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【【【【     国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省    ((((一般土木一般土木一般土木一般土木) ) ) ) 】】】】    

 

一般事項 

 共通仮設費 運搬費 

 共通仮設費 技術管理費 

 現場発生品及び支給品運搬 

土工 

 土工 

 土工(ICT) 

 作業土工(床掘工) 

 作業土工(床掘工)(ICT) 

 作業土工(埋戻工) 

 土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)  

 人力運搬工 

 安定処理工 

 安定処理工(自走式土質改良工) 

共通工 

 法面整形工 

 法面整形工(ICT) 

 法面吹付工 

 法面芝付工 

 法面施肥工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ法枠工 

 現場吹付法枠工 

 吹付法面とりこわし工 

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板設置工 

 基礎･裏込砕石工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 

 石積(張)工 

 平石張工 

 場所打擁壁工 

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 

 補強土壁工(帯鋼補強土壁､ｱﾝｶｰ補強土壁､ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁)  

 補強土壁工(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ工) 

 構造物補修工 

 排水構造物工 

 軟弱地盤処理工 

 薬液注入工 

 ｱﾝｶｰ工(ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式) 

 ｱﾝｶｰ工(鉄筋挿入工) 

 構造物とりこわし工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工 

 ｶﾞｽ切断工 

 吸出防止し材設置工 

 目地･止水板設置工 

 旧橋撤去工 

 かご工 

 発泡ｽﾁﾛｰﾙを用いた超軽量盛土工  

 現場取卸費 

 骨材再生工(自走式) 

 函渠工 

 函渠工(大型ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工)  

 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 

基礎工 

 鋼管･既製 Co 杭打工(ﾊﾟｲﾙﾊﾝﾏ工)  

 鋼管･既製 Co 杭打工(中掘工) 

 鋼管杭打工(回転杭工) 

 鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭工 

 杭頭処理工(既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄｵﾌ工) 

 場所打杭工(全回転式ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工) 

 場所打杭工(ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝ工)  

 場所打杭工(ｱｰｽｵｰｶﾞ工) 

 場所打杭工(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)  

 場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) 

 深礎工 

 ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ工 

 基礎工(鋼管矢板基礎工) 

 ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾊﾝﾏ杭打工 

 木杭打工 

 泥水運搬工 

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ工 

 型枠工 

 鉄筋工 

 張りｺﾝｸﾘｰﾄ工 

仮設工 

 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H 形鋼) 

 油圧圧入引抜工 

 ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入工 

 ｸﾚｰﾝ引抜工(鋼矢板･H 形鋼) 

 仮設材設置撤去工 

 足場支保工 

 締切排水工 

 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ工 

 土のう工 

 仮橋･仮桟橋工 

 汚濁防止ﾌｪﾝｽ工 

 仮囲い設置撤去工 

 仮設防護柵工(切土及び発破防護柵工) 

 濁水処理工(一般土木工事) 

 敷鉄板設置･撤去工 

 防塵処理工 

 仮設電力設備工 

 法面工(仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付工) 

 交通誘導警備員 

河川海岸 

 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ工 

 捨石工 

 消波工 

 浚渫工 

 軟弱地盤上における柔構造樋門･樋管工  

河川維持 

 堤防除草工 

 堤防天端補修工 

 堤防芝養生工 

 伐木除根工 

 塵芥処理工 

 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｸﾞﾗｳﾄ工 

 沈床工 

 機械土工(河床等掘削) 

 機械土工(河床等掘削)(ICT) 

 多自然型護岸工 

 巨石積(張)工 

 巨石据付工 

 護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ工 

 かごﾏｯﾄ工 

 野芝種子吹付工 

 袋詰玉石工 

 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工 

 ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工 

 連節ﾌﾞﾛｯｸ水中吊落し工 

 光ｹｰﾌﾞﾙ配管工 

砂防工 

 砂防土工 

 砂防土工(ICT) 

 砂防ｺﾝｸﾘｰﾄ工 

 仮設備工 

 養生工(練炭) 

 石材等採取工(割石､雑割石､野面石採取)  

 銘板工 

 仮締切工 

 鋼製砂防工 

 砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ工 

地すべり防止工 

 集水井工 

 集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工 

 山腹水路工 

 地すべり防止工(かご工) 

 集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔洗浄工 

道路舗装 

 路盤工 

 路盤工(ICT) 

