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（Ⅲ） 材料単価等について
建設工事積算基準〔資料〕・公共事業建設資材価格調査報告書・物価資料（(財)
経済調査会及び (財)建設物価調査会発行）等の掲載価格を採用する。

（Ⅲ） 材料単価等について
建設工事積算基準〔資料〕・公共事業建設資材価格調査報告書・物価資料（(財)経済
調査会及び (財)建設物価調査会発行）等の掲載価格を採用する。

※ 材料単価等が上記図書に掲載されていない場合は見積りにより対応するものとし、建設
工事積算基準〔資料〕｢材料単価の取扱いについて｣に準じて価格を決定する。

※ 材料単価等が上記図書に掲載されていない場合は見積りにより対応するものとし、建設
工事積算基準（大阪府都市整備部）｢材料単価等の取扱いについて｣に準じて価格を決定する。

② 家屋調査

② 家屋調査

１．適用
本調査費は、建物等の内部に立入り専門家による詳細な調査を行う必要がある
工事について適用し、軽微な調査については現場管理費の範囲とする。
２．調査歩掛
業務費は、建設工事積算基準別冊（工事・委託業務参考歩掛）の「㉔工損調査
積算基準」により積算し、「事業損失防止施設費」に計上する。この場合、本
工事の間接工事費及び一般管理費等の対象外とする。

１．適用
本調査費は、建物等の内部に立入り専門家による詳細な調査を行う必要がある
工事について適用し、軽微な調査については現場管理費の範囲とする。
２．調査歩掛
業務費は、建設工事積算基準（大阪府都市整備部）の「㉙地盤変動影響調査等」によ
り積算し、「事業損失防止施設費」に計上する。この場合、本工事の間接工事費及び
一般管理費等の対象外とする。

注１ 本表規模欄に定める面積以外の場合は、建設工事積算基準［別冊］
（工事・委
24工損調査積算基準の第５．工損調査等の［一］事前調査、事後調査
託参考歩掛）の○
及び算定の３．事前調査 表 11-4 の補正率を適用するものとする。

注１ 本表規模欄に定める面積以外の場合は、建設工事積算基準の㉙地盤変動影響調
査等の第４．地盤変動影響調査等の［一］事前調査、事後調査及び算定の４．事前調
査 表 15-1-3 の補正率を適用するものとする。

(3) 仮設工（管路施設）

(3) 仮設工（管路施設）

※1 水セメント比を規定するレディーミクストコンクリートの材料単価は、建設工事積算基準
〔資料〕第１章土木工事設計単価第２節材料単価の取り扱いについてを参照すること。
※2 水セメント比を規定しないJIS配合のレディーミクストコンクリートの材料単価
は、物価資料（建設物価・積算資料）等を参照するものとする。
※3 コンクリートの硬化期間がクリティカルパスとなる場合には、早強コンクリートを採用す
ることができる。

※1 水セメント比を規定するレディーミクストコンクリートの材料単価は、建設工事積算基準（大阪府都市
整備部）「材料単価等の取扱いについて」を参照すること。
※2 水セメント比を規定しないJIS配合のレディーミクストコンクリートの材料単価
は、物価資料（建設物価・積算資料）等を参照するものとする。
※3 コンクリートの硬化期間がクリティカルパスとなる場合には、早強コンクリートを採用す
ることができる。
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Ⅰ－５２

表２－４－２ 支保材設置・撤去重量及び賃料額算出重量

表２－４－２ 支保材設置・撤去重量及び賃料額算出重量

Ⅰ－７７

賃料額の算出においては下記のとおりとする。
主部材：重量（ア）×日数×賃料単価（建設物価等）
副部材A ：重量（イ）×日数×賃料単価（建設工事積算基準〔資料〕3-37）
副部材B ：重量（ウ）×修理損耗費（建設工事積算基準〔資料〕3-37）
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ：設置数（基）×日数×賃料単価（円/基）（見積り）
ＣＡＳＥ Ｄ１ ： 掘削土を場内仮置き整地する場合

賃料額の算出においては下記のとおりとする。
主部材：重量（ア）×日数×賃料単価（建設物価等）
副部材A ：重量（イ）×日数×賃料単価（建設工事積算基準〔資料〕6-5）
副部材B ：重量（ウ）×修理損耗費（建設工事積算基準〔資料〕6-5）
ﾌﾟﾚﾛｰﾄﾞｼﾞｬｯｷ：設置数（基）×日数×賃料単価（円/基）（見積り）
ＣＡＳＥ Ｄ１ ： 掘削土を場内仮置き整地する場合

※ 場内仮置き土整地工は「建設工事積算基準」[Ⅰ]Ⅱ－１－④－３ の
(残土受入地での処理)を適用する。

※ 場内仮置き土整地工は「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅱ編共通工第1章土
工②－1土工3-3整地の(残土受入地での処理)を適用する。

