
・ ほ場整備工事

・ 農用地・草地工事

・ 農道工事

・ 営農・飲雑用水施設工事

・ 橋梁下部工事

農業農村整備事業工事工種積算体系

新旧対照表

平成15年10月2日 設計第602号農政部長通知の一部改正

（積算基準日 令和元年12月1日以降適用）



（空白）



新  旧  対  照  表

改 正 現 行 摘  要

【省略】 【省略】

費目(Aﾚﾍﾞﾙ) 工種(B1ﾚﾍﾞﾙ) 種別(B2ﾚﾍﾞﾙ)
細別(B3ﾚﾍﾞﾙ)、
構成単価(C1ﾚﾍﾞﾙ)

目次 費目(Aﾚﾍﾞﾙ) 工種(B1ﾚﾍﾞﾙ) 種別(B2ﾚﾍﾞﾙ)
細別(B3ﾚﾍﾞﾙ)、
構成単価(C1ﾚﾍﾞﾙ)

目次

直接工事費 整地工 整地工 直接工事費 整地工 整地工

置土工 置土工

畦畔工 法面整形工 畦畔工 法面整形工

客土工 客土準備工 客土工 客土準備工

採土（土取場） 採土（土取場）

客土補助工 客土補助工

道路散水 道路散水

大運搬工 大運搬工

小運搬工 小運搬工

撹拌工 撹拌工

暗渠排水工 暗渠排水工 暗渠排水工 暗渠排水工

暗渠排水付属物工 暗渠排水付属物工

湧水処理工 湧水処理工

心土破砕工 心土破砕工 心土破砕工 心土破砕工

石礫除去工 石礫除去工 石レキ除去工 石レキ除去工  字句の改正

【省略】 【省略】

直接工事費 農用地整備工 簡易整地工 直接工事費 農用地整備工 簡易整地工

改良山成工 改良山成工

農用地造成工 伐開工 農用地造成工 伐開工

除排根工 除排根工

残根処理工 残根処理工

畑面処理工 畑面処理工

改良山成工 改良山成工

草地整備工 起伏修正工（Ⅰ） 草地整備工 起伏修正工（Ⅰ）

起伏修正工（Ⅱ） 起伏修正工（Ⅱ）

草地造成工 草地造成工（Ⅰ） 草地造成工 草地造成工（Ⅰ）

草地造成工（Ⅱ） 草地造成工（Ⅱ）

暗渠排水工 暗渠排水工 暗渠排水工 暗渠排水工

排根線除去工 排根線除去工 排根線除去工 排根線除去工

残根処理工 残根処理工

畑面処理工 畑面処理工

障害物除去工 障害物除去工 障害物除去工 障害物除去工

石礫除去工 石礫除去工 石レキ除去工 石レキ除去工  字句の改正

【省略】 【省略】

２．農用地・草地工事

農用地・草地工
事-1

ほ場整備工事-1

２．農用地・草地工事

農用地・草地工
事-1

ほ場整備工事-1

Ⅱ．工事工種体系化構成表 Ⅱ．工事工種体系化構成表

工事工種体系化 目次

１．ほ場整備工事

工事工種体系化 目次

１．ほ場整備工事

B3レベル以下は、
工事工種体系化
構成表を参照。

B3レベル以下は、
工事工種体系化
構成表を参照。

B3レベル以下は、
工事工種体系化
構成表を参照。

B3レベル以下は、
工事工種体系化
構成表を参照。
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新  旧  対  照  表

改 正 現 行 摘  要

直接工事費 土工 掘削工 直接工事費 土工 掘削工

路体盛土工 路体盛土工

路床盛土工 路床盛土工

路肩盛土（二次施工分） 路肩盛土（二次施工分）

軽量盛土工 軽量盛土工

盛土補強工 盛土補強工

法面整形工 法面整形工

不陸整正工 不陸整正工

作業残土処理工 作業残土処理工

軽量盛土工 軽量盛土工 ＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿  字句の追加
地盤改良工 路床安定処理工 地盤改良工 路床安定処理工