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 

 半たわみ性(ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ)舗装工 

 排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 

 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 

 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 

 薄層ｶﾗｰ舗装工 

 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 

 踏掛版(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 

道路付属施設 

 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 

 横断･転落防止柵設置工 

 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ設置工 

 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 

 落石防護柵(ｽﾄｰﾝｶﾞｰﾄﾞ)設置工 

 落石防止網(ﾛｯｸﾈｯﾄ)設置工 

 落石防止網(繊維網)設置工 

 立入り防止柵工 

 車止めﾎﾟｽﾄ設置工 

 防雪柵設置及び撤去工 

 雪崩発生予防柵設置工 

 ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ設置工 

 遮光ﾌｪﾝｽ設置工 

 落下物等防止柵設置工 

 区画線工 

 高視認性区画線工 

 道路標識設置工 

 路側工 

 特殊ﾌﾞﾛｯｸ設置工 

 道路付属物設置工 

 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置･撤去工 

 組立歩道工 

 道路植栽工 

 しゃ音壁設置工 

 橋梁付属施設設置工 

 ﾄﾝﾈﾙ内装板設置工 

 ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ設置工 

道路維持修繕 

 路面切削工 

 舗装版破砕工 

 舗装版切断工 

 道路打換え工 

 路上路盤再生工 

 ｱｽﾌｧﾙﾄ注入工 

 舗装版ｸﾗｯｸ補修工 

 道路付属構造物塗替工 

 張紙防止塗装工 

 床版補強工 

 橋梁補強工 

 橋梁補修工 

 落橋防止装置工 

 道路除草工 

 路面清掃工 

 防護柵等清掃工 

 排水構造物清掃工 

 ﾄﾝﾈﾙ清掃工 

 ﾄﾝﾈﾙ照明器具清掃工 

 ﾄﾝﾈﾙ漏水対策工 

 ﾄﾝﾈﾙ補修工 

 沓座拡幅工 

 欠損部補修工 

 路肩整正(人力による土はね) 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ接着工 

 防護柵復旧工 

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版削孔工 

 道路附属物のｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工 

 横断歩道橋補修工 

共同溝 

 共同溝工 

 電線共同溝(C･C･BOX)工 

 情報ﾎﾞｯｸｽ工 

ﾄﾝﾈﾙ工 

 ﾄﾝﾈﾙ濁水処理工 

橋梁工 

 橋台･橋脚工 

 鋼橋架設工 

 ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作及び架設工 

 鋼橋床版工 

 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床版架設工及び足場工  

 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工 

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工 

 PC 橋架設工 

 PC 橋片持架設工 

 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋工 

 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ場所打箱桁橋工 

 RC 場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋工 

 架設支保工 

 伸縮装置工(鋼製) 

 橋梁排水管設置工 

 歩道橋(側道橋)架設工 

 鋼製橋脚設置工 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【【【【     国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省    ((((公園緑地公園緑地公園緑地公園緑地) ) ) ) 】】】】    

 

敷地造成工 

 掘削工(土砂) 

 掘削工(岩石) 

 盛土工 

 作業土工(床掘工) 

 作業土工(埋戻工) 

 整地工(公園工事用小型機械) 

 機械運搬工 

 人力運搬工 

 人力土工(ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ併用) 

 法面整形工 

 安定処理工 

法面工 

 植生工(吹付工) 

 植生工(芝付工) 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ法枠工 

 現場吹付法枠工 

 かご工 

基礎工 

 基礎･裏込砕石工､基礎･裏込栗石工  

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ工 

 型枠工 

 鉄筋工 

 目地板･止水板･吸出防止し材設置工  

擁壁工 

 場所打擁壁工 

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(空洞ﾌﾞﾛｯｸ) 