（4）計算例
1）自動車専用道を利用する場合において検討が必要となるケース
（建設工事積算基準〔Ⅰ〕Ⅱ-1-②-11バックホウ山積0.8㎥DID区間有り、
運搬距離(2)（表3.6）適用の場合）
2）自動車専用道を利用する場合において検討が必要となるケース
（建設工事積算基準〔Ⅰ〕Ⅱ-1-②-11バックホウ山積1.4㎥DID区間有り、
運搬距離(4)（表3.8）適用の場合）
第２章管路施設
第１節 管路布設工
３）その他・注意事項
ａ）設置、布設に伴う土工、土留工、基礎工等は別途計上する。
ｂ）労務単価は、建設工事積算基準〔資料〕（大阪府都市整備部）を参照のこと。
ｃ）外面塗装は設備工事に準じる。

（4）計算例
1）自動車専用道を利用する場合において検討が必要となるケース
（土木工事標準積算基準書（共通編）Ⅱ-1-②-14バックホウ山積0.8㎥DID
区間有り、運搬距離(2)（表3.6）適用の場合）
2）自動車専用道を利用する場合において検討が必要となるケース
（土木工事標準積算基準書（共通編）Ⅱ-1-②-15バックホウ山積1.4㎥DID区間有
り、運搬距離(4)（表3.8）適用の場合）
第２章管路施設
第１節 管路布設工
３）その他・注意事項
ａ）設置、布設に伴う土工、土留工、基礎工等は別途計上する。
ｂ）労務単価は、建設工事積算基準（大阪府都市整備部）「土木工事等の積算におお
ける積算基準・設計単価等について」を参照のこと。
ｃ）外面塗装は設備工事に準じる。

Ⅰ－９３

Ⅰ－９５
Ⅰ－９９
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Ⅰ－１０９

③ 二重管ストレーナ注入工法
１．はじめに
二重管ストレーナ工法（単相方式及び複相方式）による積算は、「下水道用設計
標準歩掛表－第1 巻管路－」、「同－別冊参考資料－」、「大阪府都市整備部建設
工事積算基準」によるものとする。

③ 二重管ストレーナ注入工法
１．はじめに
二重管ストレーナ工法（単相方式及び複相方式）による積算は、「下水道用設計
標準歩掛表－第1 巻管路－」、「土木工事標準積算基準書（共通編）」によるものと
する。

Ⅰ－１１２

④ 二重管ダブルパッカー注入工法
１．はじめに
二重管ダブルパッカー工法による積算は、「下水道用設計標準歩掛表－第1巻
管路－」、「同－別冊参考資料－」、「大阪府都市整備部建設工事積算基準」によ
るものとする。
２．刃口推進工法機械器具損料算定（掲載箇所一覧）
① 機械器具損料及び電力料算定表
管路編 A-6-5～9
＊ 機械器具損料根拠算定表
府指針 I-149～156
２．泥水式推進工法機械器具損料算定（掲載箇所一覧）
① 機械器具損料及び電力料算定表（その１）
管路編 A-6-18･21
＊ 機械器具損料根拠算定表
府指針 I-164～165

④ 二重管ダブルパッカー注入工法
１．はじめに
二重管ダブルパッカー工法による積算は、「下水道用設計標準歩掛表－第1巻
管路－」、「土木工事標準積算基準書（共通編）」によるものとする。

Ⅰ－１４０
Ⅰ－１５０

Ⅰ－１７３

② 機械器具損料算定表（その２）
＊ 機械器具損料根拠算定表

管路編
府指針

A-6-25
I-169～170

② 機械器具損料算定表（その２）
＊ 機械器具損料根拠算定表

管路編
府指針

A-6-25
I-162～163

③ 機械器具損料及び電力料算定表（泥水還流設備）
＊ 機械器具損料根拠算定表

管路編
府指針

B-28-8
I-166

③ 機械器具損料及び電力料算定表（泥水還流設備）
＊ 機械器具損料根拠算定表

管路編
府指針

B-28-8
I-159

④ 機械器具損料及び電力料算定表（泥水処理設備
管路編 B-29-8･9
＊ 機械器具損料根拠算定表
府指針 I-167～168
２．泥濃式推進工法機械器具損料算定（掲載箇所一覧）
① 機械器具損料及び電力料算定表（その１）
管路編 A-6-57
＊ 機械器具損料根拠算定表
府指針 I-183･164･165
② 機械器具損料及び電力料算定表（その２）
＊ 機械器具損料根拠算定表

Ⅰ－１８７

２．刃口推進工法機械器具損料算定（掲載箇所一覧）
① 機械器具損料及び電力料算定表
管路編 A-6-5～9
＊ 機械器具損料根拠算定表
府指針 I-143～149
２．泥水式推進工法機械器具損料算定（掲載箇所一覧）
① 機械器具損料及び電力料算定表（その１）
管路編 A-6-18･21
＊ 機械器具損料根拠算定表
府指針 I-157～158

