
千葉県 県土整備部 技術管理課 

平成２６年８月２７日 

施工パッケージ型積算方式に 
関する説明会 



 １．施工パッケージ型積算方式の概要 
   施工パッケージ型積算方式とは 

◆国が平成２４年１０月から試行導入を開始した新たな積算方式 

◆施工パッケージを導入した工種は、歩掛が削除される 

◆直接工事費の算出 
   従来の積上げ方式：「歩掛」 
          ↓ 
   施工パッケージ型積算方式：機械経費、労務費、材料費を 
   含んだ「単価」を用いて直接工事費を算出 
 
◆間接費は積み上げ方式と変わらない 



 １．施工パッケージ型積算方式の概要 
   国の導入状況 

◆平成２４年１０月１日以降に入札を行う工事より試行を開始 

◆ ６工事区分（道路維持・修繕、河川維持・修繕、砂防堰堤、電線
共同溝）の他の主要工種にも適用予定 

◆一般土木工事 
 平成２６年４月現在で２０７工種を適用 
 ３工事区分（舗装、道路改良、築堤・護岸）については施工パッ
ケージへの移行がほぼ完了（使用頻度ベースでは約５割） 
◆港湾工事 
 平成２６年４月から港湾工事独自の施工パッケージとして１工種
（根固ブロック製作）が導入され、併せて、一般土木工事で適用さ
れている１４工種（土工等）について適用 



 １．施工パッケージ型積算方式の概要 
   用語の定義・解説 

※国総研ＨＰにて公表されているもの 



 １．施工パッケージ型積算方式の概要 
   積上げ型と施工パッケージ型との相違点イメージ１ 

複数の単価表が１つの単価表にパッケージ化されたもの 
 ～重力式擁壁：１m3当り～ 

・一般世話役 
・普通作業員 
・生コンクリート 
・ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転 
・圧送管組立・撤去 
    ・ 
    ・  
 
    
 

・ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転 
・圧送管組立・撤去 
    ・ 
    ・ 
    ・ 
 
 
 

積上積算 

1次単価表 
入力条件数：15 

2次単価表 

3次単価表 

1次単価表 
入力条件数：5 

2次単価表 

施工パッケージ型積算 

・労務 
・材料 
・機械 
各構成比 

パッケージ化 



 １．施工パッケージ型積算方式の概要 
   積上げ型と施工パッケージ型との相違点イメージ２ 

９．埋  戻  し ３．埋  戻  し

積上げ：９工種 施工パッケージ：３工種

１．床　　　掘 １．床　　　掘

２．基礎砕石工

２．排水構造物工

選択条件数：４
　１．コンクリート規格
　２．内空高
　３．１０ｍ当たりCon使用量
　４．養生工の種類

３．型枠工（均し基礎Con）

４．均しコンクリート打設

５．鉄筋工

６．型枠工

７．目地材設置

８．コンクリート打設

複数の歩掛が１つの施工パッケージに対応しているもの 
 ～排水構造物工（現場打ち水路（本体））：１m当り～ 

積上積算 施工パッケージ型積算 



 １．施工パッケージ型積算方式の概要 
   出力帳票の違い（積み上げ型・金入り）１／２ 

別 紙 



 １．施工パッケージ型積算方式の概要 
   出力帳票の違い（積み上げ型・金入り）２／２ 

別 紙 



単－2号

1.000-00000020

表層（車道部） 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ
混合物（20） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 単位 数量 単価