 石積工 

 擁壁工その他 

公園ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 

 場所打函渠工 

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 

施設撤去工 

 構造物取壊し工 

 舗装撤去工 

 殻運搬 

 伐開除根工 

植栽工 

 高木植栽工 

 中低木植栽工 

 地被類植栽工 

 植栽工その他 

移植工 

 高木移植工 

 中低木移植工 

 樹木養生工 

給水設備工 

 水栓類取付工 

 配管工 

雨水排水設備工 

 側溝･街渠工 

 管渠工 

 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 

 地下排水工 

電気通信設備工 

 配管･配線工 

 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工 

 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工 

 分電盤設置工 

 引込柱設置工 

 接地設置工 

 公園照明設備設置工 

園路広場整備工 

 舗装準備工 

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 

 排水性舗装工 

 透水性舗装工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ系舗装工 

 土系舗装工 

 ﾚﾝｶﾞ･ﾀｲﾙ系舗装工 

 石材系舗装工 

 園路縁石工 

修景施設整備工 

 石組工 

 築山工 

 袖垣･垣根工 

 修景施設その他 

遊戯施設整備工 

 遊具組立設置工 

ｻｰﾋﾞｽ施設整備工 

 ｻｰﾋﾞｽ施設工 

管理施設整備工 

 柵工(ﾌｪﾝｽ) 

 門扉工 

 車止め工 

施設仕上げ工 

 塗装仕上げ工 

 加工仕上げ工 

 左官仕上げ工 

 ﾀｲﾙ仕上げ工 

 石仕上げ工 

公園･緑地の維持管理 

 樹木管理工 

 芝生管理工 

 林地管理工 

 草花管理工 

 草地管理工(公園除草工) 

 菖蒲田管理工 

 バラ園管理工 

 園地清掃 

 便所清掃 

 樹木剪定枝葉のﾘｻｲｸﾙ 

 支障木の伐採抜根 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【【【【     国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省    ((((電気通信電気通信電気通信電気通信) ) ) ) 】】】】    

 

共通設備 

 配管･配線工 

 配線器具設置工 

 通信配線工 

 光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工 

 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工 

 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工 

 分電盤設置工 

 引込柱設置工 

 通信線柱設置工 

 避雷設備工 

 接地設置工 

 耐震施工(あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ引張試験) 

電気設備 

 特別高圧受変電設備設置工 

 高圧受変電設備設置工 

 低圧受変電設備設置工 

 受変電用監視制御設備設置工 

 発電設備設置工 

 無停電電源設備設置工 

 直流電源設備設置工 

 電灯設備設置工 

 道路照明設備設置工 

 照明灯基礎設置工 

 照明灯ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置工 

 視線誘導灯設置工 

 ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工 

 公園照明設備設置工 

 共同溝引込設備設置工 

 共同溝照明設備設置工 

 共同溝排水設備設置工 

 共同溝換気設備設置工 

 共同溝監視制御設備設置工 

 共同溝標識設備設置工 

 道路ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ設備設置工 

 道路照明維持工 

通信設備 

 多重無線装置設置工 

 空中線装置設置工 

 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ端局装置設置工 

 画像伝送路切替装置設置工 

 監視制御装置設置工 

 ﾃﾚﾒｰﾀ監視局装置設置工 

 ﾃﾚﾒｰﾀ中継局装置設置工 

 ﾃﾚﾒｰﾀ観測局装置設置工 

 放流警報制御監視局装置設置工 

 放流警報警報局装置設置工 

 移動体通信装置設置工 

 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ陸上移動通信装置設置工 

 固定型衛星通信用地球局設備設置工 

 移動型衛星通信用地球局設備設置工 

 自動電話交換装置設置工 

 ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ端局装置(SDH)設置工 

 道路情報表示制御装置設置工 

 道路情報表示装置設置工 

 付属設備操作制御装置設置工 

 非常警報装置設置工 

 ﾗｼﾞｵ再放送装置設置工 

 ﾄﾝﾈﾙ無線補助設備設置工 

 交通遮断装置設置工 

 交通流車両観測装置設置工 

 路面凍結検知装置設置工 

 通信用鉄塔設置工 

 反射板設置工 

電子応用設備 

 各種情報設備設置工 

 IP ﾈｯﾄﾜｰｸ設備設置工 

 ﾀﾞﾑ･堰放流設備制御装置設置工  

 ﾚｰﾀﾞ処理局装置設置工 

 ﾚｰﾀﾞ基地局装置設置工 

 ﾚｰﾀﾞ雨(雪)量計端末装置設置工 

 河川情報中枢局装置設置工 

 道路情報中枢局装置設置工 

 CCTV 監視制御装置設置工 

 CCTV 装置設置工 

 水質自動監視装置設置工 

 水質自動観測装置設置工 

 電話応答(通報)装置設置工 

 ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【【【【     国 土 交 通 省国 土 交 通 省国 土 交 通 省国 土 交 通 省     ((((下 水 道下 水 道下 水 道下 水 道 ) ) ) ) 】】】】    

