
＊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。
ＮＯ．０～ＮＯ．２６　　L=５２０．０ｍ

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　４　年　度 工事番号：24-A78S
林 道 種 類 自動車道３級 巾 員

工 事 施 行 箇 所 京都府船井郡京丹波町　坂原　地内

森林管理道開設

自動車道

３．０　ｍ(車道幅員２．０ｍ）

京　　丹　　波　　町

塩谷長谷線(第１工区）

事 業 名

林 道 区 分

施 行 主 体
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％

％

ｍ

第 号 明 細 表 の と お り

補 償 費

工 事 費

計

請 負 率

第 号 明 細 表 の と お り

工 事 雑 費 内 訳 表 の と お り 請 負 額

区 分 金　　　　　額 　　円
工 事 雑 費

第 号 明 細 表 の と お り

事 務 雑 費

測量及び試験費

工 事 雑 費

施 行 期 間

試 験 費

本 工 事 費

最 小 曲 線 半 径

最 緩 勾 配

平 均 勾 配

附 帯 工 事 費

測 量 お よ び

11.50

13.0

2.50

7.000

第３号様式
事 業 費

費　　　　　目 金　　　　額　円 摘　　　　　　　要

延 長

巾 員 3.0

520

工工工工　　　　事事事事　　　　費費費費　　　　総総総総　　　　括括括括　　　　表表表表

実　　　　施　　　　額

測量および試験費内訳表の

と お り

第 号 明 細 表 の と お り

第 号 明 細 表 の と お り

機 械 器 具 費

営 繕 費

用 地 費

指 導 監 督 費

応 急 工 事 費

事 務 雑 費

ｍ

附帯工事費内訳表のとおり

日間

　直　　営　　　請　　負施行方法

最 急 勾 配

本 工 事 費 内 訳 表 の と お り



路線名路線名路線名路線名：：：： 森林管理道塩谷長谷線森林管理道塩谷長谷線森林管理道塩谷長谷線森林管理道塩谷長谷線幅  員幅  員幅  員幅  員：：：： 3333....0000ｍｍｍｍ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：：：： LLLL====520520520520....0000mmmm((((NONONONO....0000～～～～NONONONO....26262626))))工　　種 数　　　量 単位 備考6,266.3 m31,226.5 m3119.3 m32,035.4 m25.0 箇所1.0 式7.0 箇所2.0 基1.0 式520.0 m

切 土盛 土
排 水 施 設 工 第１号～第７号溝渠施設
路 盤 工 RC-40,t=0.1m法 面 保 護 工防 護 施 設 工擁 壁 工 第１号呑口、吐口擁壁工、第１号～第３号擁壁工種子吹付工ガードレール L=62.0m、道路反射鏡　１基標 識 工 木製勾配標識第 １ 号 木 材 集 積 場仮 設 工 落石防止柵工　L=520.0m大型カゴ枠 A=29.0㎡、官渠工、丸太筋工L=19.0m

本工事概要書



京丹波町役場 産業振興課
保証の方法 金銭的保証

契約保証金免除金額 ５，０００，０００円

共通仮設費補正条件 なし

積　　算　　条　　件

設計書作成に係る注意事項 残土処分に係るブルドーザーの単価表に係る時間当たり土工量は、今までの実績等により２倍で補正しています。よって、１００ｍ３当たりの運転時間が通常の約１／２となっております。

積算適用日 平成24　年　　11　月　　20　日

工種区分 道路工事

単価適用地区

現場管理費補正条件 なし

船井郡京丹波町 南丹市（旧園部町 旧八木町 旧日吉町）

前払金支出割合 35%を超え40%以下

施　　工　　箇　　所 京都府船井郡京丹波町　　坂原　　地内

積　　算　　条　　件

工　　　事　　　番　　　号 工　　　　事　　　　名

24-A78S 平成２４年度　森林管理道開設事業　森林管理道塩谷長谷線（第１工区）開設工事



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

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

総括表



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額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 第6号 明細書1.000 式 第7号 明細書1.000 式 第8号 明細書1.000 式 第9号 明細書1.000 式 第10号 明細書

切土  　　　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　　　　　要盛土路盤工  RC-40 t=0.1m法面保護工種子散布工擁壁工第１号呑口、吐口擁壁工、第１号～第３号擁壁工防護施設工ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、道路反射鏡排水施設工第１号～第７号溝渠施設標識工木製勾配標識第１号木材集積場大型カゴ枠、管渠工、丸太筋工仮設工落石防止柵工 京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額1.000 式1.000 式1.000 式 第46号 明細書1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式

準備費
 　　　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　　　　　要直接工事費計

  積上準備費         共通仮設費共通仮設費計  純工事費計         現場管理費現場管理費計  工事原価計         一般管理費 京丹波町役場 産業振興課



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

       契約保証費  　　　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　　　　　要一般管理費計工事価格計       消費税等相当額本工事費計

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額本線掘削 1.000 式 第11号 明細書構造物掘削 1.000 式 第12号 明細書残土処理 1.000 式 第13号 明細書切土法面整形 1.000 式 第14号 明細書

計

 
第     1     号 明細書構　造 切土 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 

  

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額流用盛土 1.000 式 第15号 明細書運搬盛土 1.000 式 第16号 明細書盛土敷均し・締固め 1.000 式 第17号 明細書盛土法面整形 1.000 式 第18号 明細書

計

第     2     号 明細書

 

構　造 盛土 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要   

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額路盤工(ブルドーザ[m3]) 119.300 m3 第1号 代価表

計

第     3     号 明細書構　造 路盤工 RC-40 t=0.1m名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 ブルドーザ 普通１５ｔ級 標準(0.55) 10cm 転圧補正なし 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額種子散布工(機械播種施工)切土部 850.000 m2 第2号 代価表種子散布工(機械播種施工)盛土部 319.000 m2 第3号 代価表種子散布工(機械播種施工)木材集積場部 866.400 m2 第4号 代価表

計

第     4     号 明細書構　造 法面保護工 種子散布工名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 1000m2以上 1000m2以上/時間的制約なし  割増補正無し(0.0)  1000m2以上 1000m2以上/時間的制約なし  割増補正無し(0.0)  1000m2以上 1000m2以上/時間的制約なし  割増補正無し(0.0)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額第１号呑口擁壁工 1.000 式 第19号 明細書第１号吐口擁壁工 1.000 式 第20号 明細書第１号擁壁工 1.000 式 第21号 明細書第２号擁壁工 1.000 式 第22号 明細書第３号擁壁工 1.000 式 第23号 明細書

計

 GW-1.5-I(b・R) H=2.00～3.00 L=6.00m
第     5     号 明細書構　造 擁壁工 第１号呑口、吐口擁壁工、第１号～第３号擁壁工名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 GW-1.5-I(b・R) H=2.00～3.00 L=6.00m

