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国土交通省　中国地方整備局
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岩国港臨港道路用地測量

　用地測量業務 式 1 19,320,000

測量業務価格 式 1 19,320,000

測量作業費 式 1 19,320,000

直接測量費 式 1 11,706,254

作業計画 作業計画 業務 1 114,300 114,300

現地踏査 業務 1 184,200 184,200

路線測量 用地幅杭設置測量 ｋｍ 0.77 717,700 552,629

境界確認 復元測量 万㎡ 4.53 446,500 2,022,645

境界確認 万㎡ 4.53 307,800 1,394,334

土地境界確認書作成 万㎡ 4.53 110,700 501,471

境界測量 境界測量 万㎡ 4.53 385,100 1,744,503

補助基準点の設置 万㎡ 4.53 237,100 1,074,063

用地境界仮杭設置 万㎡ 2.21 209,100 462,111

第6号代価表

第7号代価表

単 位 数量 単価 金額 摘　要

第8号代価表

第9号代価表

第2号代価表

第4号代価表

第5号代価表

第3号代価表

積　　　　　算　　　　　内　　　　　訳　　　　　表

費目／工種／種別／細別／規格

第1号代価表

中国地方整備局
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単 位 数量 単価 金額 摘　要

積　　　　　算　　　　　内　　　　　訳　　　　　表

費目／工種／種別／細別／規格

境界点間測量 境界点間測量 万㎡ 4.53 261,300 1,183,689

面積計算 面積計算 万㎡ 2.21 354,100 782,561

原図等作成 用地実測図原図作成 万㎡ 4.53 165,300 748,809

用地平面図作成 万㎡ 4.53 79,830 361,629

土地調書作成 万㎡ 4.53 81,400 368,742

土地所在図作成 筆 6 3,070 18,420

地積測量図作成 筆 6 9,708 58,248

打合せ協議 業務 1 123,900 123,900

電子成果品作成費 式 1 10,000

間接測量費 式 1 7,613,746 7,613,746

諸経費 式 1 7,613,746 7,613,746

業務価格 式 1 19,320,000

消費税相当額 式 1 1,932,000

業務費 式 1 21,252,000

業務着手時、中間打合せ、成果品納入時

第10号代価表

第13号代価表

第11号代価表

第12号代価表

第15号代価表

第16号代価表

第17号代価表

第14号代価表

中国地方整備局
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作業計画 1 業務当り 単価年度

単位 数量 単価 直接人件費 賃金 人件費等 項目 率 単価 金額

<外　業>

測量主任技師 人 人件費等 114,330

測量技師 人 機械経費 114,330

測量技師補 人 材料費 114,330

測量助手 人 通信運搬費 114,330

測量補助員 人 精度管理費 114,330

<内　業>

測量主任技師 人 0.80 45,700 36,560 36,560

測量技師 人 1.10 40,000 44,000 44,000

測量技師補 人 1.10 30,700 33,770 33,770

測量助手 人

測量補助員 人

合　　計 114,330 114,330 計 114,330

　業務内容

（変化率） 1.00

地域

縮尺

変 化 率 1.00 単位当たり 114,300

査定単位当り 114,300

第1号代価表 令和３年度

名　称

中国地方整備局
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現地踏査 1 業務当り 単価年度

単位 数量 単価 直接人件費 賃金 人件費等 項目 率 単価 金額

<外　業>

測量主任技師 人 1.00 45,700 45,700 45,700 人件費等 174,600

測量技師 人 1.00 40,000 40,000 40,000 機械経費 0.015 174,600 2,619

測量技師補 人 1.00 30,700 30,700 30,700 材料費 0.040 174,600 6,984

測量助手 人 通信運搬費 174,600

測量補助員 人 精度管理費 177,219

<内　業>

測量主任技師 人

測量技師 人

測量技師補 人

測量助手 人

測量補助員 人

合　　計 116,400 116,400 計 184,203

　業務内容

大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕　　地 原　　野 （変化率） 1.00

0.5 地域 0.50

縮尺

変 化 率 1.50 単位当たり 184,200

査定単位当り 184,200

令和３年度

名　称

第2号代価表

中国地方整備局
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用地幅杭設置測量 1 km当り 単価年度