 

━開削工法━ 

管路土工 

 管路掘削 

 管路埋戻 

 発生土処理 

管路土留工 

 たて込み簡易土留 

 軽量鋼矢板土留 

  軽量鋼矢板建込引抜工 

  軽量鋼矢板ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工 

  軽量鋼矢板油圧圧入引抜工 

  土留支保工(軽量金属支保工) 

  土留支保工(鋼製支保工) 

 ｱﾙﾐ矢板土留 

 親杭横矢板土留 

 鋼矢板土留 

管路路面覆工 

 覆工 

管基礎工 

 砂基礎 

 砕石基礎 

 はしご胴木基礎 

管布設工 

 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 

 陶管 

 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 

 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管 

 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 

ﾏﾝﾎｰﾙ工 

 現場打ちﾏﾝﾎｰﾙ工 

 組立ﾏﾝﾎｰﾙ工 

 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 

取付管およびます工 

 ます設置工 

 取付管布設工 

管撤去工 



 既設管撤去 

補助地盤改良工 

 薬液注入 

開削水替工 

 開削水替 

━立杭━ 

管路土工 

 管路掘削 

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留工及び土工 

 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留 

 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ埋戻 

 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ支保 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 農林 水 産省【 農林 水 産省【 農林 水 産省【 農林 水 産省     ((((土地 改良土地 改良土地 改良土地 改良 ) ) ) ) 】】】】    

 

土工 

 土工 

 作業土工(床掘工) 

 法面整形工 

 振動ﾛｰﾗ締固め 

 盛土･埋戻 

 不整地運搬 

 人力荒仕上げ 

 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ仕様) 

 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(標準以外) 

 管水路基礎岩盤整形工(法面) 

 管水路基礎岩盤整形工(基面) 

共通工 

 かご工 

 補強土壁工(帯鋼補強土壁､ｱﾝｶｰ補強土壁)  

 ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ工 

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 

 大型ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 

 石積(張)工 

 吸出し防止材設置工 

 舗装版切断工 

 舗装版破砕工 

 殻運搬 

 吹付法面とりこわし工 

 ｱﾝｶｰ工(ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式) 

 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工 

 防護柵等の支柱削孔 

 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 

 裏込工(ﾌﾞﾛｯｸ張) 

 人力小運搬 

 機械(不整地運搬車)小運搬 

 境界杭設置工 

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工 

 芝付工 

 安定処理工(自走式土質改良工) 

 石積工(発生材) 

 裏込工(石積) 

 平石張工 

 現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ法枠工 

 空洞ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 

 石積類とりこわし 

 骨材再生工(自走式) 

 柵工 

 ｶﾞｽ切断･開先加工 

 溶接(電気) 

 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工 

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 

 基礎･裏込砕石工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ工 

 型枠工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ継目工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ工(養生工) 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ継目工(ﾍﾟｲﾝﾄ塗装) 

 ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ取付 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設足場工 

 ﾓﾙﾀﾙ工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり(人力) 

基礎工 

 粉体噴射撹拌工(DJM工法) 

 鋼管･既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭工(ﾊﾟｲﾙﾊﾝﾏ工)  

 既製杭の杭頭処理工 

 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭ｶｯﾄｵﾌ工 

 鋼管･既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭工(中掘工) 

 場所打杭工(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)  

 場所打杭工(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工) 

 場所打杭工(ｱｰｽｵｰｶﾞ工･硬質地盤ｱｰｽｵｰｶﾞ)  

 場所打杭工(ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝ工)  

 軟弱地盤処理工(ｽﾗﾘｰ攪拌工) 

 軟弱地盤処理工(高圧噴射攪拌工)  

 薬液注入工 

 木杭打込み(人力) 

 木杭打込み(機械) 

 中層混合処理工 

ﾌﾘｭｰﾑ類据付工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 

 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付工 

 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ機械据付 

 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠人力据付 

 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠機械据付 

 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付 

 ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ据付(人力) 

 水路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ L 形ﾌﾞﾛｯｸ機械据付 

 ﾘﾌﾄ台車によるｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品水路据付  

河川･水路工 

 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ工 

 捨石工 

 多自然型護岸工(木杭打工) 

 ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付 

 ｻｲﾄﾞ･ｱﾝﾀﾞｰﾄﾞﾚｰﾝ工 

 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ設置工 

 消波工 

 多段積かごﾏｯﾄ工 

 浚渫工(ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船) 

 浚渫工(ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船) 

 合成ｺﾞﾑｼｰﾄ布設工 

管水路工 

 遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(B 形)機械布設 

 管水路基礎 

 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 

 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 

 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管布設 

 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 

 鋼管機械布設 

 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設 

 鋳鉄管切断 

 FRPM管切断 

 制水弁据付工(人力) 

 空気弁据付工(人力) 

 小ﾊﾞﾙﾌﾞ類取付工(人力) 

 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 

 炭素鋼鋼管人力布設 

 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留)  

 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設(たて込み簡易土留)  

 鋼管機械布設(小口径) 

 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 

 管水路浅埋設工(ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ) 

道路工 

 安定処理工 

 路盤工 

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 

 ﾏﾝﾎｰﾙ据付 

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ L形側溝 

 暗渠排水管布設 

 路側工(据付け) 

 路側工(取外し) 

 防雪柵設置工 

 橋梁排水管設置工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 

 砂利舗装工 

 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 

 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ設置工 

 簡易ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設置･撤去工 

ほ場整備工 

 ほ場整備整地工 

 基盤整地及び簡易整備 

 暗渠排水工 

 畦畔整形工 

 雑物除去(水田ほ場整備工) 

 畦畔ﾌﾞﾛｯｸ(人力) 

 弾丸暗渠工 

 自動埋設暗渠工 

農地造成工 

 人力刈払 

 ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ抜根 

 ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ排根 

 ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ岩掘削 

 ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ(耕起･深耕) 

 有機質資材散布(ﾏﾆｱｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ) 

 ﾛｰﾀﾘ(直装式)耕起砕土 

 石礫除去工(人力) 

 石礫除去工(機械) 

 雑物除去(農用地造成工用) 

 畑面植生 

 人力刈払後の集積 

 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ畑面整地工 

地すべり防止工 

 集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式)  

 集水井工(ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ土留工法) 

 集水井工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ土留工法) 

 集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工(ﾛｰﾀﾘｰ式) 

 集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ孔洗浄工 

 かご工 

 山腹水路工 

 集水井内ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ用架設足場 

ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工 

 ひび割れ補修工 

 開水路目地補修工(充填工) 

 既設水路断面修復･表面被覆工 

 開水路目地補修工(成型ｺﾞﾑ挿入工) 

復旧工 

 畦畔復旧工 

 耕地表土掘削･埋戻(機械) 

 耕地復旧(耕起) 

仮設工 

 土のう設置撤去 

 大型土のう工 

 水替工(小口径) 

 締切排水工 

 釜場設置撤去工 

 ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ 

 仮設材設置撤去工 

 たて込み簡易土留 

 鋼製足場 

 支保工 

 土工用ﾏｯﾄ敷設 

 敷鉄板設置撤去 

 仮橋･仮桟橋工 

 道路補修 

 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板･H 形鋼) 

 鋼矢板打込み(ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入工)  

 油圧圧入引抜工 

 交通誘導警備員 

 瀝青材散布 

 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工(継施工) 

 運搬(伐開､除根､除草) 

 地盤改良工(仮設道路基礎) 

 現場内除雪工 

共通仮設 

 重建設機械分解組立運搬 

 ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ継目試験 

 現場溶接部X線検査(鋼管類) 

 輸送費(特殊機械) 

 輸送費(仮設材) 

市場単価 

 鉄筋工 

 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工) 

 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 

 防護柵設置工(横断･転落防止柵)  

 防護柵設置工(落石防護柵) 

 防護柵設置工(落石防止網) 

 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 

 道路標識設置工 

 道路付属物設置工 

 法面工 

 吹付枠工 

 軟弱地盤処理工 

土木工事標準単価 

 区画線工 

 排水構造物工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 

 構造物とりこわし工 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 農林 水 産省【 農林 水 産省【 農林 水 産省【 農林 水 産省     ((((森林 整備森林 整備森林 整備森林 整備 ) ) ) ) 】】】】    

 

一般事項 

 間接工事費 運搬費 

 直接工事費 交通誘導警備員 

共通：土工 

 土工 

 土工(ICT)(参考) 