 鋼製L型 H=1.50 L=14.0m  GW-L-I(b・R) H=2.00 L=5.00m  GW-L-I(b・R) H=2.00～5.00 L=20.50m

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)Gr-C-4E 43.000 m 第5号 代価表防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)Gr-C-2B 19.000 m 第6号 代価表道路反射鏡設置 1.000 基 第7号 代価表

計

第     6     号 明細書構　造 防護施設工 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、道路反射鏡名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 土中建込 土中建込/Gr-C-4E 塗装品 100m未満 土中建込/無 無B・C種/加算無し  ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込/Gr-C-2B 塗装品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込/無 その他/無 無 B・C種/加算無し  φ800　ｽﾃﾝﾚｽ丸型

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額第１号溝渠施設 1.000 式 第24号 明細書第２号溝渠施設 1.000 式 第25号 明細書第３号溝渠施設 1.000 式 第26号 明細書第４号溝渠施設 1.000 式 第27号 明細書第５号溝渠施設 1.000 式 第28号 明細書第６号溝渠施設 1.000 式 第29号 明細書第７号溝渠施設 1.000 式 第30号 明細書
計

 NO.1+3.00（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）
第     7     号 明細書構　造 排水施設工 第１号～第７号溝渠施設名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 NO.0-5.00（ロングU）

 NO.5（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）  NO.11（ロングU）  NO.13+13.00（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）  NO.16（ロングU）  MC.12（ロングU）

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額木製標識設置（NO.1～NO.5） 1.000 式 第31号 明細書

計

第     8     号 明細書構　造 標識工 木製勾配標識名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 勾配標識　0.45×0.45

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額第１号土留工 1.000 式 第32号 明細書管渠工（第１号木材集積場） 1.000 式 第33号 明細書丸太筋工（第１号木材集積場） 1.000 式 第34号 明細書

計

 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管：φ600、φ200、φ100
第     9     号 明細書構　造 第１号木材集積場 大型カゴ枠、管渠工、丸太筋工名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 大型カゴ枠

 φ120×1,000

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額落石防止柵設置 1.000 式 第35号 明細書

計

第     10     号 明細書構　造 仮設工 落石防止柵工名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土砂掘削（本線掘削） 1.000 式 第36号 明細書岩盤掘削（本線掘削） 1.000 式 第37号 明細書

計

 軟岩ⅠB
第     11     号 明細書構　造 本線掘削名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 礫質土

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土砂掘削（構造物掘削） 1.000 式 第38号 明細書岩盤掘削（構造物掘削） 1.000 式 第39号 明細書

計

第     12     号 明細書構　造 構造物掘削名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 礫質土  軟岩ⅠB

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額本線残土処理 1.000 式 第40号 明細書構造物残土処理 1.000 式 第41号 明細書

計

 
第     13     号 明細書構　造 残土処理名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額機械による切土整形 850.000 m2 第8号 代価表

計

第     14     号 明細書構　造 切土法面整形名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 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)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額流用盛土（礫質土） 82.000 m3流用盛土（軟岩ⅠB） 150.000 m3 第9号 代価表

計

 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)
第     15     号 明細書構　造 流用盛土名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要切取に含む

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額運搬盛土（礫質土） 1.000 式 第42号 明細書運搬盛土（軟岩ⅠB）） 1.000 式 第43号 明細書運搬盛土（礫質土） 1.000 式 第44号 明細書運搬盛土（軟岩ⅠB）） 1.000 式 第45号 明細書

計

第     16     号 明細書

 L=100m

構　造 運搬盛土名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 L=20m  L=20m  L=100m

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額敷均し締固め（盛土） 1,227.000 m3 第10号 代価表

計

第     17     号 明細書構　造 盛土敷均し・締固め名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 ブルドーザ 普通１５ｔ級 路　体 ０．３ｍ（路体・築堤） 普　通 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ15t(路体)/標準回数 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額盛土法面整形(土羽打) 319.000 m2 第11号 代価表機械による築立(土羽)整形：木材集積場部 866.400 m2 第12号 代価表

計

第     18     号 明細書構　造 盛土法面整形名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 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)  山地(Ｂ) 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排2次)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額無筋･鉄筋構造物人力打設 16.100 m3 第14号 代価表型　　枠 34.000 m2 第15号 代価表端型枠 3.400 m2 第16号 代価表キャットウォーク 4.000 ｍ 第17号 代価表埋戻工Ｃ(１ｍ≦Ｗ1＜４ｍ) 16.000 m3 第18号 代価表

計

 無筋･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員
第     19     号 明細書構　造 第１号呑口擁壁工 GW-1.5-I(b・R) H=2.00～3.00 L=6.00m名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 無　筋 養生工なし 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  山地(Ｂ) 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排2次)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額無筋･鉄筋構造物人力打設 16.100 m3 第14号 代価表型　　枠 34.000 m2 第15号 代価表端型枠 3.400 m2 第16号 代価表*硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管 2.000 ｍ暗きょ排水材 3.000 ｍキャットウォーク 4.000 ｍ 第17号 代価表埋戻工Ｃ(１ｍ≦Ｗ1＜４ｍ) 7.000 m3 第18号 代価表
計

第     20     号 明細書

ＶＵ-50

構　造 第１号吐口擁壁工 GW-1.5-I(b・R) H=2.00～3.00 L=6.00m名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 無　筋 養生工なし 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･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員
 透水ﾏｯﾄ 30-100F 30×100mm  山地(Ｂ) 普通作業員  山地(Ｂ) 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排2次)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額鋼製L型擁壁 14.000 ｍ 第19号 代価表埋戻工Ｃ(１ｍ≦Ｗ1＜４ｍ) 37.000 m3 第18号 代価表

計

 山地(Ｂ) 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排2次)
第     21     号 明細書構　造 第１号擁壁工 鋼製L型 H=1.50 L=14.0m名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 H=1.5m

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額無筋･鉄筋構造物人力打設 5.900 m3 第14号 代価表型　　枠 20.100 m2 第15号 代価表端型枠 2.400 m2 第16号 代価表*硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管 1.100 ｍ暗きょ排水材 2.400 ｍキャットウォーク 22.000 ｍ 第17号 代価表埋戻工Ｃ(１ｍ≦Ｗ1＜４ｍ) 4.000 m3 第18号 代価表
計