置換工 置換工

【省略】 【省略】

路盤工 舗装準備工 路盤工 舗装準備工

車道路盤工 車道路盤工

歩道路盤工 歩道路盤工

取付道路路盤工 取付道路路盤工

砂利道路面処理工 砂利道路面処理工

路上再生工 ＿＿＿＿＿  字句の追加
舗装工 車道アスファルト舗装工 舗装工 車道アスファルト舗装工

歩道アスファルト舗装工 歩道アスファルト舗装工

保護路肩舗装工 保護路肩舗装工

取付道路アスファルト舗装工 取付道路アスファルト舗装工

コンクリート舗装工 コンクリート舗装工

半たわみ性舗装工 半たわみ性舗装工

ブロック舗装工 ブロック舗装工

路面切削工 ＿＿＿＿＿  字句の追加
落石雪害防止工 作業土工 落石雪害防止工 作業土工

落石防止網工 落石防止網工

落石防護柵工 落石防護柵工

防雪柵工 防雪柵工

雪崩予防柵工 雪崩予防柵工

防護柵工 作業土工 防護柵工 作業土工

防護柵工 防護柵工

防止柵工 防止柵工

標識工 作業土工 標識工 作業土工

【省略】 【省略】

３．農道工事 ３．農道工事

農道工事-1 農道工事-1

農道工事-6 農道工事-6

農道工事-7 農道工事-7

B3レベル以下は、
工事工種体系化
構成表を参照。

B3レベル以下は、
工事工種体系化
構成表を参照。
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新  旧  対  照  表

改          正 現          行 摘  要

直接工事費 土工 掘削工 直接工事費 土工 掘削工

路体盛土工 路体盛土工

路床盛土工 路床盛土工

盛土補強工 盛土補強工

法面整形工 法面整形工

不陸整正工 不陸整正工

作業残土処理工 作業残土処理工

軽量盛土工 軽量盛土工 ＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿  字句の追加
法面工 植生工 法面工 植生工

橋台工 作業土工 橋台工 作業土工

置換工 置換工

既製杭工 既製杭工

場所打杭工 場所打杭工

橋台躯体工(構造物単位) 橋台躯体工(構造物単位)

橋台躯体工 橋台躯体工

橋脚工 作業土工 橋脚工 作業土工

置換工 置換工

既製杭工 既製杭工

場所打杭工 場所打杭工

橋脚躯体工(構造物単位) 橋脚躯体工(構造物単位)

橋脚躯体工 橋脚躯体工

護岸工 作業土工 護岸工 作業土工

法留基礎工 法留基礎工

矢板護岸工 矢板護岸工

コンクリートブロック工 コンクリートブロック工

護岸付属物工 護岸付属物工

かご工 かご工

構造物撤去工 (農道工事の構造物撤去工を参照) 構造物撤去工 (農道工事の構造物撤去工を参照)

仮設工 (全工種共通の仮設工を参照) 仮設工 (全工種共通の仮設工を参照)

産業廃棄物処理工 産業廃棄物処理工 産業廃棄物処理工産業廃棄物処理工

循環税相当額 循環税相当額

【省略】 【省略】

１０．橋梁下部工事

橋梁下部工事-1

橋梁下部工事-2

橋梁下部工事-3

１０．橋梁下部工事

橋梁下部工事-1

橋梁下部工事-2

橋梁下部工事-3

B3レベル以下は、
工事工種体系化
構成表を参照。

B3レベル以下は、
工事工種体系化
構成表を参照。

- 3 -



新  旧  対  照  表 ほ場整備工事

摘  要
工種種別(B1,B2ﾚﾍﾞﾙ) 工種種別(B1,B2ﾚﾍﾞﾙ)

細別(B3ﾚﾍﾞﾙ) 細別(B3ﾚﾍﾞﾙ)

整地工 整地工

【省略】 【省略】

石礫除去工 石レキ除去工  字句の改正

石礫除去工 石レキ除去工  〃

石礫除去 － m3
採礫費、積込・運搬費、整地費、畑面整地
費 石レキ除去 － m3

採レキ費、積込・運搬費、整地費、畑面整
地費  〃

【省略】 【省略】

構成単価(C1ﾚﾍﾞﾙ) その他

改     正 現     行

規格 規格記入例 単位 構成単価(C1ﾚﾍﾞﾙ) その他 規格 規格記入例 単位
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新  旧  対  照  表 農用地・草地工事

