


摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

新川処理区南39条西11丁目ほか下水道新設工事 当　  初 下水道事業

管路

　　　濁水運搬処理【昼間】 仮置場→施設

        1    式 内-4号

　　管路土工

　　         1    式

　　　再掘削

　　　         1    式 内-5号

　　舗装復旧工

　　         1    式

　　　不陸整正 無し

       39    m2 単-38号

　　　下層路盤 仮置場→現場

        9    m3 単-39号

　　　上層路盤 路盤材(瀝青安定処理

材各種) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安

定処理(50%) 仕上り厚

 90mm        13    m2 単-40号

　　　基層 各種(2.30以上2.40t/m

3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ

ﾝ(20)(50%) 舗装厚 60

mm 1.4m以上3.0m以下        13    m2 単-41号

　　　中間層 各種(2.30以上2.40t/m

3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ

ﾝ(20)(50%) 舗装厚 60

mm 1.4m未満(1層当り

平均仕上り厚50mm超70

mm以下)        13    m2 単-42号

                                  札幌市- 6 -

訂正前



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

新川処理区南39条西11丁目ほか下水道新設工事 当　  初 下水道事業

管路

　　　濁水運搬処理【昼間】 仮置場→施設

        1    式 内-4号

　　管路土工

　　         1    式

　　　再掘削

　　　         1    式 内-5号

　　舗装復旧工

　　         1    式

　　　不陸整正 無し

       39    m2 単-38号

　　　下層路盤 仮置場→現場

        9    m3 単-39号

　　　上層路盤 路盤材(瀝青安定処理

材各種) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安

定処理(50%) 仕上り厚

 180mm        13    m2 単-40号

　　　基層 各種(2.30以上2.40t/m

3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ

ﾝ(20)(50%) 舗装厚 60

mm 1.4m以上3.0m以下        13    m2 単-41号

　　　中間層 各種(2.30以上2.40t/m

3未満) 再生粗粒度ｱｽｺ

ﾝ(20)(50%) 舗装厚 60

mm 1.4m以上3.0m以下        13    m2 単-42号

　　　表層 各種(2.30以上2.40t/m

3未満) 再生細密粒度ｷ

ﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F55)(30%

) ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型 舗

装厚 50mm 1.4m以上3.

0m以下        13    m2 単-43号

                                  札幌市- 6 -

訂正後



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

新川処理区南39条西11丁目ほか下水道新設工事 当　  初 下水道事業

管路

　　　表層 各種(2.30以上2.40t/m

3未満) 再生細密粒度ｷ

ﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13F55)(30%

) ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型 舗

装厚 50mm 1.4m以上3.

0m以下        13    m2 単-43号

　　　表層 各種(2.10以上2.20t/m

3未満) 再生密粒度ｱｽｺ

ﾝ(13F)(50%) 舗装厚 3

0mm 1.4m以上        26    m2 単-44号

　　既設構造物撤去工

　　         1    式

　　　既設管撤去

　　　        20.1  m 単-45号

　　　構造物とりこわし

　　　         1    m3 単-46号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物と

りこわし現場→仮置場

        1    m3 単-47号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理【昼間】 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物と

りこわし仮置場→施設

        1    m3 単-48号

　立坑工

　         1    式

　　覆工土工

　　         1    式

　　　掘削

　　　        16    m3 単-49号

                                  札幌市- 7 -

訂正前



摘要規格

工事名

単位工事区分・工種・種別・細別

工事番号

数量

事業区分

工事区分

数量増減

設計内訳書（金抜き）

新川処理区南39条西11丁目ほか下水道新設工事 当　  初 下水道事業

管路

　　　表層 各種(2.20以上2.30t/m

3未満) 再生密粒度ｱｽｺ

ﾝ(13F)(50%) 舗装厚 3

0mm 1.4m以上        26    m2 単-44号

　　既設構造物撤去工

　　         1    式

　　　既設管撤去

　　　        20.1  m 単-45号

　　　構造物とりこわし

　　　         1    m3 単-46号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物と

りこわし現場→仮置場

        1    m3 単-47号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理【昼間】 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物と