第     22     号 明細書

ＶＵ-50

構　造 第２号擁壁工 GW-L-I(b・R) H=2.00 L=5.00m名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 無　筋 養生工なし 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･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員
 透水ﾏｯﾄ 30-100F 30×100mm  山地(Ｂ) 普通作業員  山地(Ｂ) 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排2次)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額無筋･鉄筋構造物人力打設 64.000 m3 第14号 代価表型　　枠 133.400 m2 第15号 代価表端型枠 7.100 m2 第16号 代価表*瀝青繊維質目地板 4.200 m2*硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管 15.600 ｍ暗きょ排水材 21.500 ｍキャットウォーク 28.000 ｍ 第17号 代価表埋戻工Ｃ(１ｍ≦Ｗ1＜４ｍ) 34.000 m3 第18号 代価表計

 無筋･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員
第     23     号 明細書構　造 第３号擁壁工 GW-L-I(b・R) H=2.00～5.00 L=20.50m名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 無　筋 養生工なし 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 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排2次)

 無筋･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員厚10mmＶＵ-50  透水ﾏｯﾄ 30-100F 30×100mm  山地(Ｂ) 普通作業員

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額第１号溝渠工 1.000 式 第23号 代価表管渠工（第１号溝渠） 1.000 式 第24号 代価表集水桝工（第１号溝渠） 1.000 式 第25号 代価表埋戻工Ｄ(Ｗ1＜１ｍ)第１号溝渠 3.300 m3 第26号 代価表

計

第     24     号 明細書

 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 第１号溝渠施設 NO.0-5.00（ロングU）名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 ロングU234（旧PU434)  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ300  600型

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付（ｼﾝｸﾞﾙ：φ600）第２号溝渠 14.000 ｍ 第27号 代価表基礎砕石敷設（RC-40)第２号溝渠 14.500 m3 第28号 代価表

計

 山地(Ｂ) 普通作業員  ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3(排1次)
第     25     号 明細書構　造 第２号溝渠施設 NO.1+3.00（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 据　付 ４５０～６００mm 据付/継手材料費計上する 山地(Ｂ) 普通作業員

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額管渠工（第３号溝渠） 1.000 式 第29号 代価表集水桝工（第３号溝渠） 1.000 式 第30号 代価表埋戻工Ｄ(Ｗ1＜１ｍ)第３号溝渠 3.000 m3 第31号 代価表

計

第     26     号 明細書構　造 第３号溝渠施設 NO.5（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ600  600型　A型  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)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額第４号溝渠工 1.000 式 第32号 代価表補強張工（第４号溝渠） 1.000 式 第33号 代価表集水桝工（第４号溝渠） 1.000 式 第34号 代価表流末工（第４号溝渠） 1.000 組 第35号 代価表埋戻工Ｄ(Ｗ1＜１ｍ)第４号溝渠 2.000 m3 第36号 代価表

計

 
第     27     号 明細書構　造 第４号溝渠施設 NO.11（ロングU）名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 ロングU234（旧PU434)

 600型  木製フトンカゴ（Bﾀｲﾌﾟ）  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)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額管渠工（第５号溝渠） 1.000 式 第37号 代価表集水桝工（第５号溝渠） 1.000 式 第38号 代価表集水桝工（第５号溝渠） 1.000 式 第39号 代価表埋戻工Ｄ(Ｗ1＜１ｍ)第５号溝渠 3.000 m3 第40号 代価表

計

第     28     号 明細書

 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 第５号溝渠施設 NO.13+13.00（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管）名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ600  600型　Ａ型  600型　Ｂ型

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額第６号溝渠工 1.000 式 第41号 代価表補強張工（第６号溝渠） 1.000 式 第42号 代価表集水桝工（第６号溝渠） 1.000 式 第43号 代価表流末工（第６号溝渠） 1.000 組 第44号 代価表埋戻工Ｄ(Ｗ1＜１ｍ)第６号溝渠 2.000 m3 第45号 代価表

計

 
第     29     号 明細書構　造 第６号溝渠施設 NO.16（ロングU）名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 ロングU234（旧PU434)

 600型  木製フトンカゴ（Bﾀｲﾌﾟ）  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)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額第７号溝渠工 1.000 式 第46号 代価表補強張工（第７号溝渠） 1.000 式 第47号 代価表集水桝工（第７号溝渠） 1.000 式 第48号 代価表流末工（第７号溝渠） 1.000 組 第49号 代価表

計

第     30     号 明細書

 木製フトンカゴ（Bﾀｲﾌﾟ）

構　造 第７号溝渠施設 MC.12（ロングU）名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 ロングU234（旧PU434)   600型

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額標識設置(撤去)工[材別] 2.000 基 第50号 代価表林道標識A 2.000 基

計

表層WPC 0.45×0.45m〔支柱付(丸棒防腐材φ60mm,L=2.6m )〕
第     31     号 明細書構　造 木製標識設置（NO.1～NO.5） 勾配標識　0.45×0.45名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 設　置 単柱式 1枚／10基 設置/支保が不要

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額大型かご枠設置工（塗装品） 29.000 m2 第51号 代価表大型かご枠（塗装品）端部材 10.000 枚吸出し防止材設置 38.000 m2 第52号 代価表埋戻工Ｄ(Ｗ1＜１ｍ) 7.000 m3 第22号 代価表

計

第     32     号 明細書

 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 第１号土留工 大型カゴ枠名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 1,000×1,000×2,000，1,000×500×2,000  見積単価1,000×1,000×2,000  

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額管渠工（第１号木材集積場） 1.000 式 第53号 代価表ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ設置工（第１号木材集積場） 120.000 ｍ 第54号 代価表暗渠工（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管：有孔管）第１号木材集積場 1.000 式 第55号 代価表

計

 φ300半円
第     33     号 明細書構　造 管渠工（第１号木材集積場） 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管：φ600、φ200、φ100名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ）　φ600

 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200、φ100

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額丸太筋工 19.000 ｍ 第56号 代価表

計

第     34     号 明細書構　造 丸太筋工（第１号木材集積場） φ120×1,000名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 φ120×1,000

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額落石防止柵（板柵）設置・撤去 520.000 ｍ 第57号 代価表*型枠用合板 289.000 枚

計

JAS 板面品質B-C 12×900×1800　損料３ヶ月
第     35     号 明細書構　造 落石防止柵設置名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 現地発生材使用

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額バックホウ掘削(床掘)･積込 2,210.000 m3 第58号 代価表

計

第     36     号 明細書構　造 土砂掘削（本線掘削） 礫質土名　　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 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)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額大型ブレーカ掘削･床掘 3,983.000 m3 第59号 代価表火薬併用機械掘削 73.000 m3 第60号 代価表

計

 軟岩(Ⅰ)Ｂ 軟岩(Ⅰ)Ｂ/岩補正 無 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 可搬式ｽｸﾘｭｰ5.0m3／min(排1次)
第     37     号 明細書構　造 岩盤掘削（本線掘削） 軟岩ⅠB名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 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)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額バックホウ掘削(床掘)･積込 561.000 m3 第58号 代価表