単位 数量 単価 直接人件費 賃金 人件費等 項目 率 単価 金額

<外　業>

測量主任技師 人 人件費等 655,447

測量技師 人 3.40 40,000 136,000 136,000 機械経費 0.030 655,447 19,663

測量技師補 人 3.40 30,700 104,380 104,380 材料費 0.065 655,447 42,604

測量助手 人 3.40 29,600 100,640 100,640 通信運搬費 655,447

測量補助員 人 精度管理費 675,110

<内　業>

測量主任技師 人

測量技師 人 1.70 40,000 68,000 68,000

測量技師補 人 3.10 30,700 95,170 95,170

測量助手 人

測量補助員 人

合　　計 504,190 504,190 計 717,714

　業務内容 平地

大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕　　地 原　　野 （変化率） 1.00

0.3 地域 0.30

　　 交通量 ０～1,000台未満／12時間 交通量

変 化 率 1.30 単位当たり 717,700

査定単位当り 717,700

第3号代価表 令和３年度

名　称

中国地方整備局
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復元測量 10,000 ㎡当り 単価年度

単位 数量 単価 直接人件費 賃金 人件費等 項目 率 単価 金額

<外　業>

測量主任技師 人 人件費等 392,700

測量技師 人 1.70 40,000 68,000 68,000 機械経費 0.030 392,700 11,781

測量技師補 人 1.70 30,700 52,190 52,190 材料費 0.035 392,700 13,744

測量助手 人 1.70 29,600 50,320 50,320 通信運搬費 392,700

測量補助員 人 1.70 24,200 41,140 41,140 精度管理費 0.070 404,481 28,313

<内　業>

測量主任技師 人

測量技師 人 0.50 40,000 20,000 20,000

測量技師補 人 0.50 30,700 15,350 15,350

測量助手 人 0.50 29,600 14,800 14,800

測量補助員 人

合　　計 261,800 261,800 計 446,538

　業務内容

大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕　　地 原　　野 （変化率） 1.00

0.5 地域 0.50

縮尺

変 化 率 1.50 単位当たり 446,500

査定単位当り 446,500

令和３年度第4号代価表

名　称

中国地方整備局
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境界確認 10,000 ㎡当り 単価年度

単位 数量 単価 直接人件費 賃金 人件費等 項目 率 単価 金額

<外　業>

測量主任技師 人 1.00 45,700 45,700 45,700 人件費等 293,235

測量技師 人 1.00 40,000 40,000 40,000 機械経費 0.005 293,235 1,466

測量技師補 人 1.00 30,700 30,700 30,700 材料費 0.045 293,235 13,195

測量助手 人 1.00 29,600 29,600 29,600 通信運搬費 293,235

測量補助員 人 精度管理費 294,701

<内　業>

測量主任技師 人

測量技師 人 0.70 40,000 28,000 28,000

測量技師補 人 0.70 30,700 21,490 21,490

測量助手 人

測量補助員 人

合　　計 195,490 195,490 計 307,896

　業務内容

大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕　　地 原　　野 （変化率） 1.00

0.5 地域 0.50

縮尺

変 化 率 1.50 単位当たり 307,800

査定単位当り 307,800

名　称

第5号代価表 令和３年度

中国地方整備局
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土地境界確認書作成 10,000 ㎡当り 単価年度

単位 数量 単価 直接人件費 賃金 人件費等 項目 率 単価 金額

<外　業>

測量主任技師 人 人件費等 108,540

測量技師 人 機械経費 0.015 108,540 1,628

測量技師補 人 0.80 30,700 24,560 24,560 材料費 0.005 108,540 542

測量助手 人 0.80 29,600 23,680 23,680 通信運搬費 108,540

測量補助員 人 精度管理費 110,168

<内　業>

測量主任技師 人

測量技師 人

測量技師補 人 0.40 30,700 12,280 12,280

測量助手 人 0.40 29,600 11,840 11,840

測量補助員 人

合　　計 72,360 72,360 計 110,710

　業務内容

大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕　　地 原　　野 （変化率） 1.00

0.5 地域 0.50

縮尺

変 化 率 1.50 単位当たり 110,700

査定単位当り 110,700

令和３年度

名　称

第6号代価表

中国地方整備局
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境界測量 10,000 ㎡当り 単価年度