摘  要
工種種別(B1,B2ﾚﾍﾞﾙ) 工種種別(B1,B2ﾚﾍﾞﾙ)

細別(B3ﾚﾍﾞﾙ) 細別(B3ﾚﾍﾞﾙ)

農用地整備工 農用地整備工

【省略】 【省略】

石礫除去工 石レキ除去工  字句の改正

石礫除去工 石レキ除去工  〃

石礫除去 － m3
採礫費、積込・運搬費、整地費、畑面整地
費 石レキ除去 － m3

採レキ費、積込・運搬費、整地費、畑面整
地費  〃

【省略】 【省略】

構成単価(C1ﾚﾍﾞﾙ) その他

改     正 現     行

規格 規格記入例 単位 構成単価(C1ﾚﾍﾞﾙ) その他 規格 規格記入例 単位
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新  旧  対  照  表 農道工事

摘  要
工種種別(B1,B2ﾚﾍﾞﾙ) 工種種別(B1,B2ﾚﾍﾞﾙ)

細別(B3ﾚﾍﾞﾙ) 細別(B3ﾚﾍﾞﾙ)

土工 土工

掘削工 掘削工

【省略】 【省略】

軽量盛土工 ＿＿＿＿＿  字句の追加

軽量盛土工 ＿＿＿＿＿  〃

軽量盛土 発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ規格 難燃性 m3
発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置工（排水材、基礎砕石、敷
砂含む） ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  〃

コンクリート床版 厚さ 厚さ：10㎝ m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ（型枠、目地板を含む） ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  〃

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号、ｾﾒﾝﾄ
種別

RC-4、混合ｾﾒﾝﾄ（B
種） ｍ 基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋 ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  〃

支柱 支柱規格
支柱 H300×300㎜
長さ5.0m 本 支柱設置費 ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿  〃

壁面材 壁面材 壁面材 2.0m×0.5m m2 壁面材設置費 ＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿  〃

裏込砕石 材質 切込砂利φ80㎜級 m3 裏込材設置費 ＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿  〃

【省略】 【省略】

路盤工 路盤工

舗装準備工 舗装準備工

不陸整正 － m2 不陸整正費、補足材材料費 不陸整正 － m2 不陸整正費、補足材材料費

車道路盤工 車道路盤工

凍上抑制層 路盤材種類、厚さ
切込砂利φ80㎜級、40
㎝ m2 路盤費 凍上抑制層 路盤材種類、厚さ

切込砂利φ80㎜級、40
㎝ m2 路盤費

下層路盤 路盤材種類、厚さ
切込砂利φ40㎜級、20
㎝ m2 路盤費 下層路盤 路盤材種類、厚さ

切込砂利φ40㎜級、20
㎝ m2 路盤費

上層路盤 舗装種類、厚さ ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理、5㎝ m2 アスファルト舗装費 上層路盤 舗装種類、厚さ ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理、5㎝ m2 アスファルト舗装費

装甲路肩路盤 路盤材種類、厚さ
切込砂利φ40㎜級、20
㎝ m2 路盤費 装甲路肩路盤 路盤材種類、厚さ

切込砂利φ40㎜級、20
㎝ m2 路盤費

歩道路盤工 歩道路盤工

歩道路盤 m2 下層路盤費、凍上抑制層費 歩道路盤 m2 下層路盤費、凍上抑制層費

取付道路路盤工 取付道路路盤工

取付道路路盤 m2 下層路盤費、凍上抑制層費 取付道路路盤 m2 下層路盤費、凍上抑制層費

上層路盤 舗装種類、厚さ ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理、5㎝ m2 アスファルト舗装費 上層路盤 舗装種類、厚さ ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理、5㎝ m2 アスファルト舗装費

砂利道路面処理工 砂利道路面処理工

砂利道路面処理 m3

補足材材料費、不陸整正費、かき起し費、
ｾﾒﾝﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤［散布・混合費、養生
費］、安定処理工費、アスファルト舗装費

砂利道路面処理 m3

補足材材料費、不陸整正費、かき起し費、
ｾﾒﾝﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤［散布・混合費、養生
費］、安定処理工費、アスファルト舗装費

