
掘削(土砂) 積算用単位　 m3

総括表用単位 式 or m3

【用語の定義】

　掘削工における土砂の掘削から運搬（自工区及び仮置場）までの一連作業で、以下の費用
を含む。

　なお、運搬費には、仮置場での整地費を含む。

・掘削・積込費
・運搬費

【  備  考  】

　搬出土は、仕様書で場所・数量を明示する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤･護岸  河川土工  掘削工  掘削（土砂） 

 樋門･樋管  河川土工  掘削工  掘削（土砂） 

 水門  河川土工  掘削工  掘削（土砂） 

 排水機場  河川土工  掘削工  掘削（土砂） 

 堰  河川土工  掘削工  掘削（土砂） 

 床止め･床固め  河川土工  掘削工  掘削（土砂） 

 河川修繕  河川土工  掘削工  掘削（土砂） 

 堤防･護岸  海岸土工  掘削工  掘削（土砂） 

 突堤･人工岬  海岸土工  掘削工  掘削（土砂） 

 養浜  海岸土工  掘削工  掘削（土砂） 

 砂防堰堤  砂防土工  掘削工  掘削（土砂） 

 流路  砂防土工  掘削工  掘削（土砂） 

 斜面対策  砂防土工  掘削工  掘削（土砂） 

 道路改良  道路土工  掘削工  掘削（土砂） 

 舗装  道路土工  掘削工  掘削（土砂） 

 橋梁下部  道路土工  掘削工  掘削（土砂） 

 ﾄﾝﾈﾙ(NATM)  道路土工  掘削工  掘削（土砂） 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  道路土工  掘削工  掘削（土砂） 

 鋼製ｼｪｯﾄﾞ  道路土工  掘削工  掘削（土砂） 

 道路維持  道路土工  掘削工  掘削（土砂） 

 道路修繕  道路土工  掘削工  掘削（土砂） 
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掘削(軟岩) 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or m3

【用語の定義】

　掘削工における軟岩の掘削から運搬（自工区及び仮置場）までの一連作業で、以下の費用
を含む。

・掘削・積込費
・破砕片除去費及び集積押土費
・運搬費

【  備  考  】

　搬出土は、仕様書で場所・数量を明示する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤･護岸  河川土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 樋門･樋管  河川土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 水門  河川土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 排水機場  河川土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 堰  河川土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 床止め･床固め  河川土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 河川修繕  河川土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 堤防･護岸  海岸土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 突堤･人工岬  海岸土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 養浜  海岸土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 砂防堰堤  砂防土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 流路  砂防土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 斜面対策  砂防土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 道路改良  道路土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 舗装  道路土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 橋梁下部  道路土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 ﾄﾝﾈﾙ(NATM)  道路土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  道路土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 鋼製ｼｪｯﾄﾞ  道路土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 道路維持  道路土工  掘削工  掘削(軟岩) 

 道路修繕  道路土工  掘削工  掘削(軟岩) 
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掘削(硬岩) 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or m3

【用語の定義】

　掘削工における硬岩の掘削から運搬（自工区及び仮置場）までの一連作業で、以下の費用
を含む。

・掘削・積込費
・破砕片除去費及び集積押土費
・運搬費

【  備  考  】

　搬出土は、仕様書で場所・数量を明示する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤･護岸  河川土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 樋門･樋管  河川土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 水門  河川土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 排水機場  河川土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 堰  河川土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 床止め･床固め  河川土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 河川修繕  河川土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 堤防･護岸  海岸土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 突堤･人工岬  海岸土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 養浜  海岸土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 砂防堰堤  砂防土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 流路  砂防土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 斜面対策  砂防土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 道路改良  道路土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 舗装  道路土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 橋梁下部  道路土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 ﾄﾝﾈﾙ(NATM)  道路土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  道路土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 鋼製ｼｪｯﾄﾞ  道路土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 道路維持  道路土工  掘削工  掘削(硬岩) 

 道路修繕  道路土工  掘削工  掘削(硬岩) 
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盛土(流用土) 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or ｍ3

【用語の定義】

　自工区内で掘削された土砂等による盛土作業で、以下の費用を含む。

　なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。

・敷均し・締固め費

【  備  考  】

　数量総括表では一般に盛土工（レベル３）で全体数量をｍ3表示する。
　また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。仮置土は、仕様
書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を明示す
る。
　なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤･護岸  河川土工  盛土工  盛土(流用土) 

 樋門･樋管  河川土工  盛土工  盛土(流用土) 

 水門  河川土工  盛土工  盛土(流用土) 

 排水機場  河川土工  盛土工  盛土(流用土) 

 堰  河川土工  盛土工  盛土(流用土) 

 床止め･床固め  河川土工  盛土工  盛土(流用土) 

 河川修繕  河川土工  盛土工  盛土(流用土) 

 堤防･護岸  海岸土工  盛土工  盛土(流用土) 

 突堤･人工岬  海岸土工  盛土工  盛土(流用土) 

 養浜  海岸土工  盛土工  盛土(流用土) 

 砂防堰堤  砂防土工  盛土工  盛土(流用土) 

 流路  砂防土工  盛土工  盛土(流用土) 

 斜面対策  砂防土工  盛土工  盛土(流用土) 
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盛土(発生土) 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or ｍ3

【用語の定義】

　他工事で発生し運搬されてくる土砂等による盛土作業で、以下の費用を含む。

・敷均し・締固め費
・運搬費

【  備  考  】

　数量総括表では一般に盛土工（レベル３）で全体数量をｍ3表示する。
　また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。
　なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤･護岸  河川土工  盛土工  盛土(発生土) 

 樋門･樋管  河川土工  盛土工  盛土(発生土) 

 水門  河川土工  盛土工  盛土(発生土) 

 排水機場  河川土工  盛土工  盛土(発生土) 

 堰  河川土工  盛土工  盛土(発生土) 

 床止め･床固め  河川土工  盛土工  盛土(発生土) 

 河川修繕  河川土工  盛土工  盛土(発生土) 

 堤防･護岸  海岸土工  盛土工  盛土(発生土) 

 突堤･人工岬  海岸土工  盛土工  盛土(発生土) 

 養浜  海岸土工  盛土工  盛土(発生土) 

 砂防堰堤  砂防土工  盛土工  盛土(発生土) 