単位 数量 単価 直接人件費 賃金 人件費等 項目 率 単価 金額

<外　業>

測量主任技師 人 人件費等 366,765

測量技師 人 1.40 40,000 56,000 56,000 機械経費 0.025 366,765 9,169

測量技師補 人 1.40 30,700 42,980 42,980 材料費 0.025 366,765 9,169

測量助手 人 1.40 29,600 41,440 41,440 通信運搬費 366,765

測量補助員 人 1.40 24,200 33,880 33,880 精度管理費 375,934

<内　業>

測量主任技師 人

測量技師 人 0.70 40,000 28,000 28,000

測量技師補 人 0.70 30,700 21,490 21,490

測量助手 人 0.70 29,600 20,720 20,720

測量補助員 人

合　　計 244,510 244,510 計 385,103

　業務内容

大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕　　地 原　　野 （変化率） 1.00

0.5 地域 0.50

縮尺

変 化 率 1.50 単位当たり 385,100

査定単位当り 385,100

名　称

令和３年度第7号代価表

中国地方整備局
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補助基準点の設置 10,000 ㎡当り 単価年度

単位 数量 単価 直接人件費 賃金 人件費等 項目 率 単価 金額

<外　業>

測量主任技師 人 人件費等 209,580

測量技師 人 0.80 40,000 32,000 32,000 機械経費 0.025 209,580 5,239

測量技師補 人 0.80 30,700 24,560 24,560 材料費 0.035 209,580 7,335

測量助手 人 0.80 29,600 23,680 23,680 通信運搬費 209,580

測量補助員 人 0.80 24,200 19,360 19,360 精度管理費 0.070 214,819 15,037

<内　業>

測量主任技師 人

測量技師 人 0.40 40,000 16,000 16,000

測量技師補 人 0.40 30,700 12,280 12,280

測量助手 人 0.40 29,600 11,840 11,840

測量補助員 人

合　　計 139,720 139,720 計 237,191

　業務内容

大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕　　地 原　　野 （変化率） 1.00

0.5 地域 0.50

縮尺

変 化 率 1.50 単位当たり 237,100

査定単位当り 237,100

令和３年度

名　称

第8号代価表

中国地方整備局
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用地境界仮杭設置 10,000 ㎡当り 単価年度

単位 数量 単価 直接人件費 賃金 人件費等 項目 率 単価 金額

<外　業>

測量主任技師 人 人件費等 194,535

測量技師 人 0.80 40,000 32,000 32,000 機械経費 0.025 194,535 4,863

測量技師補 人 0.80 30,700 24,560 24,560 材料費 0.050 194,535 9,726

測量助手 人 0.80 29,600 23,680 23,680 通信運搬費 194,535

測量補助員 人 0.80 24,200 19,360 19,360 精度管理費 199,398

<内　業>

測量主任技師 人

測量技師 人 0.30 40,000 12,000 12,000

測量技師補 人 0.30 30,700 9,210 9,210

測量助手 人 0.30 29,600 8,880 8,880

測量補助員 人

合　　計 129,690 129,690 計 209,124

　業務内容

大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕　　地 原　　野 （変化率） 1.00

0.5 地域 0.50

縮尺

変 化 率 1.50 単位当たり 209,100

査定単位当り 209,100

第9号代価表 令和３年度

名　称

中国地方整備局
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境界点間測量 10,000 ㎡当り 単価年度

