砂押土 ルーズ/粘性土､礫質土 ブルドーザ 普通 １５ｔ級(排1次)

 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 ９０゜　(掘削標準) 普　通 地山の掘削積込地山/粘性土､礫質土 床掘作業外･床掘作業で妨害無し 基面整正を計上しない ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3(排1次)
第     13     号 明細書構　造 作業土工（A2）名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額舗装版切断工(t=4cm) 5.400 ｍ 第47号 代価表舗装版撤去(t=4cm) 18.700 m2 第29号 代価表下部工撤去 27.300 m3 第31号 代価表ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 0.700 m3 第32号 代価表ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬（無筋） 27.300 m3 第48号 代価表ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費 0.700 m3ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費（無筋） 27.300 m3
計

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)

京丹波町役場 産業振興課

 ダンプトラック　４ｔ ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 上記以外の運搬 19.7km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/良　好

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 山地(Ｂ) 普通作業員  １０cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3(排1次) 山地(Ｂ) 普通作業員  無筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員 大型ﾌﾞﾚｰｶ 600~800kg級(排1次)  ダンプトラック　４ｔ ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 上記以外の運搬 14.5km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/良　好

構　造 撤去工（A2) 第     14     号 明細書



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（鉄筋構造物） 7.300 m3 第35号 代価表ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（無筋構造物） 23.300 m3 第36号 代価表均しｺﾝｸﾘｰﾄ(t=10cm) 1.400 m3 第37号 代価表型　　枠（鉄筋） 17.000 m2 第38号 代価表型　　枠（無筋） 34.000 m2 第39号 代価表均し基礎コンクリート型枠 1.800 m2 第49号 代価表*鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD345) 0.320 ｔ*鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD345) 0.050 ｔ鉄筋組立 0.320 ｔ 第41号 代価表鉄筋組立 0.050 ｔ 第42号 代価表 １３mm以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ使用しない 山地(Ｂ) 普通作業員 京丹波町役場 産業振興課

鉄　筋 一般養生 小運搬なし 鉄筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員

D13  (t)
 無筋･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員  山地(Ｂ) 普通作業員
 １６～２５mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ使用しない 山地(Ｂ) 普通作業員

 無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員  無筋･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員
D16  (t)

 無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員
構　造 橋台躯体工（A2）名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 第     15     号 明細書



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額円筒型枠 1.600 ｍ

計 京丹波町役場 産業振興課

 φ150 名　　称　・　規　　格構　造 橋台躯体工（A2） 第     15     号 明細書 摘　　　　　要



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額手すり先行型枠組足場 51.000 掛m2 第43号 代価表単管傾斜足場 21.000 掛m2 第44号 代価表

計 京丹波町役場 産業振興課

 安全ネットが不要 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型25t吊(排1次) 山地(Ｂ)普通作業員
 安全ネットが不要 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型25t吊(排1次) 山地(Ｂ)普通作業員

第     16     号 明細書構　造 仮設工（A2）名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額取合擁壁工（左岸側）上流側 1.000 式 第21号 明細書取合擁壁工（左岸側）下流側 1.000 式 第22号 明細書

計 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 GW-L-L H=3.50m～3.195m　L=1.70m  GW-L-L H=3.305m～3.430m　L=2.2０m
構　造 取合工(A2） 第     17     号 明細書



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額舗装復旧工 18.700 m2 第50号 代価表路 盤 工(車道) 18.700 m2 第46号 代価表現場打ちU型側溝 1.400 m3 第51号 代価表型　　枠 10.000 m2 第52号 代価表基礎砕石工 4.600 m2 第53号 代価表ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋再設置 6.000 枚 第54号 代価表
計 京丹波町役場 産業振興課

車道及び路肩 3.0m＜b 40mm １層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度　(2.35) ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の4ｔ車割増を計上する プライムコート ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ/砂散布なし 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m＜b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)

 15cm 山地(Ｂ)普通作業員   ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排1次)  40kg以上80kg以下
 養生工なし 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員  小型構造物 山地(Ｂ) 普通作業員
 70mm 上 層 路 盤    排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)

構　造 復旧工（A2）名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 第     18     号 明細書