路上再生工 ＿＿＿＿＿  字句の追加

路上路盤再生工 混合深さ 20㎝ m2 路上路盤再生工 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿  〃

コスト縮減改良型路上
路盤再生工 混合深さ 20㎝ m2

路上路盤再生工（１次施工）、路上路盤再
生工（乳剤工法２次施工）、路上路盤再生
工（フォームド工法２次施工） ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  〃

構成単価(C1ﾚﾍﾞﾙ) その他

改     正 現     行

規格 規格記入例 単位 構成単価(C1ﾚﾍﾞﾙ) その他 規格 規格記入例 単位
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新  旧  対  照  表 農道工事

摘  要
工種種別(B1,B2ﾚﾍﾞﾙ) 工種種別(B1,B2ﾚﾍﾞﾙ)

細別(B3ﾚﾍﾞﾙ) 細別(B3ﾚﾍﾞﾙ)
構成単価(C1ﾚﾍﾞﾙ) その他

改     正 現     行

規格 規格記入例 単位 構成単価(C1ﾚﾍﾞﾙ) その他 規格 規格記入例 単位

舗装工 舗装工

車道アスファルト舗装工 車道アスファルト舗装工

基層 舗装種類、厚さ 粗粒度ｱｽｺﾝ、4㎝ m2 アスファルト舗装費 基層 舗装種類、厚さ 粗粒度ｱｽｺﾝ、4㎝ m2 アスファルト舗装費

表層 舗装種類、厚さ 密粒度ｱｽｺﾝ、3㎝ m2 アスファルト舗装費 表層 舗装種類、厚さ 密粒度ｱｽｺﾝ、3㎝ m2 アスファルト舗装費

表層（装甲路肩部） 舗装種類、厚さ 密粒度ｱｽｺﾝ、3㎝ m2 アスファルト舗装費 表層（装甲路肩部） 舗装種類、厚さ 密粒度ｱｽｺﾝ、3㎝ m2 アスファルト舗装費

歩道アスファルト舗装工 歩道アスファルト舗装工

表層 舗装種類、厚さ 細粒度ｱｽｺﾝ、3㎝ m2 アスファルト舗装費 表層 舗装種類、厚さ 細粒度ｱｽｺﾝ、3㎝ m2 アスファルト舗装費

保護路肩舗装工 保護路肩舗装工

保護路肩表層処理
粗粒材種類、敷厚、舗
装種類、厚さ

切込砂利φ40㎜級、10
㎝、細粒度ｱｽｺﾝ、3㎝ m2 保護路肩表層処理費 保護路肩表層処理

粗粒材種類、敷厚、舗
装種類、厚さ

切込砂利φ40㎜級、10
㎝、細粒度ｱｽｺﾝ、3㎝ m2 保護路肩表層処理費

取付道路アスファルト舗装工 取付道路アスファルト舗装工

表層 舗装種類、厚さ 細粒度ｱｽｺﾝ、3㎝ m2 アスファルト舗装費 表層 舗装種類、厚さ 細粒度ｱｽｺﾝ、3㎝ m2 アスファルト舗装費

コンクリート舗装工 コンクリート舗装工

コンクリート舗装
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号、舗装
厚 C-7、20㎝ m2 ｺﾝｸﾘｰﾄ版舗設費

連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ舗装等の特
殊舗装には適用しない コンクリート舗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号、舗装
厚 C-7、20㎝ m2 ｺﾝｸﾘｰﾄ版舗設費

連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ舗装等の特
殊舗装には適用しない

転圧コンクリート舗装
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号、舗装
厚 C-7、20㎝ m （型枠設置・撤去費）舗装費 転圧コンクリート舗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号、舗装
厚 C-7、20㎝ m （型枠設置・撤去費）舗装費