単位 数量 単価 直接人件費 賃金 人件費等 項目 率 単価 金額

<外　業>

測量主任技師 人 人件費等 228,720

測量技師 人 1.20 40,000 48,000 48,000 機械経費 0.035 228,720 8,005

測量技師補 人 1.20 30,700 36,840 36,840 材料費 0.035 228,720 8,005

測量助手 人 1.20 29,600 35,520 35,520 通信運搬費 228,720

測量補助員 人 精度管理費 0.070 236,725 16,570

<内　業>

測量主任技師 人

測量技師 人 0.20 40,000 8,000 8,000

測量技師補 人 0.40 30,700 12,280 12,280

測量助手 人 0.40 29,600 11,840 11,840

測量補助員 人

合　　計 152,480 152,480 計 261,300

　業務内容

大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕　　地 原　　野 （変化率） 1.00

0.5 地域 0.50

縮尺

変 化 率 1.50 単位当たり 261,300

査定単位当り 261,300

名　称

第10号代価表 令和３年度

中国地方整備局
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面積計算 10,000 ㎡当り 単価年度

単位 数量 単価 直接人件費 賃金 人件費等 項目 率 単価 金額

<外　業>

測量主任技師 人 人件費等 330,990

測量技師 人 機械経費 330,990

測量技師補 人 材料費 330,990

測量助手 人 通信運搬費 330,990

測量補助員 人 精度管理費 0.070 330,990 23,169

<内　業>

測量主任技師 人

測量技師 人 2.20 40,000 88,000 88,000

測量技師補 人 2.20 30,700 67,540 67,540

測量助手 人 2.20 29,600 65,120 65,120

測量補助員 人

合　　計 220,660 220,660 計 354,159

　業務内容

大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕　　地 原　　野 （変化率） 1.00

0.5 地域 0.50

縮尺

変 化 率 1.50 単位当たり 354,100

査定単位当り 354,100

第11号代価表

名　称

令和３年度

中国地方整備局



12頁

用地実測図原図作成 10,000 ㎡当り 単価年度

単位 数量 単価 直接人件費 賃金 人件費等 項目 率 単価 金額

<外　業>

測量主任技師 人 人件費等 154,510

測量技師 人 機械経費 154,510

測量技師補 人 材料費 154,510

測量助手 人 通信運搬費 154,510

測量補助員 人 精度管理費 0.070 154,510 10,815

<内　業>

測量主任技師 人

測量技師 人 1.30 40,000 52,000 52,000

測量技師補 人 1.70 30,700 52,190 52,190

測量助手 人 1.70 29,600 50,320 50,320

測量補助員 人

合　　計 154,510 154,510 計 165,325

　業務内容

1/250 1/500 1/1000 （変化率） 1.00

1 地域

縮尺

変 化 率 1.00 単位当たり 165,300

査定単位当り 165,300

令和３年度

名　称

第12号代価表

中国地方整備局
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用地平面図作成 10,000 ㎡当り 単価年度