りこわし仮置場→施設

        1    m3 単-48号

　立坑工

　         1    式

　　覆工土工

　　         1    式

　　　掘削

　　　        16    m3 単-49号

　　　埋戻 建設汚泥再生材

        8    m3 単-50号

　　　発生土処理

　　　        16    m3 単-51号

                                  札幌市- 7 -

訂正後



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

再掘削

2022.04
第  5号内訳書 2022.04

1.500-00800001000

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 

m3        21    単－ 105号

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ｸﾛｰﾗ型 排ｶﾞｽ型 山積0.28m3 発生土 

m3        21    単－ 116号

軽量鋼矢板建込工 掘削深3.5ｍ以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 

ｍ        13    単－ 113号

軽量鋼矢板引抜工 掘削深3.5ｍ以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 

標準以外 1.225 

ｍ        13    単－ 114号

土留支保工(軽量金属支保 2段 

工)

m        13    単－ 115号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 

ｍ２        13    

殻運搬 舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り 

1.5km以下 全ての費用 現場→仮置場

ｍ３         0.4  

表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 

各種（2.10以上2.20t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 

全ての費用 再生密粒度(13F)(50%) 合材夜間割増  ｍ２        13    

        合  計

                                  札幌市- 6 -

訂正前



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

再掘削

2022.04
第  5号内訳書 2022.04

1.500-00800001000

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 

m3        21    単－ 105号

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ｸﾛｰﾗ型 排ｶﾞｽ型 山積0.28m3 発生土 

m3        21    単－ 116号

軽量鋼矢板建込工 掘削深3.5ｍ以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 

ｍ        13    単－ 113号

軽量鋼矢板引抜工 掘削深3.5ｍ以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 

標準以外 1.225 

ｍ        13    単－ 114号

土留支保工(軽量金属支保 2段 

工)

m        13    単－ 115号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 

ｍ２        13    

殻運搬 舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り 

1.5km以下 全ての費用 現場→仮置場

ｍ３         0.4  

表層（歩道部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.20

以上2.30t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 

 再生密粒度(13F)(50%) 合材夜間割増含む  ｍ２        13    

        合  計

                                  札幌市- 6 -

訂正後



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－9号

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎  φ250mm 施工支承角120°

m

        2    

鉄筋CO(B及びC型)管用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎  φ250mm 施工支承角120° 砕石基礎無し 小型構造物 

ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種 一般養生 一般型枠 

均しコンクリート C-4-H(混合B) m         2    単－  85号

2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－8号

砕石基礎【市場単価方式】 機械施工　施工支承角360°

m

       10    

砕石基礎工 機械施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ再生砕石(40-0) 10m3以上(標準) 無 

無 路盤用 標準 

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3） 有り 4.5km以下 m3         3.36 単－  84号

               計

               単価

円／m

空積割増 あ空積割増1回当り：2.89m3×空積割増

回         1    単－  86号

               計

               単価

円／m

                                  札幌市- 6 -

訂正前



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－9号

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎  φ250mm 施工支承角120°

m

        2    

鉄筋CO(B及びC型)管用ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎  φ250mm 施工支承角120° 砕石基礎無し 小型構造物 

 人力打設 各種 一般養生 無し 一般型枠 

均しコンクリート C-4-H(下水) m         2    単－  85号

2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－8号

砕石基礎【市場単価方式】 機械施工　施工支承角360°

m

       10    

砕石基礎工 機械施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ再生砕石(40-0) 10m3以上(標準) 無 

無 路盤用 標準 

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3） 有り 4.5km以下 m3         3.36 単－  84号