計

第     38     号 明細書構　造 土砂掘削（構造物掘削） 礫質土名　　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 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)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額大型ブレーカ掘削･床掘 207.000 m3 第61号 代価表

計

第     39     号 明細書構　造 岩盤掘削（構造物掘削） 軟岩ⅠB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)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額バックホウ掘削(床掘)･積込 4,413.000 m3 第62号 代価表ダンプトラック運搬（土砂） 1,557.000 m3 第63号 代価表ダンプトラック運搬（軟岩） 2,856.000 m3 第64号 代価表ブルドーザ掘削･押土 4,413.000 m3 第65号 代価表

計

第     40     号 明細書

 ブルドーザ 普通１５ｔ級 0.1ｍ 普　通 ルーズな状態の土砂押土 ルーズ/粘性土､礫質土 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)

構　造 本線残土処理名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 １８０゜(掘削積込標準) 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)  ダンプトラック　４ｔ 土　砂 上記以外の運搬　0.2km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/普　通  ダンプトラック　４ｔ 軟　岩 上記以外の運搬　0.2km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/普　通

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額バックホウ掘削(床掘)･積込 99.000 m3 第62号 代価表バックホウ掘削(床掘)･積込 37.000 m3 第62号 代価表ダンプトラック運搬（土砂） 99.000 m3 第63号 代価表ダンプトラック運搬（軟岩） 37.000 m3 第64号 代価表

計

 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 １８０゜(掘削積込標準) 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)
第     41     号 明細書構　造 構造物残土処理名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 １８０゜(掘削積込標準) 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)  ダンプトラック　４ｔ 土　砂 上記以外の運搬　0.2km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/普　通  ダンプトラック　４ｔ 軟　岩 上記以外の運搬　0.2km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/普　通

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額バックホウ掘削(床掘)･積込 110.000 m3 第62号 代価表

計

第     42     号 明細書構　造 運搬盛土（礫質土） L=20m名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 １８０゜(掘削積込標準) 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)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額バックホウ掘削(床掘)･積込 201.000 m3 第62号 代価表

計

第     43     号 明細書構　造 運搬盛土（軟岩ⅠB）） L=20m名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 １８０゜(掘削積込標準) 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)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額バックホウ掘削(床掘)･積込 241.000 m3 第62号 代価表ダンプトラック運搬 241.000 m3 第67号 代価表

計

第     44     号 明細書構　造 運搬盛土（礫質土） L=100m名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 １８０゜(掘削積込標準) 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)  ダンプトラック　４ｔ 土　砂 上記以外の運搬　0.1km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/普　通

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額バックホウ掘削(床掘)･積込 443.000 m3 第62号 代価表ダンプトラック運搬 443.000 m3 第68号 代価表

計

 ダンプトラック　４ｔ 軟　岩 上記以外の運搬　0.1km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/普　通
第     45     号 明細書構　造 運搬盛土（軟岩ⅠB）） L=100m名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 １８０゜(掘削積込標準) 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)

京丹波町役場 産業振興課



数　　量 単　　位 単　　価 金　　額チェンソー伐開 7,027.000 m2 第98号 代価表枝条片付 7,027.000 m2 第99号 代価表

計

第     46     号 明細書構　造 積上準備費名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 山地(Ｂ) 普通作業員  １種 山地(Ｂ) 普通作業員

京丹波町役場 産業振興課



路盤工(ブルドーザ[m3]) 100 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額*再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 106.000 m3普通作業員 人ブルドーザ 普通 １５ｔ級(排1次) 時間 第13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RC-40  

代価表 第     1     号ブルドーザ 普通１５ｔ級 標準(0.55) 10cm 転圧補正なし 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)
構　造



種子散布工(機械播種施工)切土部 1 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額植生工(機械播種施工) 1.000 m2

計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 植生工 種子散布
代価表 第     2     号1000m2以上 1000m2以上/時間的制約なし  割増補正無し(0.0)



種子散布工(機械播種施工)盛土部 1 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額植生工(機械播種施工) 1.000 m2

計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

 植生工 種子散布
1000m2以上 1000m2以上/時間的制約なし  割増補正無し(0.0)

構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     3     号



種子散布工(機械播種施工)木材集積場部 1 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額植生工(機械播種施工) 1.000 m2

計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造  植生工 種子散布
第     4     号1000m2以上 1000m2以上/時間的制約なし  割増補正無し(0.0)

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表



防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)Gr-C-4E 1 m当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 設置 (標準型) 1.000 ｍ

計1.0m当り 京丹波町役場 産業振興課

 土中建込･塗装品(白色) Gr-C-4E
土中建込 土中建込/Gr-C-4E 塗装品 100m未満 土中建込/無 無 B・C種/加算無し

構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     5     号



防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)Gr-C-2B 1 m当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 設置 (標準型) 1.000 ｍ

計1.0m当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造  ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･塗装品(白色) Gr-C-2B
第     6     号ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込/Gr-C-2B 塗装品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込/無 その他/無 無 B・C種/加算無し

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表



道路反射鏡設置 1 基当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 1.000 基 第20号 代価表道路反射鏡注意板 1.000 組支柱(下地亜鉛めっき･静電粉体塗装)鋼管(STK400) 1.000 本基礎ﾌﾞﾛｯｸ工 1.000 個 第21号 代価表埋戻工Ｄ(Ｗ1＜１ｍ) 0.700 m3 第22号 代価表計1.0基当り
 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)

京丹波町役場 産業振興課

 有 2基以下 無  有(標識板材料費の計上)/枚／基  600×180×1.0mm無反射 防錆処理鋼板  Φ76.3*3.2*4000 Φ800･1(面用)  設置 500×500×700

φ800　ｽﾃﾝﾚｽ丸型
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     7     号



機械による切土整形 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66号 代価表

計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造    

第     8     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)
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



流用盛土（軟岩ⅠB） 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66号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

 
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 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     9     号



敷均し締固め（盛土） 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13号 代価表普通作業員 人

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造   

第     10     号ブルドーザ 普通１５ｔ級 路　体 ０．３ｍ（路体・築堤） 普　通 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ15t(路体)/標準回数 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



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66号 代価表

計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

   

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 摘　　　　　要

代価表 第     11     号



機械による築立(土羽)整形：木材集積場部 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0.80(平0.60)m3(排2次) 時間 第69号 代価表

計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造    

第     12     号山地(Ｂ) 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排2次)
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



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 18.000 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

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

代価表 第     13     号



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 18N/mm2 10.400 m3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  

構　造    

第     14     号無　筋 養生工なし 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 摘　　　　　要

代価表



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

    

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

代価表 第     15     号



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

 