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 8.300 m3 第80号 代価表腹付ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 1.100 m3 第81号 代価表均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設 0.500 m3 第82号 代価表型　　枠 18.000 m2 第16号 代価表キャットウォーク 5.000 ｍ 第83号 代価表

計 京丹波町役場 産業振興課

 無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員 名　　称　・　規　　格
 無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員  無筋･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員  
 無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員

山地(Ｂ) 普通作業員

構　造 取合工（左岸側）上流側　擁壁工 GW-L-L H=3.047m～3.50m　L=2.70m第     19     号 明細書 摘　　　　　要



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 3.700 m3 第80号 代価表腹付ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 0.500 m3 第81号 代価表均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設 0.200 m3 第82号 代価表型　　枠 8.000 m2 第16号 代価表端型枠 3.000 m2 第84号 代価表キャットウォーク 2.000 ｍ 第83号 代価表
計 京丹波町役場 産業振興課

 無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員  無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員  無筋･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員  小型構造物 山地(Ｂ) 普通作業員  山地(Ｂ) 普通作業員

 無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員
第     20     号 明細書構　造 取合工（左岸側）下流側　擁壁工 GW-L-L H=3.432m～3.124m　L=1.2０m名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 5.300 m3 第80号 代価表腹付ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 0.700 m3 第81号 代価表均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設 0.300 m3 第82号 代価表型　　枠 12.000 m2 第16号 代価表端型枠 3.000 m2 第84号 代価表キャットウォーク 3.000 ｍ 第83号 代価表
計

 山地(Ｂ) 普通作業員

京丹波町役場 産業振興課

 小型構造物 山地(Ｂ) 普通作業員

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員  無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員  無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員  無筋･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造 取合擁壁工（左岸側）上流側 GW-L-L H=3.50m～3.195m　L=1.70m第     21     号 明細書



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 7.000 m3 第80号 代価表腹付ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 1.000 m3 第81号 代価表均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設 0.400 m3 第82号 代価表型　　枠 15.000 m2 第16号 代価表端型枠 3.000 m2 第84号 代価表キャットウォーク 4.000 ｍ 第83号 代価表
計

 山地(Ｂ) 普通作業員

無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員

京丹波町役場 産業振興課

 小型構造物 山地(Ｂ) 普通作業員
 無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員  無筋･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員
 無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造 取合擁壁工（左岸側）下流側 GW-L-L H=3.305m～3.430m　L=2.2０m名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 第     22     号 明細書



区画線工 溶融式[参考歩掛] 1000 ｍ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人特殊作業員 人普通作業員 人*下塗錆止塗料 390.000 Ｋｇ*ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 25.000 Ｋｇラインマーカ 時間溶解槽 200*350㎏ 2槽 時間 第55号 代価表トラック 普通 ２．０ｔ 時間 第56号 代価表
 ﾗｲﾝﾏｰｶ　溶融ｶﾞｲﾄﾞ式　15･20cm   

構　造

京丹波町役場 産業振興課

代価表 第     1     号実　線 実線/１５cm 実線(15cm)/１．０mm
  

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 
 K-5622-2合成樹脂  0.105~0.840mm



区画線工 溶融式[参考歩掛] 1000 ｍ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額トラック 普通 ３．０～３．５ｔ 時間 第57号 代価表諸雑費 1.000 式

計1.0ｍ当り 京丹波町役場 産業振興課

 
実　線 実線/１５cm 実線(15cm)/１．０mm

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 構　造
代価表 第     1     号



標識設置(撤去)工[材別][参考歩掛] 10 基当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人普通作業員 人

計1.0基当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要  

代価表 第     2     号設　置 単柱式 1枚／10基 設置/支保が不要



バックホウ掘削(床掘)･積込 100 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 時間 第58号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

代価表 第     3     号
 

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 １８０゜(掘削積込標準) 良　好 地山の掘削積込 地山/粘性土､礫質土 床掘作業外･床掘作業で妨害無し 基面整正を計上しない ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3(排1次)構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要



埋戻工Ｄ(Ｗ1＜１ｍ) 100 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額普通作業員 人ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 時間 第58号 代価表タンパ締固め 100.000 m3 第59号 代価表

計1.0m3当り

 
  