名称 規格 摘要

標準単価

労務構成比率

普通作業員 R0102

管理費区分　無

特殊作業員 R0101

管理費区分　無

特殊運転手 R0114

管理費区分　無

土木一般世話役 R0125

管理費区分　無

材料構成比率

再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（２０） Z004101003

管理費区分　無

アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用 Z004130003

管理費区分　無

軽油 １．２号 Z006702002

管理費区分　無

       0.46         121        　  123

- 2 -

％

％

       2.51         90.7             95

      85.30        10,500         10,100

％

％

      88.35

％

  　   0.60       21,900         22,400

       1.68       20,200         20,900

％

％

       1.72       20,600         21,000

       2.89       17,200         17,300

％

％

       8.20

1,549

2次単価表（施工パッケージ）

労務調整係数－超過－規制

ｍ２

            1                       1,503
単位 構成比率 標準単価 単価

１．施工パッケージ型積算方式の概要 
   出力帳票の違い（施工パッケージ型・金入り）１／２ 

千葉単価 

東京単価 

標準単価構成比 

東京標準単価 

労務 
最大４職種 

材料 
最大４規格 

別 紙 



単－2号

1.000-00000020

表層（車道部） 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ
混合物（20） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 単位 数量 単価

名称 規格 摘要

機械構成比率

アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m M001003033

［排出ガス対策型 ％ 管理費区分　無

（第２次基準値）］        1.85        38,200        38,200

タイヤローラ ［普通型・排出ガス対策型 M000802006

（第１次基準値）］ 質量　8～20t ％ 管理費区分　無

       0.53        10,800        10,800

ロードローラ ［マカダム・排出ガス対策型 M000801008

（第１次基準値）］ 質量10～12t ％ 管理費区分　無

     　0.52        11,700        11,700

J01 平均厚さ 45mm以上55mm未満

J02 平均幅員 1.4m以上

J03 材料 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（20）

J04 瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

- 3 -

％

       3.45

労務調整係数－超過－規制

ｍ２

            1                       1,503
単位 構成比率 標準単価 単価

2次単価表（施工パッケージ）

１．施工パッケージ型積算方式の概要 
   出力帳票の違い（施工パッケージ型・金入り）２／２ 

入力条件 
（金抜きにも表示予定） 

機械 
最大３機種 

別 紙 



 １．施工パッケージ型積算方式の概要 
   出力帳票の違い（積み上げ型） 



単－2号

1.000-00000020

表層（車道部） 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 単位 数量 単価

名称 規格 摘要

標準単価

労務構成比率

普通作業員 R0102

特殊作業員 R0101

特殊運転手 R0114

土木一般世話役 R0125

材料構成比率

再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（２０） Z004101002

％

アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用 Z004130003

％

軽油 １．２号 Z006702002

機械構成比率

％

％

％

％

％

％

％

％

2次単価表（施工パッケージ）

労務調整係数－超過－規制

ｍ２

            1

単位 構成比率 標準単価 単価

１．施工パッケージ型積算方式の概要 
   出力帳票の違い（施工パッケージ型 1/2） 

千葉単価 

東京単価 

標準単価構成比 

東京標準単価 



単－2号

1.000-00000020

表層（車道部） 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙ
ﾄ混合物(20) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 単位 数量 単価