構　造    

第     16     号無筋･鉄筋構造物 山地(Ｂ) 普通作業員
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



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

    

山地(Ｂ) 普通作業員
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     17     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2次) 時間 第69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70号 代価表タンパ締固め 10.000 m3 第71号 代価表
計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

 

構　造    

第     18     号山地(Ｂ) 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排2次)
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



鋼製L型擁壁 10 ｍ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人普通作業員 人鋼製L型擁壁 10.000 ｍ

計1.0ｍ当り 京丹波町役場 産業振興課

   見積単価H=1.5m　ＬXｳｫｰﾙ同等品以上

H=1.5m
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     19     号



標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識) 1 基当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額標識板 設置 1.000 基道路反射鏡 鏡体 1.000 面

計1.0基当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造  標識板設置 警戒･規制･指示･路線  ｽﾃﾝﾚｽ 丸Φ800*0.9

第     20     号有 2基以下 無  有(標識板材料費の計上)/枚／基
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



基礎ﾌﾞﾛｯｸ工 100 個当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人普通作業員 人基礎ブロック（500×500×700） 100.000 個

計1.0個当り 京丹波町役場 産業振興課

   見積単価基礎ﾌﾞﾛｯｸ

設置 500×500×700
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     21     号



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66号 代価表タンパ締固め 100.000 m3 第71号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造    

第     22     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)
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



第１号溝渠工 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横断工据付工 8.000 ｍ 第72号 代価表ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（T-25）設置工 8.000 枚 第73号 代価表基礎砕石工 5.600 m2 第74号 代価表*ﾓﾙﾀﾙ 0.100 m3
計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

 据　付 1500kg超2000kg以下 山地(Ｂ) 普通作業員  据付け 各種 各種/40kg／枚以下 無 無 無  10cm 山地(Ｂ)普通作業員   ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排2次)1:3

ロングU234（旧PU434)
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     23     号



管渠工（第１号溝渠） 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額30°ｴﾙﾎﾞ 1.000 個高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ構造）φ300 5.000 ｍ 第75号 代価表

計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造  見積単価高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ300  据　付 ２００～４００mm 据付/継手材料費計上しない 山地(Ｂ) 普通作業員

第     24     号高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ300
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



集水桝工（第１号溝渠） 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額分水桝据付 1.000 基 第76号 代価表基礎砕石工 1.200 m2 第77号 代価表

計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

 据　付 ８０kg越え４００kg以下 基礎砕石計上しない 山地(Ｂ) 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3 2.9t(排1次)  0.1cm 山地(Ｂ)普通作業員   ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排2次)

600型
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     25     号



埋戻工Ｄ(Ｗ1＜１ｍ)第１号溝渠 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66号 代価表タンパ締固め 100.000 m3 第71号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造    

第     26     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)
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付（ｼﾝｸﾞﾙ：φ600）第２号溝渠 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 人諸雑費 1.000 式
計1.0ｍ当り 京丹波町役場 産業振興課

 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　600mm    継手材料費

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

代価表 第     27     号



基礎砕石敷設（RC-40)第２号溝渠 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額*再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 12.000 m3土木一般世話役 人特殊作業員 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66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

  

構　造

 

RC-40   

第     28     号山地(Ｂ) 普通作業員  ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3(排1次)
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



管渠工（第３号溝渠） 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付（ｼﾝｸﾞﾙ：φ600） 5.000 ｍ 第78号 代価表基礎砕石敷設（RC-40) 6.600 m3 第79号 代価表

計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

 据　付 ４５０～６００mm 据付/継手材料費計上する 山地(Ｂ) 普通作業員  山地(Ｂ) 普通作業員  ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3(排1次)

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ600
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     29     号



集水桝工（第３号溝渠） 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額小型構造物人力打設 1.500 m3 第80号 代価表型　　枠 15.500 m2 第81号 代価表

計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造  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

第     30     号600型　A型
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



埋戻工Ｄ(Ｗ1＜１ｍ)第３号溝渠 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66号 代価表タンパ締固め 100.000 m3 第71号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

   

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 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     31     号



第４号溝渠工 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横断工据付工 4.000 ｍ 第72号 代価表ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（T-25）設置工 4.000 枚 第73号 代価表基礎砕石工 0.400 m2 第74号 代価表*ﾓﾙﾀﾙ 0.100 m3
計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

10cm 山地(Ｂ)普通作業員   ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排2次)1:3

構　造  据　付 1500kg超2000kg以下 山地(Ｂ) 普通作業員  据付け 各種 各種/40kg／枚以下 無 無 無  

第     32     号ロングU234（旧PU434)
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



補強張工（第４号溝渠） 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額小型構造物人力打設 1.900 m3 第80号 代価表型　　枠 0.900 m2 第81号 代価表*瀝青繊維質目地板 2.100 m2

計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

 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) 普通作業員厚10mm
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     33     号



集水桝工（第４号溝渠） 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額分水桝据付 1.000 基 第76号 代価表

計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造  据　付 ８０kg越え４００kg以下 基礎砕石計上しない 山地(Ｂ) 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3 2.9t(排1次)

第     34     号600型
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



流末工（第４号溝渠） 10 組当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額*木製ﾌﾄﾝｶｺﾞ資材 60.000 本*木製ﾌﾄﾝｶｺﾞ資材 60.000 本*木製ﾌﾄﾝｶｺﾞ資材 40.000 本*木製ﾌﾄﾝｶｺﾞ資材 40.000 本*木製ﾌﾄﾝｶｺﾞ資材 80.000 本*割栗石 (鉄線篭用) 5.420 m3土木一般世話役 人普通作業員 人

ﾎﾞﾙﾄ 0.15mｾｯﾄ 12mm
  京丹波町役場 産業振興課

150-200mm

1.0mΦ10cm太鼓2.0mΦ10cm太鼓1.0mΦ10cm太鼓ﾎﾞﾙﾄ 0.6mｾｯﾄ 1/2ｲﾝﾁ

木製フトンカゴ（Bﾀｲﾌﾟ）
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     35     号



流末工（第４号溝渠） 10 組当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額*ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ【油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型】 日バックホウ掘削(床掘)･積込 5.420 m3 第82号 代価表

計1.0組当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造4.9t吊  ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.80(平0.60)m3 １８０゜(掘削積込標準) 普　通 ルーズ状態の土砂積込 ﾙｰｽﾞ/破　砕　岩 岩補正 無 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0.80(平0.60)m3(排2次)

第     35     号木製フトンカゴ（Bﾀｲﾌﾟ）
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



埋戻工Ｄ(Ｗ1＜１ｍ)第４号溝渠 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66号 代価表タンパ締固め 100.000 m3 第71号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

   

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 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     36     号