京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     4     号はねつけ機械の搬入が可能 山地(Ｂ) 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3(排1次)

構　造



仮設盛土工 100 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 時間 第58号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 ９０゜　(掘削標準) 普　通 ルーズ状態の土砂積込 ﾙｰｽﾞ/粘性土､礫質土 床掘作業外･床掘作業で妨害無し 基面整正を計上しない ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3(排1次)構　造  

代価表 第     5     号



盛土法面整形(土羽打) 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人普通作業員 人ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 時間 第58号 代価表

計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     6     号

  
 

礫質土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 山地(Ｂ) 普通作業員 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)
構　造 名　　称　・　規　　格



仮設盛土材処分 100 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通 ４ｔ積 時間 第60号 代価表

計1.0m3当り

 

京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     7     号ダンプトラック　４ｔ 土　砂 上記以外の運搬　　　　　　　　 (4.8) 3km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/良　好構　造



高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付(波状管) 100 ｍ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額暗渠排水管(波状管)ｼﾝｸﾞﾙ構造 101.000 ｍ土木一般世話役 人普通作業員 人

計1.0ｍ当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
据　付 ４５０～６００mm 据付/継手材料費計上しない 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　600mm   

代価表 第     8     号



高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去(波状管) 100 ｍ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人普通作業員 人

計1.0ｍ当り 京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     9     号

  
撤　去 ４５０～６００mm 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造 名　　称　・　規　　格



大型土のう製作･据付 10 袋当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人特殊作業員 人普通作業員 人*大型土のう 10.000 袋*山土(盛土用) 10.000 m3ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3 2.9t吊(排1次) 日 第61号 代価表諸雑費 1.000 式

 
  

京丹波町役場 産業振興課
 
 H=1.08m､W=1.1m  設計CBR6以上  

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     10     号バックホウ据付 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3 2.9t吊(排1次)    山地(Ｂ) 普通作業員

構　造



大型土のう製作･据付 10 袋当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額

計1.0袋当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
バックホウ据付 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3 2.9t吊(排1次)    山地(Ｂ) 普通作業員

構　造
代価表 第     10     号



土のう締切工 10 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額*土のう 170.000 枚普通作業員 人

計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     11     号

  62×48
土砂(購入土)単価を計上しない 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造 名　　称　・　規　　格



敷砂利 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額普通作業員 人*再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 12.700 m3ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m(排1次) 日 第62号 代価表ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ ﾏｶﾀﾞﾑ10~12t 2.1m(排1次) 日 第63号 代価表ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8~20t(排1次) 日 第64号 代価表諸雑費 1.000 式計1.0m2当り

 
  RC-40

京丹波町役場 産業振興課

   

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     12     号100mm 上 層 路 盤    排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)構　造



ポンプ据付撤去 1 箇所当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人普通作業員 人*ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ【油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型】 日

計1.0箇所当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
山地(Ｂ) 普通作業員

構　造    4.9t吊

代価表 第     13     号



ポンプ運転 (作業時排水) 1 日当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊作業員 人工事用水中ポンプ運転 日 第65号 代価表発動発電機運転 日 第66号 代価表諸雑費 1.000 式
計1.0日当り

 

京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     14     号

  
 

0以上40m3／h未満　　(150*1)  排ガス対型(第１次基準値)
構　造 名　　称　・　規　　格



無筋･鉄筋構造物人力打設 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人特殊作業員 人普通作業員 人*生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24N/mm2 10.200 m3養生工(一般養生) 10.000 m3 第67号 代価表諸雑費 1.000 式計1.0m3当り

 
  

京丹波町役場 産業振興課

 24- 8-25(20)高炉 W/C=55%以下   

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     15     号鉄　筋 一般養生 小運搬なし 鉄筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造



型　　枠 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人型枠工 人普通作業員 人諸雑費 1.000 式
計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
無筋･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造

 
   

代価表 第     16     号



鉄筋工（SD345） 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額*鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD345) 0.200 ｔ*鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD345) 2.010 ｔ*鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD345) 0.790 ｔ*鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD345) 0.070 ｔ*鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼(SD345) 0.230 ｔ鉄筋組立 0.230 ｔ 第42号 代価表鉄筋組立 2.870 ｔ 第41号 代価表鉄筋組立 0.200 ｔ 第68号 代価表
 １３mm以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ使用しない 山地(Ｂ) 普通作業員
 D16  (t)  D13  (t)
 １６～２５mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ使用しない 山地(Ｂ) 普通作業員  ２９～３２mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ使用しない 山地(Ｂ) 普通作業員 京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     17     号