目地材 膨張又は収縮集 膨張目地 m 目地板設置費 目地材 膨張又は収縮集 膨張目地 m 目地板設置費

半たわみ性舗装工 半たわみ性舗装工

基層 舗装種類、厚さ 粗粒度ｱｽｺﾝ、4㎝ m2 アスファルト舗装費 基層 舗装種類、厚さ 粗粒度ｱｽｺﾝ、4㎝ m2 アスファルト舗装費

表層 舗装種類、厚さ
半たわみ性舗装用ｱｽｺﾝ
(車道用)、3㎝ m2 アスファルト舗装費 表層 舗装種類、厚さ

半たわみ性舗装用ｱｽｺﾝ
(車道用)、3㎝ m2 アスファルト舗装費

表層（装甲路肩部） 舗装種類、厚さ
半たわみ性舗装用ｱｽｺﾝ
(装甲路肩用)、3㎝ m2 アスファルト舗装費 表層（装甲路肩部） 舗装種類、厚さ

半たわみ性舗装用ｱｽｺﾝ
(装甲路肩用)、3㎝ m2 アスファルト舗装費

浸透性セメントミルク 厚さ 5㎝ m2 ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透費

作業には、ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸの現場練り、混合、散
布、敷き広げ、ﾏｽｷﾝｸﾞの設置・撤去・養生ま
での一連作業を含む 浸透性セメントミルク 厚さ 5㎝ m2 ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透費

作業には、ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸの現場練り、混合、散
布、敷き広げ、ﾏｽｷﾝｸﾞの設置・撤去・養生ま
での一連作業を含む

ブロック舗装 ブロック舗装

ブロック舗装
ﾌﾞﾛｯｸ種類・厚さ、敷
材種類・厚さ

色)・厚さ6cm、路盤用
砂・厚さ3cm m2 ﾌﾞﾛｯｸ舗装費、敷材設置費、ｼｰト設置費

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸの場合のみ配置区分を明示
する。 ブロック舗装

ﾌﾞﾛｯｸ種類・厚さ、敷
材種類・厚さ

色)・厚さ6cm、路盤用
砂・厚さ3cm m2 ﾌﾞﾛｯｸ舗装費、敷材設置費、ｼｰト設置費

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸの場合のみ配置区分を明示
する。

平石張り 平石種類、厚さ 乱形、厚さ6cm m2 平石張り費 平石張り 平石種類、厚さ 乱形、厚さ6cm m2 平石張り費

路面切削工 ＿＿＿＿＿  字句の追加

路面切削
平均切削深さ、段差す
りつけ撤去作業の有無

t=5㎝、段差すりつけ
撤去有 m2 路面切削費 ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿  〃

殻運搬（路面切削） 殻種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 殻運搬費 ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿  〃

殻処分 殻種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 m3 処分費 ＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿  〃

【省略】 【省略】
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新  旧  対  照  表 営農・飲雑用水工事

摘  要
工種種別(B1,B2ﾚﾍﾞﾙ) 工種種別(B1,B2ﾚﾍﾞﾙ)

細別(B3ﾚﾍﾞﾙ) 細別(B3ﾚﾍﾞﾙ)

土工 土工

(営農用水管路掘削) － （ｍ） 掘削費
残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土
処理」で計上する (営農用水管路掘削) － （ｍ） 掘削費

残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土
処理」で計上する

(営農用水管路埋戻) － （ｍ） 埋戻し費 (営農用水管路埋戻) － （ｍ） 埋戻し費

(掘削) － (m3) 土砂掘削積込費、運搬費、整地費
残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土
処理」で計上する (掘削) － (m3) 土砂掘削積込費、運搬費、整地費

残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土
処理」で計上する

(床掘り) － (m3) 床掘費、土砂掘削積込費、運搬費、整地費
残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土
処理」で計上する (床掘り) － (m3) 床掘費、土砂掘削積込費、運搬費、整地費

残土の処理は、工事全体で一括し「作業残土
処理」で計上する

(埋戻し) － (m3)
購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋
戻し費 (埋戻し) － (m3)

購入土費、積込費、運搬費、締固め費、埋
戻し費

(床仕上げ) － (m2) 基面整正費 (床仕上げ) － (m2) 基面整正費

作業残土処理工 作業残土処理工

作業残土処理 － m3 土砂掘削積込費、運搬費、整地費 作業残土処理 － m3 土砂掘削積込費、運搬費、整地費

管水路工 管水路工

硬質ポリ塩化ビニル管布設工 硬質ポリ塩化ビニル管布設工

硬質ポリ塩化ビニル管 管種、管径 VP管、100㎜ ｍ
（基面整正費）基礎材設置費、管設置費、
継手資材費、管切断費 硬質ポリ塩化ビニル管 管種、管径 VP管、100㎜ ｍ