 流路  砂防土工  盛土工  盛土(発生土) 

 斜面対策  砂防土工  盛土工  盛土(発生土) 

 -  5 -  



盛土(採取土) 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or ｍ3

【用語の定義】

　土取場での掘削・積込から盛土までの一連作業で、以下の費用を含む。

・盛土材採取費（搬入費を含む）
・敷均し・締固め費

【  備  考  】

　数量総括表では一般に盛土工（レベル３）で全体数量をｍ3表示する。
　また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。
　なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤･護岸  河川土工  盛土工  盛土(採取土) 

 樋門･樋管  河川土工  盛土工  盛土(採取土) 

 水門  河川土工  盛土工  盛土(採取土) 

 排水機場  河川土工  盛土工  盛土(採取土) 

 堰  河川土工  盛土工  盛土(採取土) 

 床止め･床固め  河川土工  盛土工  盛土(採取土) 

 河川修繕  河川土工  盛土工  盛土(採取土) 

 堤防･護岸  海岸土工  盛土工  盛土(採取土) 

 突堤･人工岬  海岸土工  盛土工  盛土(採取土) 

 養浜  海岸土工  盛土工  盛土(採取土) 

 砂防堰堤  砂防土工  盛土工  盛土(採取土) 

 流路  砂防土工  盛土工  盛土(採取土) 

 斜面対策  砂防土工  盛土工  盛土(採取土) 
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盛土(購入土) 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or ｍ3

【用語の定義】

　購入土による盛土作業で、以下の費用を含む。

・盛土材購入費（搬入費を含む）
・敷均し・締固め費

【  備  考  】

　数量総括表では一般に盛土工（レベル３）で全体数量をｍ3表示する。
　また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。
　なお、購入する予定土量については、仕様書に明示する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤･護岸  河川土工  盛土工  盛土(購入土) 

 樋門･樋管  河川土工  盛土工  盛土(購入土) 

 水門  河川土工  盛土工  盛土(購入土) 

 排水機場  河川土工  盛土工  盛土(購入土) 

 堰  河川土工  盛土工  盛土(購入土) 

 床止め･床固め  河川土工  盛土工  盛土(購入土) 

 河川修繕  河川土工  盛土工  盛土(購入土) 

 堤防･護岸  海岸土工  盛土工  盛土(購入土) 

 突堤･人工岬  海岸土工  盛土工  盛土(購入土) 

 養浜  海岸土工  盛土工  盛土(購入土) 

 砂防堰堤  砂防土工  盛土工  盛土(購入土) 

 流路  砂防土工  盛土工  盛土(購入土) 

 斜面対策  砂防土工  盛土工  盛土(購入土) 
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安定シート・ネット 積算用単位　 ㎡

総括表用単位 ㎡

【用語の定義】

　盛土の安定処理のために行う土木安定シート・ネットの設置作業で、以下の費用を含む。

・土木安定シート・ネット設置費

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤･護岸  河川土工  盛土補強工  安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ 

 築堤･護岸  地盤改良工  表層安定処理工  安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ 

 築堤･護岸  地盤改良工  ﾊﾟｲﾙﾈｯﾄ工  安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ 

 樋門･樋管  河川土工  盛土補強工  安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ 

 水門  河川土工  盛土補強工  安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ 

 排水機場  河川土工  盛土補強工  安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ 

 堰  河川土工  盛土補強工  安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ 

 床止め･床固め  河川土工  盛土補強工  安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ 

 河川修繕  河川土工  盛土補強工  安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ 

 堤防･護岸  地盤改良工  表層安定処理工  安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ 

 堤防･護岸  地盤改良工  ﾊﾟｲﾙﾈｯﾄ工  安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ 

 砂防堰堤  砂防土工  盛土補強工  安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ 

 流路  砂防土工  盛土補強工  安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ 

 斜面対策  砂防土工  盛土補強工  安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ 

 道路改良  地盤改良工  ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工  安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ 

 地下横断歩道  地盤改良工  ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工  安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ 

 全工種共通  仮設工  工事用道路工  安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ 
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ジオテキスタイル補強土壁 積算用単位　 ㎡

総括表用単位 式 or ㎡

【用語の定義】

　ジオテキスタイル（ジオグリット、ジオネット、織布、不織布）の設置作業で、以下の費
用を含む。

・壁面材設置費
・補強材設置費
・購入土盛土材費
・採取土盛土材費
・コンクリート
・鉄筋
・型枠
・足場
・排水管敷設費

ジオテキスタイル工標準断面図 【出典:土木工事標準積算基準書】

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤・護岸  河川土工  盛土補強工  ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁 

 樋門・樋管  河川土工  盛土補強工  ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁 

 水門  河川土工  盛土補強工  ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁 

 排水機場  河川土工  盛土補強工  ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁 

 堰  河川土工  盛土補強工  ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁 

 床止め・床固め  河川土工  盛土補強工  ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁 

 河川修繕  河川土工  盛土補強工  ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁 

 砂防堰堤  砂防土工  盛土補強工  ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁 

 流路  砂防土工  盛土補強工  ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁 

 斜面対策  砂防土工  盛土補強工  ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁 

 斜面対策  擁壁工  補強土壁工  ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁 

 道路改良  擁壁工  補強土壁工  ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁 
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法面整形（切土部） 積算用単位　 ㎡

総括表用単位 ㎡

【用語の定義】

　切土法面の表層部を削り取りながら整形する作業で、以下の費用を含む。

・法面整形費

法面整形（切土部）の施工例 【出典:改訂３版土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤･護岸  河川土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 樋門･樋管  河川土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 水門  河川土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 排水機場  河川土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 堰  河川土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 床止め･床固め  河川土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 河川修繕  河川土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 堤防･護岸  海岸土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 突堤･人工岬  海岸土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 養浜  海岸土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 砂防堰堤  砂防土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 流路  砂防土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 斜面対策  砂防土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 道路改良  道路土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 舗装  道路土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 橋梁下部  道路土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 ﾄﾝﾈﾙ(NATM)  道路土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  道路土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 鋼製ｼｪｯﾄﾞ  道路土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 道路維持  道路土工  法面整形工  法面整形(切土部) 

 道路修繕  道路土工  法面整形工  法面整形(切土部) 
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法面整形（盛土部） 積算用単位　 ㎡