 D25  (t)  D19  (t)
 D29  (t)構　造 名　　称　・　規　　格



鉄筋工（SD345） 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額

計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     17     号

構　造



防護柵（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙGr-C-2B) 100 ｍ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額普通作業員 人*ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用 100.000 ｍ

計1.0ｍ当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
支柱+レール

構　造   ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装

代価表 第     18     号



機械舗装工 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人特殊作業員 人普通作業員 人*再生密粒度ｱｽｺﾝ 17.100 ｔ小型割増 17.100 ｔ*ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 43.000 Lｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型2.4~6.0m(排1次) 日 第69号 代価表ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ ﾏｶﾀﾞﾑ 10~12t(排1次) 日 第70号 代価表
 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用
 -13  ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 4ｔ車割増
  京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     19     号

  
 

車道及び路肩 3.0m＜b 68mm １層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度　(2.35) ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の4ｔ車割増を計上する タックコート ﾀｯｸｺｰﾄ/砂散布なし 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m＜b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)構　造 名　　称　・　規　　格



機械舗装工 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8~20t(排1次) 日 第71号 代価表諸雑費 1.000 式

計1.0m2当り

  

京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     19     号車道及び路肩 3.0m＜b 68mm １層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度　(2.35) ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の4ｔ車割増を計上する タックコート ﾀｯｸｺｰﾄ/砂散布なし 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m＜b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)構　造



パイプサポート支保工 100 空m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人型枠工 人とび工 人普通作業員 人諸雑費 1.000 式計1.0空m3当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
120cm＜ｔ≦190cm 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造

  
   

代価表 第     20     号



軟岩掘削 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額大型ﾌﾞﾚｰｶ(排1次) 1300kg級 時間 第72号 代価表*ﾁｾﾞﾙ 大型ﾌﾞﾚｰｶ 0.010 本

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     21     号

 （1300kg級）  
軟岩(Ⅰ)Ｂ 切　土 軟岩(Ⅰ)Ｂ/岩補正 無 大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧式1300kg級(排1次)

構　造 名　　称　・　規　　格



床掘（礫質土） 100 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 時間 第58号 代価表

計1.0m3当り

 

京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     22     号ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 ９０゜　(掘削標準) 普　通 地山の掘削積込 地山/粘性土､礫質土 床掘作業外･床掘作業で妨害無し 基面整正を計上しない ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3(排1次)構　造



床掘（軟岩ⅠB) 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額大型ﾌﾞﾚｰｶ(排1次) 1300kg級 時間 第72号 代価表*ﾁｾﾞﾙ 大型ﾌﾞﾚｰｶ 0.010 本

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
軟岩(Ⅰ)Ｂ 床　掘(Ⅰ) 軟岩(Ⅰ)Ｂ/岩補正 無 大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧式1300kg級(排1次)

構　造   （1300kg級）

代価表 第     23     号



埋戻工Ｃ(１ｍ≦Ｗ1＜４ｍ) 100 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額普通作業員 人ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.80(平0.60)m3(排1次) 時間 第73号 代価表振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8~1.1t 日 第74号 代価表タンパ締固め 10.000 m3 第59号 代価表
計1.0m3当り

 

京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     24     号

  
 

山地(Ｂ) 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排1次)
構　造 名　　称　・　規　　格



埋戻工（ｺﾝｸﾘｰﾄ） 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人特殊作業員 人普通作業員 人*生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 10.400 m3養生工(一般養生) 10.000 m3 第75号 代価表諸雑費 1.000 式計1.0m3当り

 
  

京丹波町役場 産業振興課

 18-8-40 高炉 W/C=60%以下   

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     25     号無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造



残土処分 100 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通 ４ｔ積 時間 第60号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
ダンプトラック　４ｔ 土　砂 上記以外の運搬 3km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/良好構　造  