               計

               単価

円／m

空積割増 空積割増1回当り：2.89m3×空積割増

回         1    単－  86号

               計

               単価

円／m

                                  札幌市- 6 -

訂正後



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－32号

砂基礎【市場単価方式】 機械施工

m

        1    

砂基礎工 機械施工 埋め戻し用砂 10m3未満 無 

m3         0.461 単－ 112号

2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－31号

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生砕石運搬費【昼間】 施設→仮置場 一括計上

m3

        1    

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3） 

土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 4.5km以下 

ｍ３         1    

               計

               単価

円／m3

               計

               単価

円／m

                                  札幌市- 20 -

訂正前



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－32号

砂基礎【市場単価方式】 機械施工

m

        1    

砂基礎工 機械施工 埋め戻し用砂 10m3未満 有 

m3         0.461 単－ 112号

2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－31号

ｺﾝｸﾘｰﾄ再生砕石運搬費【昼間】 施設→仮置場 一括計上

m3

        1    

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3（平積1.0m3） 

土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 4.5km以下 

ｍ３         1    

               計

               単価

円／m3

               計

               単価

円／m

                                  札幌市- 20 -

訂正後



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－41号

基層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)(50

%) 舗装厚 60mm 1.4m以上3.0m以下 m2

        1    

基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 60mm 

各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 

全ての費用  合材夜間割増  ｍ２         1    

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－40号

上層路盤 路盤材(瀝青安定処理材各種) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(50

%) 仕上り厚 90mm m2

        1    

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m以上3.0m以下 

90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 合材夜間割増含む

ｍ２         1    

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m以上3.0m以下 

90mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 合材夜間割増含む

ｍ２         1    

               計

               単価

円／m2

               計

               単価

円／m2

                                  札幌市- 26 -

訂正前



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－41号

基層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)(50

%) 舗装厚 60mm 1.4m以上3.0m以下 m2

        1    

基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 60mm 

各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 

全ての費用  合材夜間割増  ｍ２         1    

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－40号

上層路盤 路盤材(瀝青安定処理材各種) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(50

%) 仕上り厚 180mm m2

        1    

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m以上3.0m以下 

90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 合材夜間割増含む

ｍ２         1    

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m以上3.0m以下 

90mm ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 合材夜間割増含む

ｍ２         1    

               計

               単価

円／m2

               計

               単価

円／m2

                                  札幌市- 26 -

訂正後



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－43号

表層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ

ｱｽｺﾝ(13F55)(30%) ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型 

舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下

m2

        1    

表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 50mm 

各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 

全ての費用 合材夜間割増含む  ｍ２         1    

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－42号

中間層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)(50

%) 舗装厚 60mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm

超70mm以下)

m2

        1    

中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 60mm 

各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 

全ての費用 合材夜間割増含む  ｍ２         1    

               計

               単価

円／m2

               計

               単価

円／m2

                                  札幌市- 27 -

訂正前



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－43号

表層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生細密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ

ｱｽｺﾝ(13F55)(30%) ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型 

舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下

m2

        1    

表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 50mm 

各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 

全ての費用 合材夜間割増含む  ｍ２         1    

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－42号

中間層 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)(50

%) 舗装厚 60mm 1.4m以上3.0m以下 m2

        1    

中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 60mm 

各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 

全ての費用 合材夜間割増含む  ｍ２         1    

               計

               単価

円／m2

               計

               単価

円／m2

                                  札幌市- 27 -

訂正後



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－45号

既設管撤去                                                 

m

       20.1  

鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径250mm 

m        16.1  単－ 120号

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－44号

表層 各種(2.10以上2.20t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)(5

0%) 舗装厚 30mm 1.4m以上 m2

        1    

表層（歩道部） 1.4m以上 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満） 

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 合材夜間割増含む

ｍ２         1    

               計

               単価

円／m2

硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径250mm 

m         4    単－ 121号

               計

               単価

円／m

                                  札幌市- 28 -

訂正前



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－45号

既設管撤去                                                 

m

       20.1  

鉄筋コンクリート管撤去工 呼び径250mm 

m        16.1  単－ 120号

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－44号

表層 各種(2.20以上2.30t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)(5

0%) 舗装厚 30mm 1.4m以上 m2

        1    

表層（歩道部） 1.4m以上 30mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満） 

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用  合材夜間割増含む

ｍ２         1    

               計

               単価

円／m2

硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径250mm 

m         4    単－ 121号

               計

               単価

円／m

                                  札幌市- 28 -

訂正後



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－47号

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

現場→仮置場 m3

        1    

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 

1.6km以下 全ての費用 

ｍ３         1    

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－46号

構造物とりこわし

m3

        1    

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 

ｍ３         1    単－ 122号

               計

               単価

円／m3

               計

               単価

円／m3

                                  札幌市- 29 -

訂正前



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－47号

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

現場→仮置場 m3

        1    

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 

1.6km以下 全ての費用 

ｍ３         1    

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－46号

構造物とりこわし

m3

        1    

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 不要 

ｍ３         1    単－ 122号

               計

               単価

円／m3

               計

               単価

円／m3

                                  札幌市- 29 -

訂正後



数量

数量

労務調整-超過-規制

名称 単位

単位

摘要規格

単価適用年月

歩掛適用年月
１次単価表（金抜き） 2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－55号

発生土処理                                                 

m3

        1    

発生土運搬工(10t積級) 18.3km DID区間あり 排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)

良好 

m3         1    単－ 123号

               計

               単価

円／m3

                                  札幌市- 35 -

訂正前



数量

数量

労務調整-超過-規制

名称 単位

単位

摘要規格

単価適用年月

歩掛適用年月
１次単価表（金抜き） 2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－55号

発生土処理                                                 

m3

        1    

発生土運搬工(4t積級･2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 18.3km DID区間あり 

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好 

m3         1    単－  78号

               計

               単価

円／m3

                                  札幌市- 35 -

訂正後



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－68号

交通誘導警備員                                                 

人日

        1    

交通誘導警備員Ｂ                                

人日         1    単－ 268号

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－67号

仮設舗装【夜間】 路線8

m2

        1    

表層（歩道部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.10以上

2.20t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)(50%) 合材夜間割増含む  ｍ２         1    

               計

               単価

円／m2

               計

               単価

円／人日

                                  札幌市- 42 -

訂正前



単価適用年月

単価適用年月

歩掛適用年月

労務調整-超過-規制

数量

単位 数量

名称 単位 摘要

労務調整-超過-規制

歩掛適用年月

規格

名称 摘要数量単位規格

数量単位

１次単価表（金抜き）

2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－68号

交通誘導警備員                                                 

人日

        1    

交通誘導警備員Ｂ                                

人日         1    単－ 268号

2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－67号

仮設舗装【夜間】 路線8

m2

        1    

表層（歩道部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.20

以上2.30t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)(50%) 合材夜間割増含む  ｍ２         1    

               計

               単価

円／m2

               計

               単価

円／人日

                                  札幌市- 42 -

訂正後



数量

数量

労務調整-超過-規制

名称 単位

単位

摘要規格

単価適用年月

歩掛適用年月
１次単価表（金抜き） 2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－73号

試掘工【夜間】 路線8

個所

        1    

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 

ｍ         6    

舗装版破砕積込（小規模土工） 全ての費用 

ｍ２         2    

殻運搬 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 1.0km以下

全ての費用 

ｍ３         0.1  

床掘り 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 

ｍ３         1.1  

床掘り 土砂 現場制約あり 

ｍ３         1    

埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 

ｍ３         2.1  

表層（歩道部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.10以上

2.20t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)(50%) 合材夜間割増含む  ｍ２         2    

               計

               単価

円／個所

                                  札幌市- 45 -

訂正前



数量

数量

労務調整-超過-規制

名称 単位

単位

摘要規格

単価適用年月

歩掛適用年月
１次単価表（金抜き） 2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－73号

試掘工【夜間】 路線8

個所

        1    

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 

ｍ         6    

舗装版破砕積込（小規模土工） 全ての費用 

ｍ２         2    

殻運搬 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 1.0km以下

全ての費用 

ｍ３         0.1  

床掘り 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 

ｍ３         1.1  

床掘り 土砂 現場制約あり 

ｍ３         1    

埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 

ｍ３         2.1  

表層（歩道部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.20

以上2.30t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)(50%) 合材夜間割増含む  ｍ２         2    