総括表用単位 ㎡

【用語の定義】

　盛土法面の整形作業で、以下の費用を含む。

・法面（土羽）整形費

(a)土羽打ちによる締固め整形 (b)切取り整形

法面整形（盛土部）の施工例 【出典:改訂３版土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤･護岸  河川土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 樋門･樋管  河川土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 水門  河川土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 排水機場  河川土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 堰  河川土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 床止め･床固め  河川土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 河川修繕  河川土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 堤防･護岸  海岸土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 突堤･人工岬  海岸土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 養浜  海岸土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 砂防堰堤  砂防土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 流路  砂防土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 斜面対策  砂防土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 道路改良  道路土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 舗装  道路土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 橋梁下部  道路土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 ﾄﾝﾈﾙ(NATM)  道路土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  道路土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 鋼製ｼｪｯﾄﾞ  道路土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 道路維持  道路土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 

 道路修繕  道路土工  法面整形工  法面整形(盛土部) 
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天端敷砂利 積算用単位　 ㎡

総括表用単位 ㎡

【用語の定義】

　堤防天端部分への敷砂利敷設作業で、以下の費用を含む。

・天端敷砂利費

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤･護岸  河川土工  堤防天端工  天端敷砂利 

 樋門･樋管  河川土工  堤防天端工  天端敷砂利 

 水門  河川土工  堤防天端工  天端敷砂利 

 排水機場  河川土工  堤防天端工  天端敷砂利 

 堰  河川土工  堤防天端工  天端敷砂利 

 床止め･床固め  河川土工  堤防天端工  天端敷砂利 

 河川修繕  河川土工  堤防天端工  天端敷砂利 

 砂防堰堤  砂防土工  堤防天端工  天端敷砂利 

 流路  砂防土工  堤防天端工  天端敷砂利 

 斜面対策  砂防土工  堤防天端工  天端敷砂利 
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残土処理 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or ｍ3

【用語の定義】

　構造物築造のために行う作業土工（床掘り・埋戻し）で生じた残土、または掘削工で生じ
た残土の処理作業で、以下の費用を含む。

　なお、仮置場から搬出する場合には、仮置場での積込費、仮置場からの運搬費を含む。

・運搬費
・残土受入地での整地費
・残土処分費

【  備  考  】

　任意の場合数量総括表では表示せず、残土処理工（レベル３）で一式表示する。
　なお、請負者の施工の任意性を阻害しないため、原則として個々の目的物ごとに取扱わ
ず、工事全体の残土として一括して取扱う。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤･護岸  河川土工  残土処理工  残土処理 

 樋門･樋管  河川土工  残土処理工  残土処理 

 水門  河川土工  残土処理工  残土処理 

 排水機場  河川土工  残土処理工  残土処理 

 堰  河川土工  残土処理工  残土処理 

 床止め･床固め  河川土工  残土処理工  残土処理 

 河川修繕  河川土工  残土処理工  残土処理 

 堤防･護岸  海岸土工  残土処理工  残土処理 

 突堤･人工岬  海岸土工  残土処理工  残土処理 

 養浜  海岸土工  残土処理工  残土処理 

 砂防堰堤  砂防土工  残土処理工  残土処理 

 流路  砂防土工  残土処理工  残土処理 

 斜面対策  砂防土工  残土処理工  残土処理 

 道路改良  道路土工  残土処理工  残土処理 

 舗装  道路土工  残土処理工  残土処理 

 橋梁下部  道路土工  残土処理工  残土処理 

 ﾄﾝﾈﾙ(NATM)  道路土工  残土処理工  残土処理 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  道路土工  残土処理工  残土処理 

 鋼製ｼｪｯﾄﾞ  道路土工  残土処理工  残土処理 

 地下横断歩道  開削土工  残土処理工  残土処理 

 地下駐車場  開削土工  残土処理工  残土処理 

 共同溝  開削土工  残土処理工  残土処理 

 電線共同溝  開削土工  残土処理工  残土処理 

 道路維持  道路土工  残土処理工  残土処理 

 道路修繕  道路土工  残土処理工  残土処理 
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軽量盛土 積算用単位　 m3

総括表用単位 m3

【用語の定義】

　発泡スチロール材を用いた盛土作業で、以下の費用を含む。

・発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置費

軽量盛土の例 【出典:土木工事標準積算基準書】

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤・護岸  軽量盛土工  軽量盛土工  軽量盛土 

 樋門・樋管  軽量盛土工  軽量盛土工  軽量盛土 

 水門  軽量盛土工  軽量盛土工  軽量盛土 

 排水機場  軽量盛土工  軽量盛土工  軽量盛土 

 堰  軽量盛土工  軽量盛土工  軽量盛土 

 床止め・床固め  軽量盛土工  軽量盛土工  軽量盛土 

 河川修繕  軽量盛土工  軽量盛土工  軽量盛土 

 堤防・護岸  軽量盛土工  軽量盛土工  軽量盛土 

 突堤・人工岬  軽量盛土工  軽量盛土工  軽量盛土 

 養浜  軽量盛土工  軽量盛土工  軽量盛土 

 砂防堰堤  軽量盛土工  軽量盛土工  軽量盛土 

 流路  軽量盛土工  軽量盛土工  軽量盛土 

 斜面対策  軽量盛土工  軽量盛土工  軽量盛土 

 道路改良  軽量盛土工  軽量盛土工  軽量盛土 

 橋梁下部  軽量盛土工  軽量盛土工  軽量盛土 

 道路維持  軽量盛土工  軽量盛土工  軽量盛土 

 道路修繕  軽量盛土工  軽量盛土工  軽量盛土 
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コンクリート床版 積算用単位　 ㎡

総括表用単位 ㎡

【用語の定義】

　ｺﾝｸﾘｰﾄ床版の構築作業で、以下の費用を含む。

・ｺﾝｸﾘｰﾄ床版構築費

【  備  考  】

　詰杭設置費には、ボルトを含む。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤・護岸  軽量盛土工  軽量盛土工  ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