代価表 第     26     号



残土処分場敷均し 100 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ブルドーザ 普通 １５ｔ級(排1次) 時間 第76号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     27     号

 
ブルドーザ 普通１５ｔ級 10ｍ 良　好 ルーズな状態の土砂押土 ルーズ/粘性土､礫質土ブルドーザ 普通 １５ｔ級(排1次)構　造 名　　称　・　規　　格



舗装版切断(t=4cm) 100 ｍ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額普通作業員 人ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ 走行式 45~56cm 日 第77号 代価表*ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 0.210 枚諸雑費 1.000 式
計1.0ｍ当り

 径22ｲﾝﾁ
  

京丹波町役場 産業振興課

 

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     28     号山地(Ｂ) 普通作業員

構　造



舗装版撤去(t=4cm) 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人普通作業員 人ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3(排1次) 日 第78号 代価表

計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
１０cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3(排1次) 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造    

代価表 第     29     号



上部工撤去（A1に計上） 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人溶接工(機械工) 人普通作業員 人大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧式(排1次)600~800kg級 時間 第79号 代価表諸雑費 1.000 式計1.0m3当り

  

京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     30     号

  
 

鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員 大型ﾌﾞﾚｰｶ 600~800kg級(排1次)
構　造 名　　称　・　規　　格



下部工撤去 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人普通作業員 人大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧式(排1次)600~800kg級 時間 第79号 代価表諸雑費 1.000 式
計1.0m3当り

 
  

京丹波町役場 産業振興課

 

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     31     号無筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員 大型ﾌﾞﾚｰｶ 600~800kg級(排1次)

構　造



ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 100 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通 ４ｔ積 時間 第60号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
ダンプトラック　４ｔ ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 上記以外の運搬 14.5km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/良　好構　造  

代価表 第     32     号



ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）運搬 100 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通 ４ｔ積 時間 第60号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     33     号

 
ダンプトラック　４ｔ ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 上記以外の運搬 19.7km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/良　好構　造 名　　称　・　規　　格



ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）運搬 100 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通 ４ｔ積 時間 第60号 代価表

計1.0m3当り

 

京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     34     号ダンプトラック　４ｔ ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 上記以外の運搬 19.7km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/良　好構　造



ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（鉄筋構造物） 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人特殊作業員 人普通作業員 人*生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24N/mm2 10.200 m3養生工(一般養生) 10.000 m3 第67号 代価表諸雑費 1.000 式計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
鉄　筋 一般養生 小運搬なし 鉄筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造

  
 24- 8-25(20)高炉 W/C=55%以下

   

代価表 第     35     号



ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（無筋構造物） 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人特殊作業員 人普通作業員 人*生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 10.400 m3養生工(一般養生) 10.000 m3 第75号 代価表諸雑費 1.000 式計1.0m3当り
 
 18-8-40 高炉 W/C=60%以下  

京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     36     号

  
 

無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員
構　造 名　　称　・　規　　格



均しｺﾝｸﾘｰﾄ(t=10cm) 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人特殊作業員 人普通作業員 人*生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 10.400 m3養生工(一般養生) 10.000 m3 第75号 代価表諸雑費 1.000 式計1.0m3当り

 
  

京丹波町役場 産業振興課

 18-8-40 高炉 W/C=60%以下   

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     37     号無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造



型　　枠（鉄筋） 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人型枠工 人普通作業員 人諸雑費 1.000 式
計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
無筋･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造

 
   

代価表 第     38     号



型　　枠（無筋） 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人型枠工 人普通作業員 人諸雑費 1.000 式
計1.0m2当り

 

京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     39     号

  
 

無筋･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員
構　造 名　　称　・　規　　格



均しコンクリート型枠 10 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人型枠工 人普通作業員 人諸雑費 1.000 式
計1.0m2当り

 
  

京丹波町役場 産業振興課

 

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     40     号山地(Ｂ) 普通作業員

構　造



鉄筋組立 1 ｔ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人鉄筋工 人普通作業員 人諸雑費 1.000 式
計1.0ｔ当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
１６～２５mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ使用しない 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造

 
   

代価表 第     41     号



鉄筋組立 1 ｔ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人鉄筋工 人普通作業員 人諸雑費 1.000 式
計1.0ｔ当り

 