単位 数量 単価 直接人件費 賃金 人件費等 項目 率 単価 金額

<外　業>

測量主任技師 人 人件費等 74,270

測量技師 人 機械経費 74,270

測量技師補 人 材料費 0.005 74,270 371

測量助手 人 通信運搬費 74,270

測量補助員 人 精度管理費 0.070 74,270 5,198

<内　業>

測量主任技師 人

測量技師 人 0.50 40,000 20,000 20,000

測量技師補 人 0.90 30,700 27,630 27,630

測量助手 人 0.90 29,600 26,640 26,640

測量補助員 人

合　　計 74,270 74,270 計 79,839

　業務内容

1/250 1/500 1/1000 （変化率） 1.00

1 地域

縮尺

変 化 率 1.00 単位当たり 79,830

査定単位当り 79,830

名　称

第13号代価表 令和３年度

中国地方整備局



14頁

土地調書作成 10,000 ㎡当り 単価年度

単位 数量 単価 直接人件費 賃金 人件費等 項目 率 単価 金額

<外　業>

測量主任技師 人 人件費等 81,405

測量技師 人 機械経費 81,405

測量技師補 人 材料費 81,405

測量助手 人 通信運搬費 81,405

測量補助員 人 精度管理費 81,405

<内　業>

測量主任技師 人

測量技師 人

測量技師補 人 0.90 30,700 27,630 27,630

測量助手 人 0.90 29,600 26,640 26,640

測量補助員 人

合　　計 54,270 54,270 計 81,405

　業務内容

大市街地 市街地甲 市街地乙 都市近郊 耕　　地 原　　野 （変化率） 1.00

0.5 地域 0.50

縮尺

変 化 率 1.50 単位当たり 81,400

査定単位当り 81,400

第14号代価表 令和３年度

名　称

中国地方整備局
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土地所在図作成 1 筆当り 単価年度

単位 数量 単価 直接人件費 賃金 人件費等 項目 率 単価 金額

<外　業>

測量主任技師 人 人件費等 3,070

測量技師 人 機械経費 3,070

測量技師補 人 材料費 3,070

測量助手 人 通信運搬費 3,070

測量補助員 人 精度管理費 3,070

<内　業>

測量主任技師 人

測量技師 人

測量技師補 人 0.10 30,700 3,070 3,070

測量助手 人

測量補助員 人

合　　計 3,070 3,070 計 3,070

　業務内容

（変化率） 1.00

地域

縮尺

変 化 率 1.00 単位当たり 3,070

査定単位当り 3,070

第15号代価表 令和３年度

名　称

中国地方整備局
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地積測量図作成 1 筆当り 単価年度

単位 数量 単価 直接人件費 賃金 人件費等 項目 率 単価 金額

<外　業>

測量主任技師 人 人件費等 9,565

測量技師 人 機械経費 9,565

測量技師補 人 材料費 0.015 9,565 143

測量助手 人 通信運搬費 9,565

測量補助員 人 精度管理費 9,565

<内　業>

測量主任技師 人

測量技師 人 0.05 40,000 2,000 2,000

測量技師補 人 0.15 30,700 4,605 4,605

測量助手 人 0.10 29,600 2,960 2,960

測量補助員 人

合　　計 9,565 9,565 計 9,708

　業務内容

（変化率） 1.00

地域

縮尺

変 化 率 1.00 単位当たり 9,708

査定単位当り 9,708

令和３年度

名　称

第16号代価表

中国地方整備局
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打合せ協議 1 業務当たり 単価年度

単位 数量 単価 直接人件費 賃金 人件費等 項目 率 単価 金額

<外　業>

測量主任技師 人 人件費等 123,900

測量技師 人 機械経費 123,900

測量技師補 人 材料費 123,900

測量助手 人 通信運搬費 123,900

測量補助員 人 精度管理費 123,900

<内　業>

測量主任技師 人 1.50 45,700 68,550 68,550

測量技師 人 1.00 40,000 40,000 40,000

測量技師補 人 0.50 30,700 15,350 15,350

測量助手 人

測量補助員 人

合　　計 123,900 123,900 計 123,900

　業務内容 測量主任技師測量技師 測量技師補

業務着手時 0.5 0.5 （変化率） 1.00

中間打合せ 0.5 0.5 地域

成果品納品時 0.5 0.5 縮尺

変 化 率 1.00 単位当たり 123,900

査定単位当り 123,900

令和３年度第17号代価表

名　称

中国地方整備局
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 諸経費算出表

直接測量費 成果検定費
諸経費率

算出対象額
諸経費率

(％)
諸経費

端数調整後の
諸　経　費

摘　　要

11,706,254 0 11,706,254 65.1% 7,620,771 7,613,746
(11,706,254) (0)

※下段(　)は「総額」であり、上段はそのうちの「諸経費対象額」である。

業務区分

用地測量

中国地方整備局



 電子成果品作成費算出表

直接人件費
直接人件費

対象額
(a)

電子成果品作成費
(b)

摘　　要

10,805,794 10,805,000 2,000 b=2.3×a^0.44

上限 170,000

下限 10,000

10,000

業務区分

用地測量

電子成果品作成費