 樋門・樋管  軽量盛土工  軽量盛土工  ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

 水門  軽量盛土工  軽量盛土工  ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

 排水機場  軽量盛土工  軽量盛土工  ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

 堰  軽量盛土工  軽量盛土工  ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

 床止め・床固め  軽量盛土工  軽量盛土工  ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

 河川修繕  軽量盛土工  軽量盛土工  ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

 堤防・護岸  軽量盛土工  軽量盛土工  ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

 突堤・人工岬  軽量盛土工  軽量盛土工  ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

 養浜  軽量盛土工  軽量盛土工  ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

 砂防堰堤  軽量盛土工  軽量盛土工  ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

 流路  軽量盛土工  軽量盛土工  ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

 斜面対策  軽量盛土工  軽量盛土工  ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

 道路改良  軽量盛土工  軽量盛土工  ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

 橋梁下部  軽量盛土工  軽量盛土工  ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

 道路維持  軽量盛土工  軽量盛土工  ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

 道路修繕  軽量盛土工  軽量盛土工  ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

 -  15 -  



基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 積算用単位　 ｍ

総括表用単位 ｍ

【用語の定義】

　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの打設作業で、以下の費用を含む。

・基礎材
・コンクリート
・鉄筋
・型枠

【  備  考  】

　「基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ」の参考図については、「軽量盛土」を参照する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤・護岸  軽量盛土工  軽量盛土工  基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 樋門・樋管  軽量盛土工  軽量盛土工  基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 水門  軽量盛土工  軽量盛土工  基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 排水機場  軽量盛土工  軽量盛土工  基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 堰  軽量盛土工  軽量盛土工  基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 床止め・床固め  軽量盛土工  軽量盛土工  基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 河川修繕  軽量盛土工  軽量盛土工  基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 堤防・護岸  軽量盛土工  軽量盛土工  基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 突堤・人工岬  軽量盛土工  軽量盛土工  基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 養浜  軽量盛土工  軽量盛土工  基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 砂防堰堤  軽量盛土工  軽量盛土工  基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 流路  軽量盛土工  軽量盛土工  基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 斜面対策  軽量盛土工  軽量盛土工  基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 道路改良  軽量盛土工  軽量盛土工  基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 橋梁下部  軽量盛土工  軽量盛土工  基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 道路維持  軽量盛土工  軽量盛土工  基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

 道路修繕  軽量盛土工  軽量盛土工  基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 
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壁体 積算用単位　 ㎡

総括表用単位 ㎡

【用語の定義】

　壁体の設置作業で、以下の費用を含む。

・支柱設置費
・壁面材設置費
・支柱及び壁面材料費

【  備  考  】

　「壁体」の参考図については、「軽量盛土」を参照する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤・護岸  軽量盛土工  軽量盛土工  壁体 

 樋門・樋管  軽量盛土工  軽量盛土工  壁体 

 水門  軽量盛土工  軽量盛土工  壁体 

 排水機場  軽量盛土工  軽量盛土工  壁体 

 堰  軽量盛土工  軽量盛土工  壁体 

 床止め・床固め  軽量盛土工  軽量盛土工  壁体 

 河川修繕  軽量盛土工  軽量盛土工  壁体 

 堤防・護岸  軽量盛土工  軽量盛土工  壁体 

 突堤・人工岬  軽量盛土工  軽量盛土工  壁体 

 養浜  軽量盛土工  軽量盛土工  壁体 

 砂防堰堤  軽量盛土工  軽量盛土工  壁体 

 流路  軽量盛土工  軽量盛土工  壁体 

 斜面対策  軽量盛土工  軽量盛土工  壁体 

 道路改良  軽量盛土工  軽量盛土工  壁体 

 橋梁下部  軽量盛土工  軽量盛土工  壁体 

 道路維持  軽量盛土工  軽量盛土工  壁体 

 道路修繕  軽量盛土工  軽量盛土工  壁体 
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裏込砕石 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 ｍ3

【用語の定義】

　堤防・護岸の裏法被覆工のコンクリート等の裏面に砕石を敷設する作業で、以下の費用を
含む。

・裏込材設置費

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤・護岸  軽量盛土工  軽量盛土工  裏込砕石 

 築堤・護岸  擁壁護岸工  場所打擁壁工（構造物単位  裏込砕石 

 樋門・樋管  軽量盛土工  軽量盛土工  裏込砕石 

 水門  軽量盛土工  軽量盛土工  裏込砕石 

 排水機場  軽量盛土工  軽量盛土工  裏込砕石 

 排水機場  沈砂池工  場所打擁壁工（構造物単位  裏込砕石 

 堰  軽量盛土工  軽量盛土工  裏込砕石 

 床止め・床固め  軽量盛土工  軽量盛土工  裏込砕石 

 河川修繕  軽量盛土工  軽量盛土工  裏込砕石 

 堤防・護岸  軽量盛土工  軽量盛土工  裏込砕石 

 堤防・護岸  護岸工  海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工  裏込砕石 

 堤防･護岸  護岸工  ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工  裏込砕石 

 堤防･護岸  擁壁工  場所打擁壁工（構造物単位  裏込砕石 

 堤防･護岸  擁壁工  場所打擁壁工  裏込砕石 

 突堤・人工岬  軽量盛土工  軽量盛土工  裏込砕石 

 養浜  軽量盛土工  軽量盛土工  裏込砕石 

 砂防堰堤  軽量盛土工  軽量盛土工  裏込砕石 

 流路  軽量盛土工  軽量盛土工  裏込砕石 

 斜面対策  軽量盛土工  軽量盛土工  裏込砕石 

 堤防･護岸  裏法被覆工  ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工  裏込砕石 

 斜面対策  擁壁工  場所打擁壁工（構造物単位  裏込砕石 

 斜面対策  地下水遮断工  場所打擁壁工（構造物単位  裏込砕石 

 道路改良  軽量盛土工  軽量盛土工  裏込砕石 

 道路改良  擁壁工  場所打擁壁工（構造物単位  裏込砕石 

 橋梁下部  軽量盛土工  軽量盛土工  裏込砕石 

 橋梁下部  擁壁護岸工  場所打擁壁工（構造物単位  裏込砕石 

 道路維持  軽量盛土工  軽量盛土工  裏込砕石 

 道路維持  擁壁工  場所打擁壁工（構造物単位  裏込砕石 

 道路修繕  軽量盛土工  軽量盛土工  裏込砕石 

 道路修繕  擁壁工  場所打擁壁工（構造物単位  裏込砕石 
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床掘り 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or ｍ3

