
新旧比較表 （公表用）
備考現行 改訂後

0.13m3級バックホウ運
転費（１時間あたり）の
表を追加

D10900200100 バックホウ運転費　排ガス対策型　0.13m3級

1 適用範囲

　立坑の掘削工に適用する。

・ 運転費

2 施工歩掛

備考１ 小型バックホウ運転日当たり運転時間は、6.5時間とする。

諸　雑　費 式 1

6.5時間当り
(00001)

特 殊 運 転 手 人 1.0

損 料
小型バックホウ損料

供用日 1.80
0.13ｍ3級（排ガス1次）

名      称 規      格 コード 単位 クローラ型

軽 油
Z006702002

L 25.0

軽 油

特 殊 運 転 手

名      称

人 1.0

損 料 供用日
0.13ｍ3級（排ガス1次）

諸　雑　費 式

（1日当り）

25.0

規      格 コード 単位

Z006702002
L

1

小型バックホウ損料

1日当り

1.80

クローラ型

(00001)

（1時間当り）

D10900200100 バックホウ運転費　排ガス対策型　0.13m3級

1 適用範囲

　立坑の掘削工に適用する。

・ 運転費

2 施工歩掛

軽 油

特 殊 運 転 手

名      称

人 1.0

損 料 供用日
0.13ｍ3級（排ガス1次）

諸　雑　費 式

（1日当り）

25.0

規      格 コード 単位

Z006702002
L

1

小型バックホウ損料

1日当り

1.80

クローラ型

(00001)



新旧比較表 （公表用）
備考

各表に備考を追加

現行 改訂後

D10901702000 割T字分岐工（簡易仕切弁）

1　適用範囲
簡易仕切弁付割T字管の分岐に適用する。
・取付穿孔費
・被覆材料費
・機械損料費

備考１　 上記複合単価には割T字管材料費及び諸経費を含まない。

D10901702100 割T字設置工

1　適用範囲
割T字管の分岐に適用する。
・割T字管分岐施工費（仕切弁設置及びフランジ接合2口含む）
・基礎砕石工（割T字部）
・仕切弁筺又はねじ式仕切弁筺設置費（基礎砕石含む）
・機械損料費を含む

備考１　 上記複合単価には割T字管材料費及び諸経費を含まない。

D10901702200 割T字閉止工（簡易仕切弁）

1　適用範囲
簡易仕切弁割T字管の撤去に適用する。
・閉止費
・被覆材料費
・機械損料費

備考１　 上記複合単価には諸経費を含まない。

D10901702300 割T字不断水撤去工
1　適用範囲
割T字管の不断水撤去に適用する。
・閉止費
・割T字管撤去工材料費（止水コマ、コマ保護バンド，防食被覆材料費）
・機械損料費

備考１　 上記複合単価には諸経費を含まない。

分 岐 口 径 元 口 径
昼間単価 夜間単価

単価コード 単価 単価コード 単価

z787050101
水道工事単価表による

50 200以上 z787050002 z787050102

50 200以下 z787050001
水道工事単価表による

分 岐 口 径 元 口 径
昼間単価 夜間単価

単価コード 単価 単価コード 単価

75 200以下 z787050003

水道工事単価表による

z787050103

水道工事単価表による

75 200以上 z787050004 z787050104

100 200以下 z787050005 z787050105

100 200以上 z787050006 z787050106

150 200以下 z787050007 z787050107

150 250以上 z787050008 z787050108

200 350以下 z787050009 z787050109

200 400以上 z787050010 z787050110

250 350以下 z787050011 z787050111

250 400以上 z787050012 z787050112

300 500以下 z787050013 z787050113

300 600以上 z787050014 z787050114

350 500以下 z787050015 z787050115

350 600以上 z787050016 z787050116

分 岐 口 径 元 口 径
昼間単価 夜間単価

単価コード 単価 単価コード 単価

50 75～100 z787050017

水道工事単価表による

z787050117

水道工事単価表による50 150～200 z787050018 z787050118

50 250～300 z787050019 z787050119

分 岐 口 径 元 口 径
昼間単価 夜間単価

単価コード 単価 単価コード 単価

50 75 z787050020

水道工事単価表による

z787050120

水道工事単価表による
50 100 z787050021 z787050121

50 150 z787050022 z787050122

50 200 z787050023 z787050123

D10901702000 割T字分岐工（簡易仕切弁）

1　適用範囲
簡易仕切弁付割T字管の分岐に適用する。
・取付穿孔費
・被覆材料費
・機械損料費

D10901702100 割T字設置工

1　適用範囲
割T字管の分岐に適用する。
・割T字管分岐施工費（仕切弁設置及びフランジ接合2口含む）
・基礎砕石工（割T字部）
・仕切弁筺又はねじ式仕切弁筺設置費（基礎砕石含む）
・機械損料費を含む