 作業土工(床掘工) 

 作業土工(埋戻工) 

 人力運搬工 

 安定処理工 

 伐開･除根等 

 機械土工(土砂) 

 埋戻工 

 機械土工(岩石) 

 転石破砕工 

 ﾛｰﾀﾞ掘削積込み 

 盛土 

 盛土(狭幅) 

 機械法面整形 

 人力法面整形 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取りこわし工 

 骨材再生工(自走式) 

共通：運搬工 

 ﾃｰﾗｰ運搬 

 不整地運搬車運搬 

 ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ運搬 

 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 

 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運搬 

 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬 

 貨物自動車運搬 

 人力運搬 

共通：ｺﾝｸﾘｰﾄ工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ工 

 型枠工 

 型枠工(省力化構造) 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ工(養生工) 

 鉄筋工 

 張りｺﾝｸﾘｰﾄ工 

 構造物補修工 

 構造物補修工(断面修復工(左官工法)) 

共通：共通工(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 

 法面整形工(ICT)(参考) 

 吹付法面とりこわし工 

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板設置工 

 人工張芝工 

 基礎･裏込砕石工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 

 石積(張)工 

 平石張工 

 場所打擁壁工(1) 

 場所打擁壁工(2) 

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 

 補強土壁工(帯鋼補強土壁､ｱﾝｶｰ補強土壁)  

 ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ工 

 排水構造物工 

 排水構造物工(現場打ち水路(本体)) 

 排水構造物工(現場打ち集水桝･街渠(本体)) 

 軟弱地盤処理工(ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工) 

 軟弱地盤処理工(粉体噴射撹拌(DJM 工法)) 

 ｱﾝｶｰ工(ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式) 

 構造物とりこわし工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工 

 吸出し防止材設置工 

 目地･止水板設置工 

 旧橋撤去工 

 かご工 

 発泡ｽﾁﾛｰﾙを用いた超軽量盛土工  

 現場取卸費 

 函渠工(1) 

 函渠工(2) 

 殻運搬 

共通：共通工(1)(溝渠工･法面工) 

 排水構造物工 

 法面工 

 ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 

 植生基材吹付工 

 種子吹付工 

 植生ﾈｯﾄ工 

 植生工 

 斜面安定工 

共通：共通工(2)(土留工･擁壁工等)  

 石材採取 

 骨材等採取及び洗浄 

 巨石積(張)工 

 基礎･裏込工 

 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ片法枠工 

 鋼製枠工 

 鋼製落石防止柵･壁組立て 

 落石防護柵工 

 井桁ﾌﾞﾛｯｸ土留工 

 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ擁壁工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ板土留工 

 鋼製編柵(ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ編柵)工 

 簡易鋼製擁壁工 

 かご工(B) 

 かご枠工 

 大型ふとんかご工 

 石積(張)工 

 目地･止水板設置工 

共通：基礎工 

 人力杭打 

 鋼管･既製 Co 杭打工(ﾊﾟｲﾙﾊﾝﾏ工)  

 鋼管･既製 Co 杭打工(中掘工) 

 木杭打工(大型ﾌﾞﾚｰｶ) 

 鋼管ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ杭工 

 回転杭工 

共通：木材利用工 

 土留工･擁壁工 

 法面保護工 

 柵工 

 筋工 

 防風工 

 静砂工･堆砂工 

 路面･路盤工 

 排水施設 

 標識工 

 型枠工 

 歩道工 

 木製治山ﾀﾞﾑ工 

 落石防護工 

 木材ﾁｯﾌﾟ化 

共通：仮設工 

 土のう締切工 

 土俵､石俵拵及び積立 

 水替工 

 足場工 

 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ 

 支保工 

 仮囲い設置･撤去工 

 大型土のう工 

 敷鉄板敷設･撤去工 

 鋼矢板(H 型鋼)工(ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ工)  

 鋼矢板(H 型鋼)工(油圧圧入引抜工)  

 鋼矢板工(ｱｰｽｵｰｶﾞ併用圧入工) 

 鋼矢板(H 型鋼)工(ｸﾚｰﾝ引抜工) 

 仮設材設置撤去工 

 切土及び発破防護柵工 

 掘削(発破)防護柵工 

 法面工(仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付工) 