【用語の定義】

　構造物の築造または撤去を目的に基面を掘り下げる作業で、以下の費用を含む。

　なお、運搬費は、仮置場への運搬で、仮置場での整地費を含む。

・掘削・積込費（補助労務費を含む）
・破砕片除去費及び集積押土費（岩石の場合）
・基面整正費
・運搬費

【  備  考  】

　数量総括表では、一般に数量表示せず、作業土工（レベル３）で一式表示する。
　また、作業残土については、工事全体で一括して「残土処理」として計上する。

床掘りの例 【出典:土木工事数量算出要領（案）】

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤･護岸  護岸基礎工  作業土工  床掘り 

 築堤･護岸  矢板護岸工  作業土工  床掘り 

 築堤･護岸  擁壁護岸工  作業土工  床掘り 

 築堤･護岸  根固め工  作業土工  床掘り 

 築堤･護岸  水制工  作業土工  床掘り 

 築堤・護岸  付帯道路工  作業土工  床掘り 

 築堤･護岸  構造物撤去工  作業土工  床掘り 

 樋門･樋管  樋門･樋管本体工  作業土工  床掘り 

 樋門･樋管  護床工  作業土工  床掘り 

 樋門･樋管  水路工  作業土工  床掘り 

 樋門･樋管  付属物設置工  作業土工  床掘り 

 樋門･樋管  構造物撤去工  作業土工  床掘り 

 水門  水門本体工  作業土工  床掘り 

 水門  護床工  作業土工  床掘り 

 水門  付属物設置工  作業土工  床掘り 

 排水機場  機場本体工  作業土工  床掘り 

 排水機場  沈砂池工  作業土工  床掘り 

 排水機場  吐出水槽工  作業土工  床掘り 

 堰  可動堰本体工  作業土工  床掘り 

 堰  固定堰本体工  作業土工  床掘り 

 堰  魚道工  作業土工  床掘り 

 堰  付属物設置工  作業土工  床掘り 

 床止め･床固め  床止め工  作業土工  床掘り 

 床止め･床固め  床固め工  作業土工  床掘り 

 床止め･床固め  山留擁壁工  作業土工  床掘り 
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 河川維持  付属物設置工  作業土工  床掘り 

 河川修繕  堤脚保護工  作業土工  床掘り 

 河川修繕  管理用通路工  作業土工  床掘り 

 堤防・護岸  護岸基礎工  作業土工  床掘り 

 堤防・護岸  擁壁工  作業土工  床掘り 

 堤防・護岸  排水構造物工  作業土工  床掘り 

 堤防・護岸  付属物設置工  作業土工  床掘り 

 堤防･護岸  構造物撤去工  作業土工  床掘り 

 堤防･護岸  付帯道路工  作業土工  床掘り 

 突堤･人工岬  突堤基礎工  作業土工  床掘り 

 砂防堰堤  ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工  作業土工  床掘り 

 砂防堰堤  鋼製堰堤工  作業土工  床掘り 

 砂防堰堤  護床工・根固め工  作業土工  床掘り 

 砂防堰堤  砂防堰堤付属物設置工  作業土工  床掘り 

 砂防堰堤  付帯道路工  作業土工  床掘り 

 流路  流路護岸工  作業土工  床掘り 

 流路  床固め工  作業土工  床掘り 

 流路  根固め・水制工  作業土工  床掘り 

 斜面対策  擁壁工  作業土工  床掘り 

 斜面対策  山腹水路工  作業土工  床掘り 

 斜面対策  地下水排除工  作業土工  床掘り 

 斜面対策  地下水遮断工  作業土工  床掘り 

 斜面対策  抑止杭工  作業土工  床掘り 

 道路改良  擁壁工  作業土工  床掘り 

 道路改良  石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工  作業土工  床掘り 

 道路改良  ｶﾙﾊﾞｰﾄ工  作業土工  床掘り 

 道路改良  排水構造物工  作業土工  床掘り 

 道路改良  落石雪害防止工  作業土工  床掘り 

 道路改良  遮音壁工  作業土工  床掘り 

 道路改良  構造物撤去工  作業土工  床掘り 

 舗装  排水構造物工  作業土工  床掘り 

 舗装  縁石工  作業土工  床掘り 

 舗装  踏掛版工  作業土工  床掘り 

 舗装  防護柵工  作業土工  床掘り 

 鋼橋上部  歩道橋本体工  作業土工  床掘り 

 橋梁下部  橋台工  作業土工  床掘り 

 橋梁下部  RC橋脚工  作業土工  床掘り 

 橋梁下部  鋼製橋脚工  作業土工  床掘り 

 橋梁下部  護岸基礎工  作業土工  床掘り 

 橋梁下部  矢板護岸工  作業土工  床掘り 

 橋梁下部  擁壁護岸工  作業土工  床掘り 

 ﾄﾝﾈﾙ(NATM)  坑門工  作業土工  床掘り 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｼｪｯﾄﾞ下部工  作業土工  床掘り 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  RCｼｪｯﾄﾞ工  作業土工  床掘り 

 鋼製ｼｪｯﾄﾞ  鋼製ｼｪｯﾄﾞ下部工  作業土工  床掘り 

 地下横断歩道  現場打構築工  作業土工  床掘り 

 道路維持  排水構造物工  作業土工  床掘り 

 道路維持  防護柵工  作業土工  床掘り 

 道路維持  擁壁工  作業土工  床掘り 

 道路維持  石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工  作業土工  床掘り 

 道路維持  ｶﾙﾊﾞｰﾄ工  作業土工  床掘り 

 道路維持  構造物撤去工  作業土工  床掘り 

 道路修繕  排水構造物工  作業土工  床掘り 

 道路修繕  縁石工  作業土工  床掘り 

 道路修繕  防護柵工  作業土工  床掘り 

 道路修繕  擁壁工  作業土工  床掘り 

 道路修繕  石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工  作業土工  床掘り 
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 道路修繕  ｶﾙﾊﾞｰﾄ工  作業土工  床掘り 

 道路修繕  落石雪害防止工  作業土工  床掘り 

 道路修繕  橋脚巻立て工  作業土工  床掘り 

 道路修繕  構造物撤去工  作業土工  床掘り 

 全工種共通  仮設工  仮橋・仮桟橋工  床掘り 
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埋戻し 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or ｍ3