京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     42     号

  
 

１３mm以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ使用しない 山地(Ｂ) 普通作業員
構　造 名　　称　・　規　　格



手すり先行型枠組足場 100 掛m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人とび工 人普通作業員 人*ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排-1)【油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型】 日諸雑費 1.000 式計1.0掛m2当り

 
  

京丹波町役場 産業振興課

 25t吊  

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     43     号安全ネットが不要 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型25t吊(排1次) 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造



単管傾斜足場 100 掛m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人とび工 人普通作業員 人*ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排-1)【油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型】 日諸雑費 1.000 式計1.0掛m2当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
安全ネットが不要 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧ｼﾞﾌﾞ型25t吊(排1次) 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造

  25t吊

   

代価表 第     44     号



機械舗装工 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人特殊作業員 人普通作業員 人*再生密粒度ｱｽｺﾝ 10.060 ｔ小型割増 10.060 ｔ*ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 126.000 Lｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型2.4~6.0m(排1次) 日 第69号 代価表ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ ﾏｶﾀﾞﾑ 10~12t(排1次) 日 第70号 代価表
 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
 -13  ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 4ｔ車割増
  京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     45     号

  
 

車道及び路肩 3.0m＜b 40mm １層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度　(2.35) ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の4ｔ車割増を計上する プライムコート ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ/砂散布なし 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m＜b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)構　造 名　　称　・　規　　格



機械舗装工 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8~20t(排1次) 日 第71号 代価表諸雑費 1.000 式

計1.0m2当り

  

京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     45     号車道及び路肩 3.0m＜b 40mm １層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度　(2.35) ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の4ｔ車割増を計上する プライムコート ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ/砂散布なし 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m＜b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)構　造



路 盤 工(車道) 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額普通作業員 人*再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 8.890 m3ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m(排1次) 日 第62号 代価表ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ ﾏｶﾀﾞﾑ10~12t 2.1m(排1次) 日 第63号 代価表ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8~20t(排1次) 日 第64号 代価表諸雑費 1.000 式計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
70mm 上 層 路 盤    排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)構　造

  
 
  RC-40  

代価表 第     46     号



舗装版切断工(t=4cm) 100 ｍ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額普通作業員 人ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ 走行式 45~56cm 日 第77号 代価表*ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 0.210 枚諸雑費 1.000 式
計1.0ｍ当り

 

京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     47     号

  径22ｲﾝﾁ
 

山地(Ｂ) 普通作業員
構　造 名　　称　・　規　　格



ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬（無筋） 100 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通 ４ｔ積 時間 第60号 代価表

計1.0m3当り

 

京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     48     号ダンプトラック　４ｔ ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 上記以外の運搬 19.7km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/良　好構　造



均し基礎コンクリート型枠 10 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人型枠工 人普通作業員 人諸雑費 1.000 式
計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
山地(Ｂ) 普通作業員

構　造

 
   

代価表 第     49     号



舗装復旧工 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人特殊作業員 人普通作業員 人*再生密粒度ｱｽｺﾝ 10.060 ｔ小型割増 10.060 ｔ*ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 126.000 Lｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型2.4~6.0m(排1次) 日 第69号 代価表ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ ﾏｶﾀﾞﾑ 10~12t(排1次) 日 第70号 代価表
 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用
 -13  ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 4ｔ車割増
  京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     50     号

  
 

車道及び路肩 3.0m＜b 40mm １層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度　(2.35) ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の4ｔ車割増を計上する プライムコート ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ/砂散布なし 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m＜b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)構　造 名　　称　・　規　　格



舗装復旧工 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8~20t(排1次) 日 第71号 代価表諸雑費 1.000 式

計1.0m2当り

  

京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     50     号車道及び路肩 3.0m＜b 40mm １層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度　(2.35) ｱｽﾌｧﾙﾄ合材の4ｔ車割増を計上する プライムコート ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ/砂散布なし 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m＜b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)構　造



現場打ちU型側溝 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人特殊作業員 人普通作業員 人*生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 10.600 m3諸雑費 1.000 式計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
養生工なし 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造

  18-8-40 高炉 W/C=60%以下

   

代価表 第     51     号



型　　枠 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人型枠工 人普通作業員 人諸雑費 1.000 式
計1.0m2当り