名称 規格 摘要

アスファルトフィニッシャ 排出ガス対策型(第2次)舗装幅2.4～6.0m M001003033

％

タイヤローラ 質量　8～20t M000802006

ロードローラ 質量10～12t M000801008

J01 平均厚さ 45mm以上55mm未満

J02 平均幅員 1.4m以上

J03 材料 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（20）

J04 瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

％

％

労務調整係数－超過－規制

ｍ２

            1

単位 構成比率 標準単価 単価

2次単価表（施工パッケージ）

１．施工パッケージ型積算方式の概要 
   出力帳票の違い（施工パッケージ型 2/2） 

入力条件 
（金抜きにも表示予定） 



 １．施工パッケージ型積算方式の概要 
   標準単価から積算単価への補正式のイメージ 

H26.10千葉機械単価 H26.10千葉労務単価 H26.10千葉材料単価 

H25.4東京機械単価 H25.4東京労務単価 H25.4東京材料単価 



 １．施工パッケージ型積算方式の概要 
   標準単価表の内容 



 １．施工パッケージ型積算方式の概要 
   標準単価から積算単価への補正式 



 １．施工パッケージ型積算方式の概要 
   標準単価から積算単価への算出方法（計算例） 



東京単価（分母）、千葉単価（分子）について 

千葉単価（分子）
発注時点での最新適用世代単価

東京単価（分母）
（H26年度は、H25.4月時点単価）

機械

・機械損料表（損料）
・物価資料（賃料）

・機械損料表（損料）
・物価資料（賃料）

労務

・千葉県積算基準（単価編） ・国土交通省HP

材料

・千葉県積算基準（単価編）
・物価資料
・特別調査　等

・物価資料より
・国総研HP（代表材料規格の
基準単価作成方法について）

●東京単価 
●千葉単価 

刊行物（建設物価、積算資料）または機械損料表より 
 



東京単価について 

機械(賃料)、材料の「東京単価」の注意点（千葉単価との違い） 

＜東京単価の作成時に物価資料の平均値を用いる場合、以下の考え（国総研記
載の考え）で端数処理をしている＞ 
 
 ・単価の有効桁の大きい方の桁を、決定額の有効桁とする。 

  （例） 
  建設物価 33,500円 （有効桁3桁）   
  積算資料 34,000円 （有効桁2桁） 
   
  平均額 33,750円 
  決定額 33,700円（有効桁3桁、4桁以上切捨て） 
   
 ・大きい方の有効桁が３桁未満のときは、決定額の有効桁は３桁 
  とする。 
  （例） 
  建設物価 560円 （有効桁2桁）   
  積算資料 570円 （有効桁2桁） 
 
  平均額 565円 
  決定額 565円（有効桁3桁、4桁以上切捨て） 
   

 



表１ 単価設定の優先順位 

優先順位 名 称 内 訳 摘 要 

1 
県設定

単 価 

 

 

そのまま 

 

 

 

2 
物価 

資料 

① 平均値 
利用最新月掲載 

② 一方掲載値 

③ 公表価格 (  〃  かつ割引率(額)を乗じた価格) 

3 
特別調査   

(臨時調査) 

１工事材料調達 100 万円以上もしくは 

１資材材料単価 10 万円以上  
平成１７年１２月１日以降の積算から適用  

4 見 積 り 
     〃    100 万円未満 

かつ   〃     10 万円未満 

３社以上で異常値を除いた徴収の平均額  

ただし、見積書の数が多い場合は、最頻度

価格を採用する。 

 

 端数整理区分(優先順位１～４共通)  