治山：山地治山土工 

 機械土工 

 岩石工 

 掘削面整形 

 岩盤清掃 

治山：治山ﾀﾞﾑ工 

 砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ工 

 打継面処理(ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ) 

 打継面清掃 

 止水板設置(塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂止水板)  

 鋼製ﾀﾞﾑ工 

 挿し筋による水平打継面処理工 

 現場混合ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 残存型枠工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) 

 ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ工 

治山：山腹工 

 のり切工 

 かご工(A) 

 積苗工 

 筋工 

 実播工 

 伏工 

 階段切付 

 階段間法面仕上げ 

 斜面整地 

 階段掘起 

 溝切付 

 材料採取 

 山腹水路工 

 山腹水路工(練石､植生､張芝) 

 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(治山) 

治山：地すべり防止工 

 地すべり防止工(集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工)  

 小口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 

 中口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 

 大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 

 集水井工 

 集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ洗浄工 

治山：森林整備 

 森林整備 

 支柱工 

 なだれ予防柵設置工 

治山：海岸林造成 

 生育基盤盛土工 

 海岸植栽 

 下刈 

治山：河川海岸 

 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ工 

 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ工(ﾌﾞﾛｯｸ撤去工) 

 捨石工 

治山：河川海岸維持 

 巨石積(張)工 

 木杭打工 

 護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ工 

 かごﾏｯﾄ工(ｽﾛｰﾌﾟ型) 

 袋詰玉石工 

 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工 

林道：舗装工 

 路盤工 

 路盤工(ICT)(参考) 

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 

 踏掛版 

 砂利路盤工(人力) 

 砂利路盤工(機械) 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工 

 ｾﾒﾝﾄ安定処理工 

林道：道路付属施設 

 立入り防止柵工 

 雪崩予防柵設置工 

 落下物等防止柵設置工 

 ﾄﾝﾈﾙ内装板設置工 

 道路付属物設置工 

 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置･撤去工 

 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ設置工 

 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 

 標識設置工 

 視線誘導標設置工 

 境界杭設置(撤去)工 

 距離標設置(撤去)工 

 区画線工 

林道：道路維持修繕 

 路面切削工 

 舗装版破砕工 

 舗装版切断工 

 舗装版ｸﾗｯｸ補修工 

 橋梁補強工(鋼板巻立て)(1) 

 橋梁補強工(鋼板巻立て)(2) 

 橋梁補強工(ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て)(1) 

 橋梁補強工(ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て)(2) 

 橋梁地覆補修工 



 橋梁補修工(支承取替工) 

 橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工)  

 落橋防止装置工 

 道路除草工 

 路面清掃工(人力清掃工) 

 側溝清掃工(人力清掃工) 

 集水桝清掃工(人力清掃工) 

 ﾄﾝﾈﾙ漏水対策工 

 沓座拡幅工 

 路肩整正(人力による土はね) 

林道：橋梁工 

 鋼橋床版工 

 橋梁排水管設置工 

その他 

 現場発生品及び支給品運搬 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【 厚 生 労 働 省【 厚 生 労 働 省【 厚 生 労 働 省【 厚 生 労 働 省 (((( 水 道 事 業水 道 事 業水 道 事 業水 道 事 業 )))) 】】】】 

 

一般事項 

 共通仮設費 運搬費 

管路土工 

 管路掘削 

 管路埋戻 

 舗装版取壊し積込 

 路盤 

 不陸整正 

 発生土処理 

 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処理 

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 

 機械運転 

土留工 

 土留工(木矢板たて込み) 

 土留工(軽量鋼矢板たて込み)機械施工  

 土留工(軽量鋼矢板たて込み)人力施工  

 支保工(木製) 

 支保工(軽量金属製) 

管布設工 

 鋳鉄管布設工 

 鋼管布設工 

 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 

 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 

 遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工 

管切断工 

 鋳鉄管切断工 

 鋳鉄管切断･溝切り加工工 

 鋼管切断工 

 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管切断工 

 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 

 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 

弁類及び消火栓設置工 

 仕切弁設置工(縦･横型) 