【用語の定義】

　構造物の築造及び撤去後の床掘り部の埋戻し作業で、以下の費用を含む。

　なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。また、
購入土の場合は購入費、運搬費を含む。

・敷均し・締固め費

【  備  考  】

　数量総括表では一般に数量表示せず、作業土工（レベル３）で一式表示する。
　なお、埋戻し用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入
土を用いる。

埋戻しの例 【出典:土木工事数量算出要領（案）】

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤･護岸  護岸基礎工  作業土工  埋戻し 

 築堤･護岸  矢板護岸工  作業土工  埋戻し 

 築堤･護岸  擁壁護岸工  作業土工  埋戻し 

 築堤･護岸  根固め工  作業土工  埋戻し 

 築堤･護岸  水制工  作業土工  埋戻し 

 築堤・護岸  付帯道路工  作業土工  埋戻し 

 築堤･護岸  光ｹｰﾌﾞﾙ配管工  作業土工  埋戻し 

 築堤･護岸  構造物撤去工  作業土工  埋戻し 

 樋門･樋管  樋門･樋管本体工  作業土工  埋戻し 

 樋門･樋管  護床工  作業土工  埋戻し 

 樋門･樋管  水路工  作業土工  埋戻し 

 樋門･樋管  付属物設置工  作業土工  埋戻し 

 樋門･樋管  構造物撤去工  作業土工  埋戻し 

 水門  水門本体工  作業土工  埋戻し 

 水門  護床工  作業土工  埋戻し 

 水門  付属物設置工  作業土工  埋戻し 

 排水機場  機場本体工  作業土工  埋戻し 

 排水機場  沈砂池工  作業土工  埋戻し 

 排水機場  吐出水槽工  作業土工  埋戻し 

 堰  可動堰本体工  作業土工  埋戻し 

 堰  固定堰本体工  作業土工  埋戻し 

 堰  魚道工  作業土工  埋戻し 

 堰  付属物設置工  作業土工  埋戻し 

 床止め･床固め  床止め工  作業土工  埋戻し 

 床止め･床固め  床固め工  作業土工  埋戻し 

 床止め･床固め  山留擁壁工  作業土工  埋戻し 
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 河川維持  付属物設置工  作業土工  埋戻し 

 河川維持  光ｹｰﾌﾞﾙ配管工  作業土工  埋戻し 

 河川修繕  堤脚保護工  作業土工  埋戻し 

 河川修繕  管理用通路工  作業土工  埋戻し 

 堤防･護岸  護岸基礎工  作業土工  埋戻し 

 堤防・護岸  擁壁工  作業土工  埋戻し 

 堤防･護岸  排水構造物工  作業土工  埋戻し 

 堤防･護岸  付属物設置工  作業土工  埋戻し 

 堤防･護岸  構造物撤去工  作業土工  埋戻し 

 堤防･護岸  付帯道路工  作業土工  埋戻し 

 突堤･人工岬  突堤基礎工  作業土工  埋戻し 

 砂防堰堤  砂防土工  埋戻し工  埋戻し 

 砂防堰堤  ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工  作業土工  埋戻し 

 砂防堰堤  鋼製堰堤工  作業土工  埋戻し 

 砂防堰堤  護床工・根固め工  作業土工  埋戻し 

 砂防堰堤  砂防堰堤付属物設置工  作業土工  埋戻し 

 砂防堰堤  付帯道路工  作業土工  埋戻し 

 流路  砂防土工  埋戻し工  埋戻し 

 流路  流路護岩工  作業土工  埋戻し 

 流路  床固め工  作業土工  埋戻し 

 流路  根固め・水制工  作業土工  埋戻し 

 斜面対策  砂防土工  埋戻し工  埋戻し 

 斜面対策  擁壁工  作業土工  埋戻し 

 斜面対策  山腹水路工  作業土工  埋戻し 

 斜面対策  地下水排除工  作業土工  埋戻し 

 斜面対策  地下水遮断工  作業土工  埋戻し 

 斜面対策  抑止杭工  作業土工  埋戻し 

 道路改良  擁壁工  作業土工  埋戻し 

 道路改良  石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工  作業土工  埋戻し 

 道路改良  ｶﾙﾊﾞｰﾄ工  作業土工  埋戻し 

 道路改良  排水構造物工  作業土工  埋戻し 

 道路改良  落石雪害防止工  作業土工  埋戻し 

 道路改良  遮音壁工  作業土工  埋戻し 

 道路改良  構造物撤去工  作業土工  埋戻し 

 舗装  排水構造物工  作業土工  埋戻し 

 舗装  縁石工  作業土工  埋戻し 

 舗装  踏掛版工  作業土工  埋戻し 

 舗装  防護柵工  作業土工  埋戻し 

 鋼橋上部  歩道橋本体工  作業土工  埋戻し 

 橋梁下部  橋台工  作業土工  埋戻し 

 橋梁下部  RC橋脚工  作業土工  埋戻し 

 橋梁下部  鋼製橋脚工  作業土工  埋戻し 

 橋梁下部  護岸基礎工  作業土工  埋戻し 

 橋梁下部  矢板護岸工  作業土工  埋戻し 

 橋梁下部  擁壁護岸工  作業土工  埋戻し 

 ﾄﾝﾈﾙ(NATM)  坑門工  作業土工  埋戻し 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｼｪｯﾄﾞ下部工  作業土工  埋戻し 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  RCｼｪｯﾄﾞ工  作業土工  埋戻し 

 鋼製ｼｪｯﾄﾞ  鋼製ｼｪｯﾄﾞ下部工  作業土工  埋戻し 

 地下横断歩道  現場打構築工  作業土工  埋戻し 

 地下駐車場  開削土工  埋戻し工  埋戻し 

 共同溝  開削土工  埋戻し工  埋戻し 

 電線共同溝  開削土工  埋戻し工  埋戻し 

 情報ﾎﾞｯｸｽ  情報ﾎﾞｯｸｽ工  作業土工  埋戻し 

 道路維持  排水構造物工  作業土工  埋戻し 

 道路維持  防護柵工  作業土工  埋戻し 

 道路維持  擁壁工  作業土工  埋戻し 
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 道路維持  石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工  作業土工  埋戻し 