a.1,000 円未満                       1 円単位 

b.1,000 円以上 10,000 円未満      10 円未満切捨て   10 円単位 

c.10,000 円以上 100,000 円未満  100 円未満切捨て  100 円単位 

d.100,000 円以上             1,000 円未満切捨て 1,000 円単位 

千葉単価について 

積算基準（単価編）より抜粋 

千葉単価は、従来の単価の考えと同じ 



 １．施工パッケージ型積算方式の概要 
   施工パッケージ一覧 1/3（Ｈ２６年１０月適用分） 

分類 No パッケージ名称 分類 No パッケージ名称 分類 No パッケージ名称

総則    1 現場発生品・支給品運搬 26 小車運搬（運搬～取卸し） 51 現場打基礎コンクリート

2 掘削 27 ベルトコンベア併用人力掘削（床掘り） 52 天端コンクリート

3 土砂等運搬 28 ベルトコンベア併用人力積込 53 小型擁壁（Ａ）

4 整地 29 安定処理 54 小型擁壁（B）

5 路体（築堤）盛土 30 法面整形 55 重力式擁壁

6 路床盛土 31 市松芝 56 もたれ式擁壁

7 押土（ルーズ） 32 吹付法面取壊し 57 逆Ｔ型擁壁

8 積込（ルーズ） 33 人工張芝 58 L型擁壁

9 人力積込 34 基礎砕石 59 化粧型枠

10 転石破砕 35 裏込砕石 60 化粧型枠（材料費）

11 土材料 36 基礎栗石 61 ぺーラインコンクリート（材料費）

12 残土等処分 37 裏込栗石 62 プレキャスト擁壁設置

13 床掘り 38 採取小割 63 ヒューム管（Ｂ形管）

14 掘削補助機械搬入搬出 39 コンクリートブロック積 64 ボックスカルバート

15 基面整正 40 間知ブロック張 65 暗渠排水管

16 舗装版破砕積込み（小規模土工） 41 平ブロック張 66 フィルター材

17 埋戻し 42 連節ブロック張 67 管（函）渠型側溝

18 タンパ締固め 43 緑化ブロック積 68 プレキャスト集水桝

19 人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石 44 緑化ブロック（材料費） 69 プレキャスト集水桝（材料費）

20 人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等 45 天端ブロック（材料費） 70 鉄筋コンクリート台付管

21 人肩運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類 46 胴込・裏込コンクリート 71 プレキャストＬ形側溝

22 人肩運搬（運搬～取卸し） 47 胴込・裏込材（砕石） 72 プレキャストマンホール

23 小車運搬（積込み～運搬～取卸し）土・石 48 遮水シート 73 ＰＣ管

24 小車運搬（積込み～運搬～取卸し）セメント等 49 吸出し防止材（全面）設置 74 コルゲートパイプ

25 小車運搬（積込み～運搬～取卸し）積ブロック類 50 植樹 75 コルゲートフリューム

共通工
土工

土工

共通工



 １．施工パッケージ型積算方式の概要 
   施工パッケージ一覧 2/3（Ｈ２６年１０月適用分） 

分類 No パッケージ名称 分類 No パッケージ名称 分類 No パッケージ名称

76 現場打ち水路（本体） 101 函渠 126 中詰コンクリート

77 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 102 殻運搬 127 かごマット設置

78 サンドマット 103 コンクリート 128 野芝種子吹付

79 安定シート・ネット 104 モルタル練 129 被覆シート張

80 粉体噴射撹拌 105 型枠 130 養生(散水養生)

81 粉体噴射撹拌（移設） 106 撤去しない埋設型枠（材料費） 131 袋詰玉石

82 粉体噴射撹拌(軸間変更) 107 消波根固めブロック製作 132 笠コンクリートブロック据付

83 削孔（アンカー） 108 消波根固めブロック据付 133 笠コンクリートブロック据付（材料費）

84 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 109 消波根固めブロック運搬 134 掘削（光ケーブル配管）