D10901702200 割T字閉止工（簡易仕切弁）

1　適用範囲
簡易仕切弁割T字管の撤去に適用する。
・閉止費
・被覆材料費
・機械損料費

D10901702300 割T字不断水撤去工
1　適用範囲
割T字管の不断水撤去に適用する。
・閉止費
・割T字管撤去工材料費（止水コマ、コマ保護バンド，防食被覆材料費）
・機械損料費

50 75 z787050020

水道工事単価表による

z787050120

水道工事単価表による
50 100 z787050021 z787050121

50 150 z787050022 z787050122

50 200 z787050023 z787050123

50 75～100 z787050017

水道工事単価表による

z787050117

水道工事単価表による50 150～200 z787050018 z787050118

50 250～300 z787050019 z787050119

分 岐 口 径 元 口 径
昼間単価 夜間単価

単価コード 単価 単価コード 単価

300 500以下 z787050013 z787050113

300 600以上 z787050014 z787050114

350 500以下 z787050015 z787050115

350 600以上 z787050016 z787050116

分 岐 口 径 元 口 径
昼間単価 夜間単価

単価コード 単価 単価コード 単価

z787050008 z787050108

200 350以下 z787050009 z787050109

200 400以上 z787050010 z787050110

250 350以下 z787050011 z787050111

250 400以上 z787050012 z787050112

分 岐 口 径 元 口 径
昼間単価 夜間単価

単価コード 単価 単価コード 単価

75 200以下 z787050003

水道工事単価表による

z787050103

水道工事単価表による

75 200以上 z787050004 z787050104

100 200以下 z787050005 z787050105

100 200以上 z787050006 z787050106

150 200以下 z787050007 z787050107

150 250以上

分 岐 口 径 元 口 径
昼間単価 夜間単価

単価コード 単価 単価コード 単価

z787050101
水道工事単価表による

50 200以上 z787050002 z787050102

50 200以下 z787050001
水道工事単価表による



新旧比較表 （公表用）
備考

各表に備考を追加

現行 改訂後

D10901702400 割T字不断水撤去工

1　適用範囲
割T字管の不断水撤去に適用する。
・閉止費
・割T字管撤去工材料費（止水コマ、コマ保護バンド，防食被覆材料費）
・機械損料費

備考１　 上記複合単価には諸経費を含まない。

D10901702500 割T字不断水撤去工（事前準備費）

1　適用範囲
・既設管の状況により施工中止となった場合の事前準備費に適用する。

備考１　 上記複合単価には諸経費を含まない。

D10901702600 不断水仕切弁設置工

1　適用範囲
不断水仕切弁及びねじ式仕切弁筺の設置に適用する。
・不断水仕切弁取付工（施工費、基礎砕石）

・ねじ式仕切弁筺設置費（基礎砕石含む）

備考１　 上記複合単価には不断水式仕切弁材料費及び諸経費を含まない。

z787050028 z787050128

75 300 z787050029 z787050129

100 350 z787050036 z787050136

分 岐 口 径 元 口 径
昼間単価 夜間単価

単価コード 単価 単価コード 単価

75 75 z787050024

水道工事単価表による

z787050124

水道工事単価表による

75 100 z787050025 z787050125

75 150 z787050026 z787050126

75 200 z787050027 z787050127

75 250

75 350 z787050030 z787050130

100 100 z787050031 z787050131

100 150 z787050032 z787050132

100 200 z787050033 z787050133

分 岐 口 径 元 口 径
昼間単価 夜間単価

単価コード 単価 単価コード 単価

100 250 z787050034 z787050134

100 300 z787050035 z787050135

75 75 z787050037

水道工事単価表による

z787050137

水道工事単価表による

75 100 z787050038 z787050138

75 150 z787050039 z787050139

75 200 z787050040 z787050140

75 250 z787050041 z787050141

75 300

200 z787050053 z787050153

250 z787050054 z787050154

z787050042 z787050142

75 350 z787050043 z787050143

100 100

100 150 z787050045 z787050145

100 200 z787050046 z787050146