管渠工（第５号溝渠） 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付（ｼﾝｸﾞﾙ：φ600） 12.000 ｍ 第78号 代価表基礎砕石敷設（RC-40) 23.100 m3 第79号 代価表

計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造  据　付 ４５０～６００mm 据付/継手材料費計上する 山地(Ｂ) 普通作業員  山地(Ｂ) 普通作業員  ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3(排1次)

第     37     号高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ600
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



集水桝工（第５号溝渠） 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額小型構造物人力打設 1.500 m3 第80号 代価表型　　枠 15.500 m2 第81号 代価表

計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

 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

600型　Ａ型
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     38     号



集水桝工（第５号溝渠） 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額小型構造物人力打設 1.600 m3 第80号 代価表型　　枠 15.200 m2 第81号 代価表

計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造  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

第     39     号600型　Ｂ型
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



埋戻工Ｄ(Ｗ1＜１ｍ)第５号溝渠 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66号 代価表タンパ締固め 100.000 m3 第71号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

   

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 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     40     号



第６号溝渠工 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横断工据付工 4.000 ｍ 第72号 代価表ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（T-25）設置工 4.000 枚 第73号 代価表基礎砕石工 0.700 m2 第74号 代価表*ﾓﾙﾀﾙ 0.100 m3
計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

10cm 山地(Ｂ)普通作業員   ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排2次)1:3

構　造  据　付 1500kg超2000kg以下 山地(Ｂ) 普通作業員  据付け 各種 各種/40kg／枚以下 無 無 無  

第     41     号ロングU234（旧PU434)
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



補強張工（第６号溝渠） 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額小型構造物人力打設 1.900 m3 第80号 代価表型　　枠 0.900 m2 第81号 代価表*瀝青繊維質目地板 2.100 m2

計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

 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) 普通作業員厚10mm
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     42     号



集水桝工（第６号溝渠） 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額分水桝据付 1.000 基 第76号 代価表

計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造  据　付 ８０kg越え４００kg以下 基礎砕石計上しない 山地(Ｂ) 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3 2.9t(排1次)

第     43     号600型
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



流末工（第６号溝渠） 10 組当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額*木製ﾌﾄﾝｶｺﾞ資材 60.000 本*木製ﾌﾄﾝｶｺﾞ資材 60.000 本*木製ﾌﾄﾝｶｺﾞ資材 40.000 本*木製ﾌﾄﾝｶｺﾞ資材 40.000 本*木製ﾌﾄﾝｶｺﾞ資材 80.000 本*割栗石 (鉄線篭用) 5.420 m3土木一般世話役 人普通作業員 人

ﾎﾞﾙﾄ 0.15mｾｯﾄ 12mm
  京丹波町役場 産業振興課

150-200mm

1.0mΦ10cm太鼓2.0mΦ10cm太鼓1.0mΦ10cm太鼓ﾎﾞﾙﾄ 0.6mｾｯﾄ 1/2ｲﾝﾁ

木製フトンカゴ（Bﾀｲﾌﾟ）
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     44     号



流末工（第６号溝渠） 10 組当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額*ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ【油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型】 日バックホウ掘削(床掘)･積込 5.420 m3 第82号 代価表

計1.0組当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造4.9t吊  ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.80(平0.60)m3 １８０゜(掘削積込標準) 普　通 ルーズ状態の土砂積込 ﾙｰｽﾞ/破　砕　岩 岩補正 無 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0.80(平0.60)m3(排2次)

第     44     号木製フトンカゴ（Bﾀｲﾌﾟ）
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



埋戻工Ｄ(Ｗ1＜１ｍ)第６号溝渠 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66号 代価表タンパ締固め 100.000 m3 第71号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

   

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 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     45     号



第７号溝渠工 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横断工据付工 4.000 ｍ 第72号 代価表ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（T-25）設置工 4.000 枚 第73号 代価表基礎砕石工 2.300 m2 第74号 代価表*ﾓﾙﾀﾙ 0.100 m3ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ設置工 3.000 ｍ 第83号 代価表ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ･ﾌﾟﾗｸﾞ 26.000 本計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

10cm 山地(Ｂ)普通作業員   ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排2次)1:3  φ400半円

構　造

 ｵｰﾙｱﾝｶｰ C1060 M10×L60mm

 据　付 1500kg超2000kg以下 山地(Ｂ) 普通作業員  据付け 各種 各種/40kg／枚以下 無 無 無  

第     46     号ロングU234（旧PU434)
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



補強張工（第７号溝渠） 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額小型構造物人力打設 2.200 m3 第80号 代価表型　　枠 1.100 m2 第81号 代価表*瀝青繊維質目地板 2.500 m2基礎砕石工 7.400 m2 第74号 代価表
計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

 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) 普通作業員厚10mm  10cm 山地(Ｂ)普通作業員   ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排2次)

構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     47     号



集水桝工（第７号溝渠） 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額分水桝据付 1.000 基 第76号 代価表基礎砕石工 0.600 m2 第77号 代価表

計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造  据　付 ８０kg越え４００kg以下 基礎砕石計上しない 山地(Ｂ) 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3 2.9t(排1次)  0.1cm 山地(Ｂ)普通作業員   ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排2次)

第     48     号600型
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



流末工（第７号溝渠） 10 組当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額*木製ﾌﾄﾝｶｺﾞ資材 60.000 本*木製ﾌﾄﾝｶｺﾞ資材 60.000 本*木製ﾌﾄﾝｶｺﾞ資材 40.000 本*木製ﾌﾄﾝｶｺﾞ資材 40.000 本*木製ﾌﾄﾝｶｺﾞ資材 80.000 本*割栗石 (鉄線篭用) 5.420 m3土木一般世話役 人普通作業員 人

ﾎﾞﾙﾄ 0.15mｾｯﾄ 12mm
  京丹波町役場 産業振興課

150-200mm

1.0mΦ10cm太鼓2.0mΦ10cm太鼓1.0mΦ10cm太鼓ﾎﾞﾙﾄ 0.6mｾｯﾄ 1/2ｲﾝﾁ

木製フトンカゴ（Bﾀｲﾌﾟ）
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     49     号



流末工（第７号溝渠） 10 組当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額*ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ【油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型】 日バックホウ掘削(床掘)･積込 5.420 m3 第82号 代価表

計1.0組当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造4.9t吊  ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.80(平0.60)m3 １８０゜(掘削積込標準) 普　通 ルーズ状態の土砂積込 ﾙｰｽﾞ/破　砕　岩 岩補正 無 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0.80(平0.60)m3(排2次)

第     49     号木製フトンカゴ（Bﾀｲﾌﾟ）
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



