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⑥ カスタマイズ施工コード 
 
 
１． 適 用 範 囲 

本資料は，さいたま市発注工事における使用頻度が高い工種を予め使用材料を設定したり，条件選択の範囲を限

定したり等，積算の利便性向上を目的として，独自にカスタマイズした施工コードを独自代価として下表 6.1のと

おり設定するものであり，適用に際しては，国土交通省土木工事標準積算基準書を参照のうえ使用すること。 

 

 

単価コード 単価名称 単位 分類 カスタマイズ内容 単価コード(元) 単価名称(元) 

CB410040S1 上層路盤 

（車道・路肩部） 

（C-30） 

ｍ２ 「各種」規格固定 <条件番号>01:材料 >> 路盤材（砕石各種） 

→<各種規格（追加元）>Y001100001:路盤材 

→<各種規格（追加）>Z002120002:クラッシャーラン C-

30  

 他条件は選択不可とする。 

CB410040 上層路盤 

（車道・路肩部） 

CB410041S1 上層路盤 

（歩道部） 

（RC-40） 

ｍ２ 「各種」規格固定 <条件番号>03:材料 >> 路盤材（各種） 

→<各種規格（追加元）>Y001100001:路盤材 

→<各種規格（追加）>Z002122003:再生クラッシャーラン 

RC-40 

他条件は選択不可とする。 

CB410041 上層路盤 

（歩道部） 

CB410041S2 上層路盤 

（歩道部） 

（C-30） 

ｍ２ 「各種」規格固定 <条件番号>03:材料 >> 路盤材（各種） 

→<各種規格（追加元）>Y001100001:路盤材 

→<各種規格（追加）>Z002120002:クラッシャーラン C-

30 

他条件は選択不可とする。 

CB410041 上層路盤 

（歩道部） 

CB410260S1 表層 

（車道・路肩部） 

ｍ２ 「各種」規格固定 <条件番号>05:材料 >> 各種（2.00以上 2.10t/m3未満） 

→<各種規格（追加元）>Y001102000：アスファルト混合

物 

→<各種規格（追加）>Z10500401:透水性ｱｽｺﾝ(13)樹脂･消

石灰入[2.00-2.10] 

  他条件は選択不可とする。 

<条件制御>条件番号 06:瀝青材料種類は「無し」以外選

択不可とする。 

CB410260 表層 

（車道・路肩部） 

CB410660S1 透水性 

アスファルト舗装 

（透水性アスコン） 

ｍ２ 「各種」規格固定 <条件番号>04:材料 >> 各種（2.00以上 2.10t/m3未満） 

→<各種規格（追加元）>Y001102000：アスファルト混合

物 

→<各種規格（追加）>Z6200501:透水性アスコン 

 他条件は選択不可とする。 

CB410660 透水性 

アスファルト舗

装 

CB410660S2 透水性 

アスファルト舗装 

（樹脂･消石灰入） 

ｍ２ 「各種」規格固定 <条件番号>04:材料 >> 各種（2.00以上 2.10t/m3未満） 

→<各種規格（追加元）>Y001102000：アスファルト混合

物 

→<各種規格（追加）>Z10500401:透水性ｱｽｺﾝ(13)樹脂･消

石灰入[2.00-2.10] 

 他条件は選択不可とする。 

CB410660 透水性 

アスファルト舗

装 

WB810010S1 鉄筋工（小口） 

［市場単価］ 

ｔ 材料変更 条件 01：鉄筋材料規格・径 について以下条件のみ選択

可能とし、また選択時の鉄筋材料コードを変更する。 

 ＜条件名＞…＜鉄筋材料コード＞ 

 SD295 D10 … Z601040102 

 SD295 D13 … Z601040202 

 SD295 D16 … Z601040302 

 SD345 D13 … Z601030202 

 SD345 D16～25 … Z601030302 

 SD345 D29～32 … Z601030702 

条件 03：施工規模は 10t未満のみ選択可能とする。 

WB810010 鉄筋工 

［市場単価］ 

 

表 1.1 施工コード一覧（工事） 
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ｔ 材料変更 条件 01：鉄筋材料規格・径 について以下条件のみ選択

可能とし、また選択時の鉄筋材料コードを変更する。 

 ＜条件名＞…＜鉄筋材料コード＞ 

 SD295 D10 … Z601040102 

 SD295 D13 … Z601040202 

 SD295 D16 … Z601040302 

 SD345 D13 … Z601030202 

 SD345 D16～25 … Z601030302 
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［市場単価］ 

WB470310 塗装前処理（二次素

地調整） 

ｍ２ 歩掛変更 週休２日補正の対象外とするため、明細の以下歩掛をカ

スタマイズ単価に変更する。 

・R0123：橋りょう塗装工 

→ R0123-2：橋りょう塗装工[工場製作工] に変更。 

WB470310 塗装前処理（二次

素地調整） 

表 1.1 施工コード一覧（工事） 
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WB470320 工場塗装 ｍ２ 歩掛変更 週休２日補正の対象外とするため、明細の以下歩掛をカ

スタマイズ単価に変更する。 

・R0123：橋りょう塗装工 

→ R0123-2：橋りょう塗装工[工場製作工] に変更。 

WB470320 工場塗装 

 

Ⅱ-6-2 
 


