
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工事数量総括表サンプル 
 



工　事　数　量　総　括　表 一般国道○○○号NO.30+60付近盛土工事

道路改良 道路土工 掘削工 土砂掘削 岩錘、腐葉土 ｍ3 1,358

―〃― 軟岩掘削 ｍ3 30

路体盛土工 流用土路体 ｍ3 11,969

作業残土処理工 （作業残土処理） 岩錘、腐葉土 ｍ3 1,358
搬入盛土(不足土
量) ｍ3 11,969

法面工

植生工 客土吹付 盛土法面積 ｍ2 1,114
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)
工

作業土工 床掘り ｍ3 19

埋戻し ｍ3 12

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み 裏コン15cm ｍ2 41.3

―〃― 裏コン10cm ｍ2 7.2

裏込砕石 RC-40 ｍ3 21

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 RB-2 ｍ 2.9

―〃― RB-3 ｍ 12.4

2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ 8.3

3号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ 5.2

4号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ 4.0

(ﾚﾍﾞﾙ1)
工事区分

(ﾚﾍﾞﾙ2)
工　種

(ﾚﾍﾞﾙ3)
種　別

(ﾚﾍﾞﾙ4)
細　別 備　　考(ﾚﾍﾞﾙ5)

規　格 単位 数　　量



工　事　数　量　総　括　表 一般国道○○○号NO.30+60付近盛土工事
(ﾚﾍﾞﾙ1)
工事区分

(ﾚﾍﾞﾙ2)
工　種

(ﾚﾍﾞﾙ3)
種　別

(ﾚﾍﾞﾙ4)
細　別 備　　考(ﾚﾍﾞﾙ5)

規　格 単位 数　　量

コンクリート舗装 歩道用 ｍ2 15.4 1号ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁横

ｶﾙﾊﾞ ﾄー工

現場打ｶﾙﾊﾞ ﾄー工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25 ｍ3 356.9

鉄筋 SD345,D22 ｔ 7.733

―〃― SD345,D19 ｔ 3.431

―〃― SD345,D16 ｔ 1.350

―〃― SD345,D13 ｔ 10.523

コンクリート舗装 歩道用 ｍ2 82 カルバート内舗装

盛　土 砂質土 ｍ3 37 地山切取土から流用

水替工 仮排水管 φ600 m 110.0 設置・撤去

沈澱池 A-ァタイプ ヶ所 1.0 設置・撤去

地盤改良工

固結工 ｽﾗﾘｰ撹拌
機械(ロータリー)攪
拌式 ｍ3 702

砕石盛土 RC-40 ｍ3 202

小型水路工

作業土工 床掘り ｍ3 170

埋戻し ｍ3 154

側溝工 角フリューム PS-S300 ｍ 57.0



工　事　数　量　総　括　表 一般国道○○○号NO.30+60付近盛土工事
(ﾚﾍﾞﾙ1)
工事区分

(ﾚﾍﾞﾙ2)
工　種

(ﾚﾍﾞﾙ3)
種　別

(ﾚﾍﾞﾙ4)
細　別 備　　考(ﾚﾍﾞﾙ5)

規　格 単位 数　　量

4号小段排水工 ｍ 72.5

大型フリューム B600×H600 ｍ 22.5
階段式大型フ
リューム B600×H600 ｍ 21.0

1号縦排水路 ｍ 44.5

2号縦排水路 箇所 1.0

3号縦排水路 箇所 1.0
現場打(組立)水路
工 現場打水路 US1-B300-H300 ｍ 2.1

--〃-- US1-B600-H600 ｍ 5.7

--〃-- US2-B600-H700 ｍ 5.0

集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工 1号集水桝
B1000×L1000×
H750 箇所 1.0

2号集水桝
B1000×L1000×
H850 箇所 1.0

3号集水桝
B1000×L1000×
H850 箇所 1.0

4号集水桝
B1000×L1000×
H850 箇所 1.0

5号集水桝
B1000×L1000×
H750 箇所 1.0

6号集水桝
B500×L500×
H450 箇所 6.0

地下排水工 1号地下排水工 φ200 ｍ 156.0

2号地下排水工 φ200 ｍ 49.0

排水マット
面状排水材
t10×300 ｍ 805.0



工　事　数　量　総　括　表 一般国道○○○号NO.30+60付近盛土工事
(ﾚﾍﾞﾙ1)
工事区分

(ﾚﾍﾞﾙ2)
工　種

(ﾚﾍﾞﾙ3)
種　別

(ﾚﾍﾞﾙ4)
細　別 備　　考(ﾚﾍﾞﾙ5)