               計

               単価

円／個所

                                  札幌市- 45 -

訂正後



数量

数量

労務調整-超過-規制

名称 単位

単位

摘要規格

単価適用年月

歩掛適用年月
１次単価表（金抜き） 2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－74号

試掘工【夜間】 路線22

個所

        1    

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 

ｍ         6    

舗装版破砕積込（小規模土工） 全ての費用 

ｍ２         2    

殻運搬 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 1.0km以下

全ての費用 

ｍ３         0.7  

床掘り 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 

ｍ３         3.1  

床掘り 土砂 現場制約あり 

ｍ３         1    

埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 

ｍ３         4.1  

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満

（仕上厚50mm以下） 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(50%) 合材夜間割増含む  ｍ２         2    

表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 各種（2.30以上

2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)(50%) 合材夜間割増含む  ｍ２         2    

軽量鋼矢板建込工 掘削深2.5ｍ以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 

ｍ         2    単－ 290号

軽量鋼矢板引抜工 掘削深2.5ｍ以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 

標準以外 1.225 

ｍ         2    単－ 291号

土留支保工(軽量金属支保工) 2段 

m         2    単－ 115号

                                  札幌市- 46 -

訂正前



数量

数量

労務調整-超過-規制

名称 単位

単位

摘要規格

単価適用年月

歩掛適用年月
１次単価表（金抜き） 2022.04

2022.04

1.500-00800001000

単－74号

試掘工【夜間】 路線22

個所

        1    

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用 

ｍ         6    

舗装版破砕積込（小規模土工） 全ての費用 

ｍ２         2    

殻運搬 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 1.0km以下

全ての費用 

ｍ３         0.7  

床掘り 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 

ｍ３         3.1  

床掘り 土砂 現場制約あり 

ｍ３         1    

埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 

ｍ３         4.1  

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材（瀝青安定処理材各種） 1.4m未満

（仕上厚50mm以下） 50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用

 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(50%) 合材夜間割増含む  ｍ２         2    

表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 各種（2.30以上

2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用 

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)(50%) 合材夜間割増含む  ｍ２         2    

軽量鋼矢板建込工 掘削深2.5ｍ以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 

ｍ         2    単－ 290号

軽量鋼矢板引抜工 掘削深2.5ｍ以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 

標準以外 1.225 

ｍ         2    単－ 291号

土留支保工(軽量金属支保工) 2段 

m         2    単－ 115号

                                  札幌市- 46 -

訂正後



数量

数量

労務調整-超過-規制

名称 単位

単位

摘要規格

単価適用年月

歩掛適用年月
１次単価表（金抜き） 2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－75号

試掘工 路線33

個所

        1    

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 

ｍ         6    

舗装版破砕積込（小規模土工） 全ての費用 

ｍ２         2    

殻運搬 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 1.0km以下

全ての費用 

ｍ３         0.2  

床掘り 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 

ｍ３         0.8  

床掘り 土砂 現場制約あり 

ｍ３         1    

埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 

ｍ３         1.8  

表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 

各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用 

 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)(100%)  ｍ２         2    

               計

               単価

円／個所

                                  札幌市- 48 -

訂正前



数量

数量

労務調整-超過-規制

名称 単位

単位

摘要規格

単価適用年月

歩掛適用年月
１次単価表（金抜き） 2022.04

2022.04

1.000-00000002000

単－75号

試掘工 路線33

個所

        1    

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 

ｍ         6    

舗装版破砕積込（小規模土工） 全ての費用 

ｍ２         2    

殻運搬 舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 有り 

15.0km以下 全ての費用 

ｍ３         0.2  

床掘り 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 

ｍ３         0.8  

床掘り 土砂 現場制約あり 

ｍ３         1    

埋戻し 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 

ｍ３         1.8  

表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上

2.40t/m3未満） 無し 全ての費用 再生細粒度

ｱｽｺﾝ(13)(100%) 合材運搬(昼間)5.5km以下含む  ｍ２         2    

               計

               単価

円／個所

                                  札幌市- 48 -

訂正後
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