 

京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     52     号

  
 

小型構造物 山地(Ｂ) 普通作業員
構　造 名　　称　・　規　　格



基礎砕石工 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人特殊作業員 人普通作業員 人*再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 18.000 m3ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.80m3基礎砕石(排1次) 日 第85号 代価表諸雑費 1.000 式計1.0m2当り

 
  

京丹波町役場 産業振興課

 RC-40   

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     53     号15cm 山地(Ｂ)普通作業員   ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排1次)

構　造



ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋再設置 100 枚当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人普通作業員 人

計1.0枚当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
40kg以上80kg以下

構　造   

代価表 第     54     号



溶解槽 200*350㎏ 2槽 1 時間当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額*軽油 L溶解槽 時間

計1.0時間当り 京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     55     号

 溶解槽　200～350kg×2槽  1，2号構　造 名　　称　・　規　　格



トラック 普通 ２．０ｔ 1 時間当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額一般運転手 人*軽油 Lトラック 時間

計1.0時間当り

 ﾄﾗｯｸ　普通2.0t
  1，2号

京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     56     号

構　造



トラック 普通 ３．０～３．５ｔ 1 時間当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額一般運転手 人*軽油 Lトラック 時間

計1.0時間当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要構　造   1，2号  ﾄﾗｯｸ　普通3～3.5ｔ

代価表 第     57     号



ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 1 時間当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊運転手 人*軽油 Lバックホウ 時間

計1.0時間当り 京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     58     号

 1，2号  BH(排-1)山0.45(平0.35)m3
 構　造 名　　称　・　規　　格



タンパ締固め 100 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額普通作業員 人ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg 日 第86号 代価表

計1.0m3当り

  

京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     59     号

構　造



ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通 ４ｔ積 1 時間当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額一般運転手 人*軽油 Lダンプトラック 時間タイヤ損料（ダンプ） 時間
計1.0時間当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要構　造

 ４ｔ　　良好　タイヤ損料

  1，2号  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　４ｔ

代価表 第     60     号



ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3 2.9t吊(排1次) 1 日当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊運転手 人*軽油 Lバックホウ 日

計1.0日当り 京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     61     号

 1，2号  BH(排-1)山0.80(平0.60)m32.9t
 構　造 名　　称　・　規　　格



ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m(排1次) 1 日当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊運転手 人*軽油 Lモータグレーダ 日

計1.0日当り

 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(排-1)3.1m
  1，2号

京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     62     号

構　造



ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ ﾏｶﾀﾞﾑ10~12t 2.1m(排1次) 1 日当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊運転手 人*軽油 L締固め機械 日

計1.0日当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要構　造   1，2号  ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ･排-1)10~12t 56kW

代価表 第     63     号



ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8~20t(排1次) 1 日当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊運転手 人*軽油 L締固め機械 日

計1.0日当り 京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     64     号

 1，2号  ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排-1)　8～20ｔ
 構　造 名　　称　・　規　　格



工事用水中ポンプ運転 1 日当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額*工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 日

計1.0日当り

 口径150mm 揚程10m　7.5kw

京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     65     号

構　造



発動発電機運転 1 日当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額*軽油 L*発動発電機(排-1)【ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動】 日

計1.0日当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要構　造  1，2号  20KVA

代価表 第     66     号



養生工(一般養生) 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額普通作業員 人諸雑費 1.000 式

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     67     号

  
構　造 名　　称　・　規　　格



鉄筋組立 1 ｔ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人鉄筋工 人普通作業員 人諸雑費 1.000 式
計1.0ｔ当り

 
  

京丹波町役場 産業振興課

 

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     68     号２９～３２mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ使用しない 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造



ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ型2.4~6.0m(排1次) 1 日当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊運転手 人*軽油 LＡｓ舗装機械 日

計1.0日当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要構　造   1，2号  Asﾌｨﾆｯｼｬ ﾎｲｰﾙ(排-1)2.4~6.0m

代価表 第     69     号



ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ ﾏｶﾀﾞﾑ 10~12t(排1次) 1 日当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊運転手 人*軽油 L締固め機械 日

計1.0日当り 京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     70     号

 1，2号  ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(ﾏｶﾀﾞﾑ･排-1)10~12t 56kW
 構　造 名　　称　・　規　　格



ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8~20t(排1次) 1 日当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊運転手 人*軽油 L締固め機械 日

計1.0日当り

 ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排-1)　8～20ｔ
  1，2号

京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     71     号

構　造



大型ﾌﾞﾚｰｶ(排1次) 1300kg級 1 時間当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊運転手 人*軽油 Lバックホウ 時間さく岩機 日
計1.0時間当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要構　造

 大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧　1300kg

  1，2号  BH(排-1)山0.80(平0.60)m3

代価表 第     72     号



ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.80(平0.60)m3(排1次) 1 時間当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊運転手 人*軽油 Lバックホウ 時間

計1.0時間当り 京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     73     号

 1，2号  BH(排-1)山0.80(平0.60)m3
 構　造 名　　称　・　規　　格



振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8~1.1t 1 日当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊作業員 人*軽油 L*振動ﾛｰﾗ【ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式】 日

計1.0日当り

 0.8~1.1t
  1，2号

京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     74     号

構　造



養生工(一般養生) 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額普通作業員 人諸雑費 1.000 式

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要構　造   

代価表 第     75     号



ブルドーザ 普通 １５ｔ級(排1次) 1 時間当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊運転手 人*軽油 Lブルドーザ 時間

計1.0時間当り 京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     76     号

 1，2号  ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(排-1)普通 １５ｔ
 構　造 名　　称　・　規　　格



ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ 走行式 45~56cm 1 日当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊作業員 人*ｶﾞｿﾘﾝ Lコンクリート舗装機械 日

計1.0日当り

 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(走行式) 45~56cm
  ﾚｷﾞｭﾗｰ

京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     77     号

構　造



ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3(排1次) 1 日当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊運転手 人*軽油 Lバックホウ 日

計1.0日当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要構　造   1，2号  BH(排-1)山0.45(平0.35)m3

代価表 第     78     号



大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧式(排1次)600~800kg級 1 時間当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊運転手 人*軽油 Lバックホウ 時間さく岩機 日
計1.0時間当り

 大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧　600～800kg

京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     79     号

 1，2号  BH(排-1)山0.80(平0.60)m3
 構　造 名　　称　・　規　　格



ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人特殊作業員 人普通作業員 人*生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 10.400 m3養生工(一般養生) 10.000 m3 第75号 代価表諸雑費 1.000 式計1.0m3当り

 
  

京丹波町役場 産業振興課

 18-8-40 高炉 W/C=60%以下   

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     80     号無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造



腹付ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人特殊作業員 人普通作業員 人*生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 10.400 m3養生工(一般養生) 10.000 m3 第75号 代価表諸雑費 1.000 式計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造

  
 18-8-40 高炉 W/C=60%以下

   

代価表 第     81     号



均しｺﾝｸﾘｰﾄ打設 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人特殊作業員 人普通作業員 人*生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 10.400 m3養生工(一般養生) 10.000 m3 第75号 代価表諸雑費 1.000 式計1.0m3当り
 
 18-8-40 高炉 W/C=60%以下  

京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     82     号

  
 

無　筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(Ｂ) 普通作業員
構　造 名　　称　・　規　　格



キャットウォーク 10 ｍ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人とび工 人普通作業員 人諸雑費 1.000 式
計1.0ｍ当り

 
  

京丹波町役場 産業振興課

 

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     83     号山地(Ｂ) 普通作業員

構　造



端型枠 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人型枠工 人普通作業員 人諸雑費 1.000 式
計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
小型構造物 山地(Ｂ) 普通作業員

構　造

 
   

代価表 第     84     号



ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.80m3基礎砕石(排1次) 1 日当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊運転手 人*軽油 Lバックホウ 日

計1.0日当り 京丹波町役場 産業振興課

摘　　　　　要
代価表 第     85     号

 1，2号  BH(排-1)山0.80(平0.60)m3
 構　造 名　　称　・　規　　格



ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg 1 日当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊作業員 人*ｶﾞｿﾘﾝ L*タンパ（ランマ） 日

計1.0日当り 京丹波町役場 産業振興課

  ﾚｷﾞｭﾗｰ  質量60~80ｋｇ
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     86     号
構　造