標識設置(撤去)工[材別] 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

  
設　置 単柱式 1枚／10基 設置/支保が不要

構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     50     号



大型かご枠設置工（塗装品） 1 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額普通作業員 人普通作業員 人大型かご枠（塗装品） 1.000 m2*割栗石 (鉄線篭用) 2.500 m3バックホウ 時間 第84号 代価表計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

1,000×1,000×2,000150-200mm  ﾊﾞｯｸﾎｳ(排1次) 山積(0.45)平積(0.35)m3

構　造
見積単価

第     51     号1,000×1,000×2,000，1,000×500×2,000
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



吸出し防止材設置 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額普通作業員 人吸出し防止ｼｰﾄ 100.000 m2

計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

  ﾎﾟﾘﾌｪﾙﾄ／ﾀﾌﾈﾙ EX-60 T3mmPP
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     52     号



管渠工（第１号木材集積場） 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付（ｼﾝｸﾞﾙ：φ600） 59.000 ｍ 第78号 代価表20°ｴﾙﾎﾞ 1.000 個25°ｴﾙﾎﾞ 1.000 個45°ｴﾙﾎﾞ 1.000 個60°ｴﾙﾎﾞ 1.000 個計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

 見積単価 見積単価

構　造  据　付 ４５０～６００mm 据付/継手材料費計上する 山地(Ｂ) 普通作業員  見積単価 見積単価

第     53     号高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ）　φ600
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ設置工（第１号木材集積場） 10 ｍ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額コルゲートパイプ半円据付 10.000 ｍ 第85号 代価表松丸太 8.000 本植生土のう設置 40.000 袋 第86号 代価表*なまし鉄線 0.600 Ｋｇ
計1.0ｍ当り 京丹波町役場 産業振興課

 据　付 フランジ型 円　　形 ２５０～６００mm  山地(Ｂ) 普通作業員  末口90mm　L=1.5m  山地(Ｂ) 普通作業員#10　径3.2mm

φ300半円
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     54     号



暗渠工（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管：有孔管）第１号木材集積場 1 式当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付（ｼﾝｸﾞﾙ：φ200）有孔管 120.000 ｍ 第87号 代価表フィルター材敷設(RC-40) 22.800 m3 第88号 代価表吸出し防止材設置 230.000 m2 第52号 代価表高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付（ｼﾝｸﾞﾙ：φ100）有孔管 195.000 ｍ 第89号 代価表フィルター材敷設(RC-40) 15.600 m3 第88号 代価表吸出し防止材設置 240.000 m2 第52号 代価表計1.0式当り 京丹波町役場 産業振興課

 据　付 ５０～１５０mm 据付/継手材料費計上する 山地(Ｂ) 普通作業員  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

 

 据　付 ２００～４００mm 据付/継手材料費計上する 山地(Ｂ) 普通作業員  山地(Ｂ) 普通作業員  ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3(排1次)  

第     55     号高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200、φ100
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



丸太筋工 10 ｍ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額普通作業員 人*木製筋工用丸棒 10.000 本*ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 20.000 本

計1.0ｍ当り 京丹波町役場 産業振興課

 L=1.0mΦ12cm2箇所穴付防腐処理L=0.4m Φ16mm

φ120×1,000
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     56     号



落石防止柵（板柵）設置・撤去 10 ｍ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額編柵用杭木（伐採木利用） 3.000 本横丸太（伐採木利用） 7.000 本普通作業員 人諸雑費 1.000 式
計1.0ｍ当り 京丹波町役場 産業振興課

 

構　造  自然木　L=1.2m　φ=6cm以上  自然木  

第     57     号現地発生材使用
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



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66号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

 
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 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     58     号



大型ブレーカ掘削･床掘 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90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

構　造  （1300kg級）

第     59     号軟岩(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 摘　　　　　要

代価表



火薬併用機械掘削 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額土木一般世話役 人さく岩工 人特殊作業員 人普通作業員 人ﾀﾞｲﾅﾏｲﾄ 0.180 Ｋｇ*電気雷管 0.760 個さく岩機 日空気圧縮機 可搬式ｽｸﾘｭｰ5.0m3／min(排1次) T=4.5h 日 第91号 代価表

 ２号榎
 レッグハンマ　30kg  京丹波町役場 産業振興課

6号瞬発1段 脚線3.0m(小口)

    

軟岩(Ⅰ)Ｂ 軟岩(Ⅰ)Ｂ/岩補正 無 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 可搬式ｽｸﾘｭｰ5.0m3／min(排1次)構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     60     号



火薬併用機械掘削 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.80(平0.60)m3(排1次) 時間 第92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

構　造   

第     60     号軟岩(Ⅰ)Ｂ 軟岩(Ⅰ)Ｂ/岩補正 無 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値) 可搬式ｽｸﾘｭｰ5.0m3／min(排1次)
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



大型ブレーカ掘削･床掘 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90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

 （1300kg級）

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 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     61     号



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66号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造  
第     62     号ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.45(平0.35)m3 １８０゜(掘削積込標準) 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)

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表



ダンプトラック運搬（土砂） 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93号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

 
ダンプトラック　４ｔ 土　砂 上記以外の運搬　0.2km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/普通構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     63     号



ダンプトラック運搬（軟岩） 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93号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造  
第     64     号ダンプトラック　４ｔ 軟　岩 上記以外の運搬　 0.2km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/普　通

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表



ブルドーザ掘削･押土 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13号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

 
ブルドーザ 普通１５ｔ級 0.1ｍ 普　通 ルーズな状態の土砂押土 ルーズ/粘性土､礫質土 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     65     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 11.000 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

BH(排-1)山0.45(平0.35)m3
構　造  1，2号  

第     66     号
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



ダンプトラック運搬 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93号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

 
ダンプトラック　４ｔ 土　砂 上記以外の運搬　 0.1km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/普　通構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     67     号



ダンプトラック運搬 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93号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造  
第     68     号ダンプトラック　４ｔ 軟　岩 上記以外の運搬　0.1km 4t/ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3  4t/普通

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表



ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.80(平0.60)m3(排2次) 1 時間当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊運転手 人*軽油 18.000 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

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

代価表 第     69     号



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 5.200 L*振動ﾛｰﾗ【ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式】 日

計1.0日当り 京丹波町役場 産業振興課

0.8~1.1t
構　造  1，2号

第     70     号
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



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94号 代価表

計1.0m3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     71     号



ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横断工据付工 10 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 人鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ字溝(ﾛﾝｸﾞU) 2.500 個*ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ【油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型】 日諸雑費 1.000 式計1.0ｍ当り 京丹波町役場 産業振興課

 PU234 300*400*4000 1890kg4.9t吊

構　造

 

   

第     72     号据　付 1500kg超2000kg以下 山地(Ｂ) 普通作業員
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（T-25）設置工 100 枚当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額蓋版 100.000 枚*ロングU用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（ｺﾞﾑ付） 100.000 枚