 道路維持  ｶﾙﾊﾞｰﾄ工  作業土工  埋戻し 

 道路維持  構造物撤去工  作業土工  埋戻し 

 道路修繕  排水構造物工  作業土工  埋戻し 

 道路修繕  縁石工  作業土工  埋戻し 

 道路修繕  防護柵工  作業土工  埋戻し 

 道路修繕  擁壁工  作業土工  埋戻し 

 道路修繕  石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工  作業土工  埋戻し 

 道路修繕  ｶﾙﾊﾞｰﾄ工  作業土工  埋戻し 

 道路修繕  落石雪害防止工  作業土工  埋戻し 

 道路修繕  橋脚巻立て工  作業土工  埋戻し 

 道路修繕  構造物撤去工  作業土工  埋戻し 

 全工種共通  仮設工  仮橋･仮桟橋工  埋戻し 

覆土（流用土） 積算用単位　 m3

総括表用単位 m3

【用語の定義】

　覆土（流用土）の盛土作業で、以下の費用を含む。

・仮置土積込費
・仮置場からの運搬費
・人力盛土費
・遮水・止水シート張費
・平場敷均し費
・法面敷均し・締固め費

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤・護岸  法覆護岸工  覆土工  覆土（流用土） 

 橋梁下部  法覆護岸工  覆土工  覆土（流用土） 

覆土（発生土） 積算用単位　 m3

総括表用単位 m3

【用語の定義】

　覆土（発生土）の盛土作業で、以下の費用を含む。

・人力盛土費
・遮水・止水シート張費
・平場敷均し費
・法面敷均し・締固め費

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤・護岸  法覆護岸工  覆土工  覆土（発生土） 

 橋梁下部  法覆護岸工  覆土工  覆土（発生土） 
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覆土(採取土) 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 m3

【用語の定義】

　土取場での掘削・積込から護岸法覆部の覆土までの一連作業で、以下の費用を含む。

・覆土材採取費（搬入費を含む）
・遮水・止水シート設置費
・敷均し・締固め費

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤･護岸  法覆護岸工  覆土工  覆土(採取土) 

 河川修繕  腹付工  覆土工  覆土(採取土) 

 橋梁下部  法覆護岸工  覆土工  覆土(採取土) 

覆土(購入土) 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 m3

【用語の定義】

　購入土による護岸法覆部の覆土作業で、以下の費用を含む。

・覆土材購入費（搬入費を含む）
・遮水・止水シート設置費
・敷均し・締固め費

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤･護岸  法覆護岸工  覆土工  覆土(購入土） 

 河川修繕  腹付工  覆土工  覆土(購入土） 

 橋梁下部  法覆護岸工  覆土工  覆土(購入土） 

掘削 積算用単位　 m3

総括表用単位 式 or m3

【用語の定義】

　情報ボックス及び光ケーブルの設置における土砂の掘削作業で、以下の費用を含む。

・掘削費
・自工区流用場・仮置場への運搬費
・仮置場での整地費

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤・護岸  光ｹｰﾌﾞﾙ配管工  作業土工  掘削 

 河川維持  光ｹｰﾌﾞﾙ配管工  作業土工  掘削 

 情報ボックス  情報ボックス工  作業土工  掘削 
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路体（流用土） 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or ｍ3

【用語の定義】

　自工区内で掘削された土砂等による路体の盛土作業で、以下の費用を含む。

　なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。

・敷均し・締固め費

【  備  考  】

　数量総括表では一般に路体盛土工（レベル３）で全体数量をｍ3表示する。
　また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。仮置土は、仕様
書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を明示す
る。
　なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 道路改良  道路土工  路体盛土工  路体（流用土） 

 舗装  道路土工  路体盛土工  路体（流用土） 

 橋梁下部  道路土工  路体盛土工  路体（流用土） 

 ﾄﾝﾈﾙ(NATM)  道路土工  路体盛土工  路体（流用土） 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  道路土工  路体盛土工  路体（流用土） 

 鋼製ｼｪｯﾄﾞ  道路土工  路体盛土工  路体（流用土） 

 道路維持  道路土工  路体盛土工  路体（流用土） 

 道路修繕  道路土工  路体盛土工  路体（流用土） 

路体（発生土） 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or ｍ3

【用語の定義】

　他工事で発生し運搬されてくる土砂等による路体の盛土作業で、以下の費用を含む。

・敷均し・締固め費

【  備  考  】

　数量総括表では一般に路体盛土工（レベル３）で全体数量をｍ3表示する。
　また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。
　なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 道路改良  道路土工  路体盛土工  路体（発生土） 

 舗装  道路土工  路体盛土工  路体（発生土） 

 橋梁下部  道路土工  路体盛土工  路体（発生土） 

 ﾄﾝﾈﾙ(NATM)  道路土工  路体盛土工  路体（発生土） 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  道路土工  路体盛土工  路体（発生土） 

 鋼製ｼｪｯﾄﾞ  道路土工  路体盛土工  路体（発生土） 

 道路維持  道路土工  路体盛土工  路体（発生土） 

 道路修繕  道路土工  路体盛土工  路体（発生土） 
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路体（採取土） 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or ｍ3

【用語の定義】

　土取場での掘削・積込から路体の盛土までの一連作業で、以下の費用を含む。

・盛土材採取費（搬入費を含む）
・敷均し・締固め費

【  備  考  】

　数量総括表では一般に路体盛土工（レベル３）で全体数量をｍ3表示する。
　また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。
　なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 道路改良  道路土工  路体盛土工  路体（採取土） 

 舗装  道路土工  路体盛土工  路体（採取土） 

 橋梁下部  道路土工  路体盛土工  路体（採取土） 

 ﾄﾝﾈﾙ(NATM)  道路土工  路体盛土工  路体（採取土） 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  道路土工  路体盛土工  路体（採取土） 

 鋼製ｼｪｯﾄﾞ  道路土工  路体盛土工  路体（採取土） 

 道路維持  道路土工  路体盛土工  路体（採取土） 

 道路修繕  道路土工  路体盛土工  路体（採取土） 

路体（購入土） 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or ｍ3

【用語の定義】

　購入土による路体の盛土作業で、以下の費用を含む。

・盛土材購入費（搬入費を含む）
・敷均し・締固め費

【  備  考  】

　数量総括表では一般に路体盛土工（レベル３）で全体数量をｍ3表示する。
　また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。
　なお、購入する予定土量については、仕様書に明示する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 道路改良  道路土工  路体盛土工  路体（購入土） 