85 グラウト注入（アンカー） 110 消波根固めブロック仮置 135 埋戻し・締固め

86 ボーリングマシン移設（アンカー） 111 根固めブロック撤去 136 敷砂，保護砂（材料費）

87 足場（アンカー） 112 散在塵芥処理 137 配管設置（埋設部）

88 アンカー（材料費） 113 運搬(散在塵芥処理) 138 配管設置（露出部）

89 石積取壊し（人力） 114 堆積塵芥処理(機械処理) 139 ハンドホール

90 コンクリートはつり 115 堆積塵芥処理(人力処理) 140 配管支持金具（材料費）

91 積込(コンクリート殻) 116 運搬(堆積塵芥処理) 141 プルボックス（材料費）

92 吸出し防止材設置 117 河床等掘削 142 可とう電線管（材料費）

93 目地板 118 軟弱土等運搬 143 伸縮継手（材料費）

94 止水板 119 巨石張（練） 144 ノーマルベンド（材料費）

95 じゃかご 120 巨石張（空） 145 多孔保護管（材料費）

96 ふとんかご 121 巨石積（練） 146 掘削（砂防）

97 止杭打込 122 巨石（材料費） 147 土砂等運搬（砂防）

98 現場取卸(鋼桁) 123 巨石採取 148 押土（ルーズ）（砂防）

99 現場取卸(PC桁) 124 プレキャスト基礎 149 積込（ルーズ）（砂防）

100 現場取卸(鋼管杭) 125 プレキャスト基礎（材料費）

コンク
リート
工

河川海
岸

共通工

共通工

河川維
持工

河川維
持工

砂防



 １．施工パッケージ型積算方式の概要 
   施工パッケージ一覧 3/3（Ｈ２６年１０月適用分） 

分類 No パッケージ名称 分類 No パッケージ名称 分類 No パッケージ名称

150 不陸整正 174 地先境界ブロック撤去 199 覆工板設置・撤去

151 下層路盤（車道・路肩部） 175 特殊ブロック舗装 200 管路材設置

152 下層路盤（歩道部） 176 排水桝 201 受金具（材料費）

153 上層路盤（車道・路肩部） 177 橋名板取付 202 支持金具（材料費）

154 上層路盤（歩道部） 178 橋梁用高欄 203 管路受台（スペーサ）（材料費）

155 基層（車道・路肩部） 179 橋梁用高欄一体式（材料費） 204 プレキャストブロック設置

156 中間層（車道・路肩部） 180 飾り高欄 205 蓋設置

157 表層（車道・路肩部） 181 飾り高欄（材料費） 206 蓋（材料費）

158 基層（歩道部） 182 距離標 橋梁工 207 排水管

159 中間層（歩道部） 183 路面切削

160 表層（歩道部） 184 殻運搬（路面切削） 分類 No パッケージ名称

161 アスカーブ 185 舗装版破砕 208 根固ブロック工（根固ブロック製作工）

162 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 186 舗装版切断 (2) 掘削

163 フィルター層敷設 187 素地調整 (3) 土砂等運搬

164 透水性アスファルト舗装 188 付属構造物塗替 (4) 整地

165 踏掛版 189 路面清掃(路肩部・人力) (5) 路体（築堤）盛土

166 基礎ブロック（立入防止柵） 190 路面清掃(歩道等・人力) (6) 路床盛土

167 金網（フェンス）・支柱（立入防止柵） 191 側溝清掃（人力清掃工） (7) 押土（ルーズ）

168 支柱 192 ガードレール復旧 (8) 積込（ルーズ）

169 支柱（材料費） 193 ガードパイプ復旧 (9) 人力積込

170 車止めポスト 194 舗装版破砕積込 (13) 床掘り

171 歩車道境界ブロック 195 床掘り (15) 基面整正

172 地先境界ブロック 196 埋戻し・締固め (16) 舗装版破砕積込（小規模土工）

173 歩車道境界ブロック撤去 197 運搬（電線共同溝） (17) 埋戻し

198 軽量鋼矢板設置・撤去 (18) タンパ締固め

(102) コンクリート殻運搬

舗装工

付属施
設

港湾

付属施
設

共同溝
工

共同溝
工

道路維
持修繕
工



 ２．積算基準書について 
   施工パッケージの表記（施工概要） 



 ２．積算基準書について 
   施工パッケージの表記（積算条件区分、費用内訳） 



 ２．積算基準書について 
   施工パッケージの表記（代表機労材規格一覧） 



 ２．積算基準書について 
   施工パッケージの表記（歩掛条件を括った場合の記載） 



 ２．積算基準書について 
   施工パッケージの表記（「実数入力」の「条件区分化」） 



 ３．設計変更について 
   施工数量の変更（変更対応方法） 



 ３．設計変更について 
   施工数量の変更（打設量、掘削量など） 



 ３．設計変更について 
   施工数量の変更（数量が同じで規格のみ変更） 



 ３．設計変更について 
   幅のある条件区分の変更（Ａｓ舗装の厚さなど） 



 ３．設計変更について 
   施工機種の変更 



 ４．その他 
   国総研ＨＰ公表内容（平成２６年４月現在） 