計1.0枚当り 京丹波町役場 産業振興課

 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40Kg/枚以下  T-25 438×110×995 39.1kg

据付け 各種 各種/40kg／枚以下 無 無 無
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     73     号



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 12.000 m3ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.80m3基礎砕石(排2次) 日 第95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  

構　造

 

   

第     74     号10cm 山地(Ｂ)普通作業員   ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排2次)
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ構造）φ300 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

 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　300mm   

据　付 ２００～４００mm 据付/継手材料費計上しない 山地(Ｂ) 普通作業員
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     75     号



分水桝据付 10 基当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額分水桝 10.000 個土木一般世話役 人特殊作業員 人普通作業員 人ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3 2.9t吊(排1次) 時間 第96号 代価表諸雑費 1.000 式計1.0基当り 京丹波町役場 産業振興課

  

構　造

 

600型   

第     76     号据　付 ８０kg越え４００kg以下 基礎砕石計上しない 山地(Ｂ) 普通作業員 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3 2.9t(排1次)
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



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 0.120 m3ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.80m3基礎砕石(排2次) 日 第95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

0.1cm 山地(Ｂ)普通作業員   ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.80(平0.60)m3(排2次)
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     77     号



高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付（ｼﾝｸﾞﾙ：φ600） 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 人諸雑費 1.000 式
計1.0ｍ当り 京丹波町役場 産業振興課

 継手材料費

構　造  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　600mm   

第     78     号据　付 ４５０～６００mm 据付/継手材料費計上する 山地(Ｂ) 普通作業員
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



基礎砕石敷設（RC-40) 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額*再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 12.000 m3土木一般世話役 人特殊作業員 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66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
 

RC-40    

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 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     79     号



小型構造物人力打設 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 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

18-8-40 高炉 W/C=60%以下  

構　造    

第     80     号養生工なし 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
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



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

    

小型構造物 山地(Ｂ) 普通作業員
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     81     号



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0.80(平0.60)m3(排2次) 時間 第69号 代価表

計1.0m3当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造  
第     82     号ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.80(平0.60)m3 １８０゜(掘削積込標準) 普　通 ルーズ状態の土砂積込 ﾙｰｽﾞ/破　砕　岩 岩補正 無 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0.80(平0.60)m3(排2次)

名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表



ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ設置工 1 ｍ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額コルゲートパイプ据付･撤去 1.000 ｍ 第97号 代価表

計1.0ｍ当り 京丹波町役場 産業振興課

 据　付 フランジ型 円　　形 ２５０～６００mm  山地(Ｂ) 普通作業員
φ400半円

構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     83     号



バックホウ 1 時間当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額バックホウ 時間*軽油 11.000 L特殊運転手 人

計1.0時間当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造  BH(排-1)山0.45(平0.35)m31，2号  

第     84     号ﾊﾞｯｸﾎｳ(排1次) 山積(0.45)平積(0.35)m3
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



コルゲートパイプ半円据付 10 ｍ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ(ﾌﾗﾝｼﾞ型､めっき仕上げ)半円 10.000 ｍ普通作業員 人

計1.0ｍ当り 京丹波町役場 産業振興課

 ﾊﾟｲﾌﾟ円形１形　300*1.6mm  
据　付 フランジ型 円　　形 ２５０～６００mm  山地(Ｂ) 普通作業員

構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     85     号



植生土のう設置 100 袋当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額普通作業員 人*植生土のう 100.000 袋

計1.0袋当り 京丹波町役場 産業振興課

構　造  40*60cm

第     86     号山地(Ｂ) 普通作業員
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付（ｼﾝｸﾞﾙ：φ200）有孔管 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 人諸雑費 1.000 式
計1.0ｍ当り 京丹波町役場 産業振興課

 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　200mm    継手材料費

据　付 ２００～４００mm 据付/継手材料費計上する 山地(Ｂ) 普通作業員
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     87     号



フィルター材敷設(RC-40) 10 m3当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額*再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 12.000 m3土木一般世話役 人特殊作業員 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66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

  

構　造

 

RC-40   

第     88     号山地(Ｂ) 普通作業員  ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3(排1次)
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付（ｼﾝｸﾞﾙ：φ100）有孔管 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 人諸雑費 1.000 式
計1.0ｍ当り 京丹波町役場 産業振興課

 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　100mm    継手材料費

据　付 ５０～１５０mm 据付/継手材料費計上する 山地(Ｂ) 普通作業員
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     89     号



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 18.000 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

BH(排-1)山0.80(平0.60)m3  大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧　1300kg

構　造  1，2号  

第     90     号
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



空気圧縮機 可搬式ｽｸﾘｭｰ5.0m3／min(排1次) T=4.5h 1 日当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額*軽油 33.000 L*空気圧縮機(排-1)【可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛】 日

計1.0日当り 京丹波町役場 産業振興課

1，2号5.0m3/min
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表 第     91     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 18.000 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

BH(排-1)山0.80(平0.60)m3
構　造  1，2号  

第     92     号
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



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 6.800 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

 1，2号  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級  ４ｔ　　普通　タイヤ損料

構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     93     号



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 4.500 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

質量60~80ｋｇ
構　造  ﾚｷﾞｭﾗｰ

第     94     号
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.80m3基礎砕石(排2次) 1 日当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊運転手 人*軽油 41.000 Lバックホウ 日

計1.0日当り 京丹波町役場 産業振興課

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

代価表 第     95     号



ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.45(平0.35)m3 2.9t吊(排1次) 1 時間当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額特殊運転手 人*軽油 11.000 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

BH(排-1)山0.45(平0.35)m3 2.9t
構　造  1，2号  

第     96     号
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



コルゲートパイプ据付･撤去 10 ｍ当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ(ﾌﾗﾝｼﾞ型､めっき仕上げ)半円 10.000 ｍ普通作業員 人

計1.0ｍ当り 京丹波町役場 産業振興課

 ﾊﾟｲﾌﾟ円形１形　400*1.6mm半円  
据　付 フランジ型 円　　形 ２５０～６００mm  山地(Ｂ) 普通作業員

構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要
代価表 第     97     号



チェンソー伐開 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 人特殊作業員 人切断機 日*混合油 0.090 L*ﾁｪｰﾝｵｲﾙ 0.010 L計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

 チェンソー 60cc 500mm1.042361111

構　造

植物性脂

   

第     98     号山地(Ｂ) 普通作業員
名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要

代価表



枝条片付 100 m2当り数　　量 単　　位 単　　価 金　　額普通作業員 人

計1.0m2当り 京丹波町役場 産業振興課

１種 山地(Ｂ) 普通作業員
構　造 名　　称　・　規　　格 摘　　　　　要 

代価表 第     99     号