規　格 単位 数　　量

転圧補助材

連続長繊維不織
布
t=2mm ｍ2 1,496.0

フトンカゴ WM-8 枚 18

道路付属施設工

道路付属物工

階段工
W=1.0,N=1:1.8
盛土用 ｍ 13.0

鋼板蓋 B700-L1000 枚 1.0 階段への渡版として使用



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工種別数量集計表サンプル 
 



道路土工数量集計表
(ﾚﾍﾞﾙ3) (ﾚﾍﾞﾙ4) (ﾚﾍﾞﾙ5)

種別 細別 規格 単位 数　　量 備　考

掘削工 土砂掘削 岩錘、腐葉土 ｍ3 1,357.8

―〃― 軟岩掘削 ｍ3 30.0

路体盛土工 流用土路体 ｍ3 11,968.5

作業残土処理工 （作業残土処理） 岩錘、腐葉土 ｍ3 1,357.8
搬入盛土(不足土
量) ｍ3 11,969.4



法面工数量集計表
(ﾚﾍﾞﾙ3) (ﾚﾍﾞﾙ4) (ﾚﾍﾞﾙ5)

種別 細別 規格 単位 数　　量 備　考

植生工 客土吹付 盛土法面積 ｍ2 1,113.7



石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工数量集計表
(ﾚﾍﾞﾙ3) (ﾚﾍﾞﾙ4) (ﾚﾍﾞﾙ5)

種別 細別 規格 単位 数　　量 備　考

作業土工 床掘り ｍ3 19.4

埋戻し ｍ3 12.3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み 裏コン15cm ｍ2 41.3

―〃― 裏コン10cm ｍ2 7.2

裏込砕石 RC-40 ｍ3 21.4

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 RB-2 ｍ 2.9

―〃― RB-3 ｍ 12.4

2号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ 8.3

3号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ 5.2

4号天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ 4.0

コンクリート舗装 歩道用 ｍ2 15.4 1号ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁横



ｶﾙﾊﾞｰﾄ工数量集計表
(ﾚﾍﾞﾙ3) (ﾚﾍﾞﾙ4) (ﾚﾍﾞﾙ5)

種別 細別 規格 単位 数　　量 備　考

現場打ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25 ｍ3 356.9

鉄筋 SD345,D22 ｔ 7.733

―〃― SD345,D19 ｔ 3.431

―〃― SD345,D16 ｔ 1.350

―〃― SD345,D13 ｔ 10.523

コンクリート舗装 歩道用 ｍ2 82.0

盛　土 砂質土 ｍ3 36.8

水替工 仮排水管 φ600 m 110.0 設置・撤去

沈澱池 A-ァタイプ ヶ所 1.0 設置・撤去



地盤改良工数量集計表
(ﾚﾍﾞﾙ3) (ﾚﾍﾞﾙ4) (ﾚﾍﾞﾙ5)

種別 細別 規格 単位 数　　量 備　考

固結工 ｽﾗﾘｰ撹拌
機械(ロータリー)攪
拌式 ｍ3 702

砕石盛土 RC-40 ｍ3 202.1



小型水路工数量集計表
(ﾚﾍﾞﾙ3) (ﾚﾍﾞﾙ4) (ﾚﾍﾞﾙ5)

種別 細別 規格 単位 数　　量 備　考

作業土工 床掘り ｍ3 169.9

埋戻し ｍ3 153.7

側溝工 角フリューム PS-S300 ｍ 57.0

4号小段排水工 ｍ 72.5

大型フリューム B600×H600 ｍ 22.5
階段式大型フ
リューム B600×H600 ｍ 21.0

1号縦排水路 ｍ 44.5

2号縦排水路 箇所 1.0

3号縦排水路 箇所 1.0
現場打(組立)水路
工 現場打水路 US1-B300-H300 ｍ 2.1

--〃-- US1-B600-H600 ｍ 5.7

--〃-- US2-B600-H700 ｍ 5.0

集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工 1号集水桝
B1000×L1000×
H750 箇所 1.0

2号集水桝
B1000×L1000×
H850 箇所 1.0

3号集水桝
B1000×L1000×
H850 箇所 1.0

4号集水桝
B1000×L1000×
H850 箇所 1.0

5号集水桝
B1000×L1000×
H750 箇所 1.0

6号集水桝
B500×L500×
H450 箇所 6.0

地下排水工 1号地下排水工 φ200 ｍ 156.0

2号地下排水工 φ200 ｍ 49.0

排水マット
面状排水材
t10×300 ｍ 805.0

転圧補助材
連続長繊維不織布
t=2mm ｍ2 1,496.0

フトンカゴ WM-8 枚 18



道路付属施設工数量集計表
(ﾚﾍﾞﾙ3) (ﾚﾍﾞﾙ4) (ﾚﾍﾞﾙ5)

種別 細別 規格 単位 数　　量 備　考

道路付属物工

階段工
W=1.0,N=1:1.8
盛土用 ｍ 13.0

鋼板蓋 B700-L1000 枚 1.0 階段への渡版として使用