100 250 z787050047 z787050147

z787050044 z787050144

300 z787050055 z787050155

350 z787050056 z787050156

100 300 z787050048 z787050148

単価

100 350 z787050049 z787050149

取 付 口 径
昼間単価 夜間単価

単価コード 単価 単価コード

75 z787050050

水道工事単価表による

z787050150

水道工事単価表による

100 z787050051 z787050151

150 z787050052 z787050152

D10901702400 割T字不断水撤去工

1　適用範囲
割T字管の不断水撤去に適用する。
・閉止費
・割T字管撤去工材料費（止水コマ、コマ保護バンド，防食被覆材料費）
・機械損料費

D10901702500 割T字不断水撤去工（事前準備費）

1　適用範囲
・既設管の状況により施工中止となった場合の事前準備費に適用する。

D10901702600 不断水仕切弁設置工

1　適用範囲
不断水仕切弁及びねじ式仕切弁筺の設置に適用する。
・不断水仕切弁取付工（施工費、基礎砕石）

・ねじ式仕切弁筺設置費（基礎砕石含む）

300 z787050055 z787050155

350 z787050056 z787050156

100 300 z787050048 z787050148

単価

100 350 z787050049 z787050149

取 付 口 径
昼間単価 夜間単価

単価コード 単価 単価コード

75 z787050050

水道工事単価表による

z787050150

水道工事単価表による

100 z787050051 z787050151

150 z787050052 z787050152

200 z787050053 z787050153

250 z787050054 z787050154

z787050042 z787050142

75 350 z787050043 z787050143

100 100

100 150 z787050045 z787050145

100 200 z787050046 z787050146

100 250 z787050047 z787050147

分 岐 口 径 元 口 径
昼間単価 夜間単価

単価コード 単価 単価コード 単価

75 75 z787050037

水道工事単価表による

z787050137

水道工事単価表による

75 100 z787050038 z787050138

75 150 z787050039 z787050139

75 200 z787050040 z787050140

75 250 z787050041 z787050141

75 300

z787050044 z787050144

z787050029 z787050129

75 350 z787050030 z787050130

100 100 z787050031 z787050131

100 150 z787050032 z787050132

100 200 z787050033 z787050133

100 250 z787050034 z787050134

100 300 z787050035 z787050135

100 350 z787050036 z787050136

分 岐 口 径 元 口 径
昼間単価 夜間単価

単価コード 単価 単価コード 単価

75 75 z787050024

水道工事単価表による

z787050124

水道工事単価表による

75 100 z787050025 z787050125

75 150 z787050026 z787050126

75 200 z787050027 z787050127

75 250 z787050028 z787050128

75 300



新旧比較表 （公表用）
備考

人工の変更

現行 改訂後

電気設備工 受信器取替
電子個別

1 適用範囲

遠隔式水道メーター受信器の取替に適用する。

・ 受信器取付費

・ 受信器撤去費

・ 「材料含む」単価には，受信器材料費含む。

・ ケーブル接続費

2 施工歩掛

備考1 歩掛は実績調査による。

改 修 割 増 電工，その他雑費の20％ 式 1.00 1.00

1箇所当り

(00001) (00002)

電 工 人 0.150 0.036

そ の 他 雑 費 電工の12％ 式 1.00 1.00

D10901910500

（1箇所当り）

名      称 規      格 コード 単位
電子個別 電子ミニｶｳﾝﾀ

材料含まない 材料含まない

電気設備工 受信器取替

電子個別

1 適用範囲

遠隔式水道メーター受信器の取替に適用する。

・ 受信器取付費

・ 受信器撤去費

・ 「材料含む」単価には，受信器材料費含む。

・ ケーブル接続費

2 施工歩掛

備考1 歩掛は実績調査による。

D10901910500

（1箇所当り）

名      称 規      格 コード 単位
電子個別 電子ミニｶｳﾝﾀ

材料含まない 材料含まない

電 工 人 0.150 0.150

そ の 他 雑 費 電工の12％ 式 1.00 1.00

改 修 割 増 電工，その他雑費の20％ 式 1.00 1.00

1箇所当り

(00001) (00002)