 舗装  道路土工  路体盛土工  路体（購入土） 

 橋梁下部  道路土工  路体盛土工  路体（購入土） 

 ﾄﾝﾈﾙ(NATM)  道路土工  路体盛土工  路体（購入土） 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  道路土工  路体盛土工  路体（購入土） 

 鋼製ｼｪｯﾄﾞ  道路土工  路体盛土工  路体（購入土） 

 道路維持  道路土工  路体盛土工  路体（購入土） 

 道路修繕  道路土工  路体盛土工  路体（購入土） 
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路床（流用土） 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or ｍ3

【用語の定義】

　自工区内で掘削された土砂等による路床の盛土作業で、以下の費用を含む。

　なお、仮置場から流用する場合、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。

・敷均し・締固め費

【  備  考  】

　数量総括表では一般に路床盛土工（レベル３）で全体数量をｍ3表示する。
　また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。仮置土は、仕様
書で場所を明示するとともに、数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を明示す
る。
　なお、流用土の掘削場所からの運搬は原則として、掘削工あるいは作業土工で計上する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 道路改良  道路土工  路床盛土工  路床（流用土） 

 舗装  道路土工  路床盛土工  路床（流用土） 

 橋梁下部  道路土工  路床盛土工  路床（流用土） 

 ﾄﾝﾈﾙ(NATM)  道路土工  路床盛土工  路床（流用土） 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  道路土工  路床盛土工  路床（流用土） 

 鋼製ｼｪｯﾄﾞ  道路土工  路床盛土工  路床（流用土） 

 道路維持  道路土工  路床盛土工  路床（流用土） 

 道路修繕  道路土工  路床盛土工  路床（流用土） 

路床（発生土） 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or ｍ3

【用語の定義】

　他工事で発生し運搬されてくる土砂等による路床の盛土作業で、以下の費用を含む。

・敷均し・締固め費

【  備  考  】

　数量総括表では一般に路床盛土工（レベル３）で全体数量をｍ3表示する。
　また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。
　なお、他工事から搬入される予定土量は、仕様書で明示する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 道路改良  道路土工  路床盛土工  路床（発生土） 

 舗装  道路土工  路床盛土工  路床（発生土） 

 橋梁下部  道路土工  路床盛土工  路床（発生土） 

 ﾄﾝﾈﾙ(NATM)  道路土工  路床盛土工  路床（発生土） 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  道路土工  路床盛土工  路床（発生土） 

 鋼製ｼｪｯﾄﾞ  道路土工  路床盛土工  路床（発生土） 

 道路維持  道路土工  路床盛土工  路床（発生土） 

 道路修繕  道路土工  路床盛土工  路床（発生土） 
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路床（採取土） 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or ｍ3

【用語の定義】

　土取場での掘削・積込から路床の盛土までの一連作業で、以下の費用を含む。

・盛土材採取費（搬入費を含む）
・敷均し・締固め費

【  備  考  】

　数量総括表では一般に路床盛土工（レベル３）で全体数量をｍ3表示する。
　また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。
　なお、土取場については、場所、採取予定数量を仕様書で明示する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 道路改良  道路土工  路床盛土工  路床（採取土） 

 舗装  道路土工  路床盛土工  路床（採取土） 

 橋梁下部  道路土工  路床盛土工  路床（採取土） 

 ﾄﾝﾈﾙ(NATM)  道路土工  路床盛土工  路床（採取土） 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  道路土工  路床盛土工  路床（採取土） 

 鋼製ｼｪｯﾄﾞ  道路土工  路床盛土工  路床（採取土） 

 道路維持  道路土工  路床盛土工  路床（採取土） 

 道路修繕  道路土工  路床盛土工  路床（採取土） 

路床（購入土） 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or ｍ3

【用語の定義】

　購入土による路床の盛土作業で、以下の費用を含む。

・盛土材購入費（搬入費を含む）
・敷均し・締固め費

【  備  考  】

　数量総括表では一般に路床盛土工（レベル３）で全体数量をｍ3表示する。
　また、細別数量を表示した方が妥当で検収可能な場合は数量を表示する。
　なお、購入する予定土量については、仕様書に明示する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 道路改良  道路土工  路床盛土工  路床（購入土） 

 舗装  道路土工  路床盛土工  路床（購入土） 

 橋梁下部  道路土工  路床盛土工  路床（購入土） 

 ﾄﾝﾈﾙ(NATM)  道路土工  路床盛土工  路床（購入土） 

 ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ  道路土工  路床盛土工  路床（購入土） 

 鋼製ｼｪｯﾄﾞ  道路土工  路床盛土工  路床（購入土） 

 道路維持  道路土工  路床盛土工  路床（購入土） 

 道路修繕  道路土工  路床盛土工  路床（購入土） 
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開削掘削 積算用単位　 ｍ3

総括表用単位 式 or ｍ3

【用語の定義】

　地下横断歩道、地下駐車場、共同溝、電線共同溝施工時の掘削から運び出しまたは仮置ま
での一連作業で、以下の費用を含む。

・掘削・積込費
・運搬費
・残土受入地での整地費

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 地下横断歩道  開削土工  掘削工  開削掘削 

 地下駐車場  開削土工  掘削工  開削掘削 

 共同溝  開削土工  掘削工  開削掘削 

 電線共同溝  開削土工  掘削工  開削掘削 

サンドマット 積算用単位　 ㎡

総括表用単位 ㎡

【用語の定義】

　軟弱地盤の処理、機械施工のトラフィカビリティの確保、軟弱層の圧密のための上部排水
層や盛土内の地下排水層として水位低下を目的に行う、砂の敷均し作業で、以下の費用を含
む。

・サンドマット設置費

【  備  考  】

　サンドマットに用いる材料については、購入材か、採取材かを仕様書に明記する。

工事区分（レベル１） 工　種（レベル２） 種  別（レベル３） 細　別（レベル４）
 築堤･護岸  地盤改良工  表層安定処理工  ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ 

 築堤･護岸  地盤改良工  ﾊﾟｲﾙﾈｯﾄ工  ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ 

 堤防･護岸  地盤改良工  表層安定処理工  ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ 

 堤防･護岸  地盤改良工  ﾊﾟｲﾙﾈｯﾄ工  ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ 

 道路改良  地盤改良工  ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工  ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ 

 地下横断歩道  地盤改良工  ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工  ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ 
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