（基面整正費）基礎材設置費、管設置費、
継手資材費＿＿＿＿＿  字句の追加

継手 管径 φ100㎜ 口 TS継手接合費、RR継手接合費 ＿＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  〃

ダクタイル鋳鉄管布設工 ダクタイル鋳鉄管布設工

ダクタイル鋳鉄管 管種、管径 GX形S種管、150㎜ ｍ
（基面整正費）基礎材設置費、管設置費、
継手資材費、管切断費 ダクタイル鋳鉄管 管種、管径 K型3種管、100㎜ 本

（基面整正費）基礎材設置費、管設置費＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿  字句の改正、追加

継手 管径 φ150㎜ 口
K形継手接合費、T形継手接合費、GX形継手
接合費、NS形（E種）継手接合費、 ＿＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  字句の追加

鋳鉄管フランジ継手 管径 φ150㎜ 口 鋼管・鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合費 ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  〃

鋼管布設工 鋼管布設工

鋼管 管径 φ300㎜ ｍ
（基面整正費）基礎材設置費、小口径鋼管
設置費、鋼管設置費 鋼管 管径 φ300㎜ ｍ

（基面整正費）基礎材設置費、小口径鋼管
設置費、鋼管設置費

鋼管フランジ継手 管径 φ300㎜ 箇所 鋼管・鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合費 鋼管フランジ継手 管径 φ300㎜ 箇所 鋼管・鋳鉄管ﾌﾗﾝｼﾞ継手接合費

鋼管（溶接継手） 管径、板厚 φ300㎜、6.4㎜ 本 鋼管設置費、鋼管溶接費、鋼管継手塗装費 鋼管（溶接継手） 管径、板厚 φ300㎜、6.4㎜ 本 鋼管設置費、鋼管溶接費、鋼管継手塗装費

ポリエチレン管布設工 ポリエチレン管布設工

ポリエチレン管 管径 φ50㎜ ｍ
（基面整正費）基礎材設置費、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
設置費、管切断費 ポリエチレン管 管径 φ50㎜ ｍ

（基面整正費）基礎材設置費、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
設置費、継手接合費  字句の改正

継手 管径 φ50㎜ 口
継手接合費、融着継手接合費、ﾒｶﾆｶﾙ継手
接合費 ＿＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  字句の追加

【省略】 【省略】

改     正 現     行

規格 規格記入例 単位 構成単価(C1ﾚﾍﾞﾙ) その他 規格 規格記入例 単位

作業土工 作業土工

構成単価(C1ﾚﾍﾞﾙ) その他
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新  旧  対  照  表 橋梁下部工事

摘  要
工種種別(B1,B2ﾚﾍﾞﾙ) 工種種別(B1,B2ﾚﾍﾞﾙ)

細別(B3ﾚﾍﾞﾙ) 細別(B3ﾚﾍﾞﾙ)

土工 土工

掘削工 掘削工

【省略】 【省略】

軽量盛土工 ＿＿＿＿＿  字句の追加

軽量盛土工 ＿＿＿＿＿  〃

軽量盛土 発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ規格 難燃性 m3
発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置工（排水材、基礎砕石、敷
砂含む） ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  〃

コンクリート床版 厚さ 厚さ：10㎝ m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ（型枠、目地板を含む） ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  〃

基礎コンクリート
ｺﾝｸﾘｰﾄ配合記号、ｾﾒﾝﾄ
種別

RC-4、混合ｾﾒﾝﾄ（B
種） ｍ 基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋 ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  〃

支柱 支柱規格
支柱 H300×300㎜
長さ5.0m 本 支柱設置費 ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿  〃

壁面材 壁面材 壁面材 2.0m×0.5m m2 壁面材設置費 ＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿  〃

裏込砕石 材質 切込砂利φ80㎜級 m3 裏込材設置費 ＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿＿＿＿＿＿  〃

【省略】 【省略】

構成単価(C1ﾚﾍﾞﾙ) その他

改     正 現     行

規格 規格記入例 単位 構成単価(C1ﾚﾍﾞﾙ) その他 規格 規格記入例 単位
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