管路編
府指針

A-6-58
I-183～184

④ 機械器具損料及び電力料算定表（泥水処理設備
管路編 B-29-8･9
＊ 機械器具損料根拠算定表
府指針 I-160～161
２．泥濃式推進工法機械器具損料算定（掲載箇所一覧）
① 機械器具損料及び電力料算定表（その１）
管路編 A-6-57
＊ 機械器具損料根拠算定表
府指針 I-176･157･158
② 機械器具損料及び電力料算定表（その２）
＊ 機械器具損料根拠算定表

③ 機械器具損料及び電力料算定表（その３）
管路編 A-6-61
＊ 機械器具損料根拠算定表
府指針 I-184
運搬費
運搬費については、積算基準I－2－②－12～に基づき次にあげるものを計上す
る。
（1）仮設ケーシング、円形覆工板仮設材の運搬
（2） 〃 仮設材の積込み、取卸し
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管路編
府指針

A-6-58
I-176～177

③ 機械器具損料及び電力料算定表（その３）
管路編 A-6-61
＊ 機械器具損料根拠算定表
府指針 I-176
運搬費
運搬費については、「土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅰ編総則第2章工事費の
積算②間接工事費2-2運搬費に基づき次にあげるものを計上す
る。
（1）仮設ケーシング、円形覆工板仮設材の運搬
（2） 〃 仮設材の積込み、取卸し
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１．共通仮設費の補正
○ 管路施設更生工（製管工法、反転・形成工法）の共通仮設費（率分）
共通仮設費（率分）＝対象額（P）×（共通仮設費率(kr)×更生工補正率×作
業地域・作業場所による補正値）

１．共通仮設費の補正
○ 管路施設更生工（製管工法、反転・形成工法）の共通仮設費（率分）
共通仮設費（率分）＝対象額（P）×（共通仮設費率(kr)×更生工補正率×施工
地域を考慮した補正係数）

２．現場管理費の補正
○ 管路施設更生工（製管工法、反転・形成工法）の現場管理費
現場管理費＝対象純工事費×（現場管理費率標準値×更生工補正率×作業地
域・作業場所による補正値）
３)共通仮設費の積算
② 率 計 算
率分基本式＝ 対象額（Ｐ）×共通仮設費率（Ｋr）×0.5×作業地域・
作業場所による補正値

２．現場管理費の補正
○ 管路施設更生工（製管工法、反転・形成工法）の現場管理費
現場管理費＝対象純工事費×（現場管理費率×更生工補正率×施工地域を考慮
した補正係数）
３)共通仮設費の積算
② 率 計 算
率分基本式＝ 対象額（Ｐ）×共通仮設費率（Ｋr）×0.5×作業地域・
作業場所による補正係数
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５）現場管理費の積算
① 現場管理費率基本式
現場管理費＝対象純作業費×（現場管理費率標準値＋補正率）

５）現場管理費の積算
① 現場管理費率基本式
現場管理費＝対象純作業費×（現場管理費率×補正係数）

表 １－１－３７ 対象純作業費が 1,000 万円以下の共通仮設費率

表 １－１－３７ 対象純作業費が 1,000 万円以下の現場管理費

また、作業地域・作業場所を考慮した現場管理費標準値の補正は、表１－
１－３６、表１－１－３７の現場管理費率に、表１－１－３８の補正係数を
乗ずるものとする。

また、作業地域・作業場所を考慮した現場管理費率の補正は、表１－１－３６、表１
－１－３７の現場管理費率に、表１－１－３８の補正係数を乗ずるものとする。
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Ⅱ－４３

② 管きょ設計委託料積算例
１．管きょ実施設計（基本設計）
(2) 基本歩掛
照査技術者による報告は、大阪府建設工事積算基準[Ⅲ]（測量・地質調査・設計
業務等委託編）平成３０年度 3-2-1 １－２ その他の数値を適用する。

② 管きょ設計委託料積算例
１．管きょ実施設計（基本設計）
(2) 基本歩掛
照査技術者による報告は、設計業務等標準積算基準書・同参考資料 3-2-1 １－２ そ
の他の数値を適用する。

Ⅱ－４８

② 管きょ設計委託料積算例
２．詳細設計
(2) 基本歩掛
照査技術者による報告は、大阪府建設工事積算基準[Ⅲ]（測量・地質調査・設計
業務等委託編）平成３０年度 3-2-1 １－２ その他の数値を適用する。

② 管きょ設計委託料積算例
２．詳細設計
(2) 基本歩掛
照査技術者による報告は、設計業務等標準積算基準書・同参考資料 3-2-1 １－２ そ
の他の数値を適用する。
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