 空気弁及び空気弁座設置工 

 消火栓設置工 

 緊急遮断弁設置工 

 仕切弁･空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 

既設管撤去工 

 既設管撤去切断工 

 鋳鉄管継手取外し工 

 石綿管継手取外し工 

 撤去管吊上げ積込み工 

 石綿管吊上げ積込み工 

鋼製貯水槽設置工 

 本体設置工 

 固定材設置工 

 貯水槽溶接工 

 X 線検査工 

 附帯設備工 

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製貯水槽設置工 

 本体設置工 

 附帯設備工(分散型) 

 附帯設備工(集中型) 

通水試験工 

 通水試験工 

飲料水供給施設工 

 ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 

 ｺｱ取付け工 

 止水栓取付け工 

 鋼管切断ﾈｼﾞ切り工 

 不凍水栓取付け工(VP 用) 

 量水器取付け(ねじ込み接合)工 

 量水器取付け(ﾌﾗﾝｼﾞ接合)工 

仮設配管工 

 鋳鉄管撤去工 

 鋼管撤去工 

 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 

 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 

 弁類及び消火栓撤去工 

 飲料水供給施設撤去工 

交通誘導警備員 

 交通誘導警備員 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【【【【     環 境 省環 境 省環 境 省環 境 省     ((((除 染 等 工 事除 染 等 工 事除 染 等 工 事除 染 等 工 事 ) ) ) )  】】】】    

 

住宅地等 

 屋根､屋上 

 外壁､塀 

 雨樋 

 庭等 

学校 

 屋根､屋上 

 外壁･塀 

 雨樋 

 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等 

 遊具等 

公園(小) 

 屋根･屋上 

 外壁･塀 

 雨樋 

 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等 

 遊具等 

 墓地 

公園(大) 

 屋根･屋上 

 外壁･塀 

 雨樋 

 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等 

 遊具等 

大型施設 

 屋根･屋上 

 外壁･塀 

 雨樋 

 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等 

 遊具等 

道路 

 舗装された道路 

 未舗装の道路 

 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 

 側溝等 

 歩道橋 

 街路樹 

法面 

 法面 

農地 

 水田 

 畑 

 牧草地 

 水路 

 畦畔 

草地､芝地 

 灌木(密) 

 灌木(粗) 

 竹類の間伐 

果樹園 

 果樹園 

森林 

 常緑針葉樹 

 落葉広葉樹等 

 雑木林 

仮置場等 

 仮置場等造成工(地上型) 

仮置場等の工作物及び保管物の撤去並びに原状回復 

 工作物の撤去 

 仮置場等の土地の原状回復 

排水処理 

 排水処理 

除去土壌等の運搬 

 除去土壌等の運搬 

減容化 

 草木等の破砕 

 草類･落葉等の減容化 

仮設等 

 足場 

 高所作業車 

 建設機械等の洗浄 

 敷鉄板設置･撤去 

 屋根上作業の墜落防止設備の設置･撤去 

防護具等 

 防護具等 

 洗浄設備設置･撤去 

放射線量測定 

 除染等の措置時の放射線量測定  

 除染管理情報の作成に要する費用  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

【【【【市場単価･土木工事標準単価市場単価･土木工事標準単価市場単価･土木工事標準単価市場単価･土木工事標準単価】】】】    

 

土木工事市場単価 

 鉄筋工 

 鉄筋工(ｶﾞｽ圧接工) 

 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 

 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 

 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 

 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)(東北特殊規格)  

 防護柵設置工(横断･転落防止柵)  

 防護柵設置工(落石防護柵) 

 防護柵設置工(落石防止網) 

 道路標識設置工 

 道路付属物設置工 

 法面工 

 法面工(北海道特殊規格) 

 吹付枠工 

 鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工) 

 道路植栽工 

 道路植栽工(沖縄特殊規格) 

 公園植栽工 

 橋梁用伸縮継手装置設置工 

 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 

 橋面防水工 

 薄層ｶﾗｰ舗装工 

 ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工(ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工)  

 軟弱地盤処理工 

下水道工事市場単価 

 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 

 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 

 砂基礎工 

 砕石基礎工 

 組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 

 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 

 取付管およびます工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 

土木工事標準単価 

 区画線工 

 区画線工(北海道特殊規格) 

 高視認性区画線工 

 排水構造物工 

 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 

 橋梁塗装工 

 構造物とりこわし工 

 防草ｼｰﾄ設置工 

 仮設防護柵設置工(仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 

 道路反射鏡設置工 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

 


