
調 査 業 務

Ａレベル Ｂ１レベル Ｂ２レベル Ｂ３レベル Ｃ１レベル

費　目 工　種 種　別 細　別 構成単価

直接人件費～
機械経費

直接人件費～
機械経費

機械ボーリング 機械ボーリング 調査業務－1

オーガーボーリ
ング

オーガーボーリング 調査業務－1

サンプリング サンプリング 調査業務－1

サウンディング
及び原位置試験

サウンディング及び原位置試験 調査業務－1

室内試験 土質試験 調査業務－1

岩石試験 調査業務－1

骨材試験 調査業務－1

解析等調査 解析等調査_直接労務費 調査業務－1

物理探査 物理探査 調査業務－1

地すべり調査 移動変形調査 調査業務－1

地下水位測定 調査業務－1

地下水追跡試験 調査業務－1

地下水検層 調査業務－1

物理検層 物理検層 調査業務－1

井戸検層 井戸検層 調査業務－1

直接人件費 直接人件費 旅費・交通費(直接人件費)_調査 調査業務－1

直接経費 直接経費 調査業務－1

間接調査費(施工
管理費を除く)

間接調査費 施工
管理費を除く

運搬費 運搬費_調査 調査業務－1

準備費 準備費_調査 調査業務－1

仮設費 仮設費_調査 調査業務－2

安全費 安全費_調査 調査業務－2

旅費交通費 旅費･交通費(調査打合せ) 調査業務－2

旅費･交通費(調査外業日帰り) 調査業務－2

旅費･交通費(調査外業宿泊) 調査業務－2

借地料 借地料 調査業務－2

営繕費 営繕費 調査業務－2

その他 その他 調査業務－2

その他 調査業務－2

備　考

調査業務（一般）

C１レベルについては、

業務工種体系化構成表を参照。



調 査 業 務

Ａレベル Ｂ１レベル Ｂ２レベル Ｂ３レベル Ｃ１レベル

費　目 工　種 種　別 細　別 構成単価

備　考

直接人件費～
機械経費

直接人件費～
機械経費

機能診断 機能診断(調査業務) 調査業務－2

直接人件費 旅費･交通費(直接人件費)_設計 調査業務－2

直接経費 直接経費 直接経費 調査業務－2

間接調査費(施工
管理費を除く)

間接調査費 施工
管理費を除く

運搬費 運搬費 調査業務－2

準備費 準備費 調査業務－2

仮設費 仮設費 調査業務－2

安全費 安全費 調査業務－2

旅費交通費 旅費･交通費(設計打合せ) 調査業務－2

旅費･交通費(設計外業宿泊) 調査業務－2

借地料 借地料 調査業務－2

営繕費 営繕費 調査業務－2

その他 その他 調査業務－2

その他 調査業務－2

直接人件費～
機械経費

直接人件費～
機械経費

直接人件費～
機械経費

調査業務－3

直接人件費 旅費･交通費(直接人件費)_調査 調査業務－3

直接経費 直接経費 調査業務－3

間接調査費(施工
管理費を除く)

間接調査費 運搬費 運搬費 調査業務－3

準備費 準備費 調査業務－3

仮設費 仮設費 調査業務－3

安全費 安全費 調査業務－3

旅費交通費 旅費･交通費(調査打合せ) 調査業務－3

旅費･交通費(調査外業日帰り) 調査業務－3

旅費･交通費(調査外業宿泊) 調査業務－3

借地料 借地料 調査業務－3

営繕費 営繕費 調査業務－3

その他 その他 調査業務－3

その他 調査業務－3

調査業務（機能診断）

その他調査業務

C1レベルについては、

業務工種体系化構成表を参照。

C1レベルについては、

業務工種体系化構成表を参照。



業 務 工 種 体 系 化 構 成 表 調査業務－1

工種,種別(B1,B2ﾚﾍﾞﾙ)
細別(B3ﾚﾍﾞﾙ)

直接人件費～機械経費 　
機械ボーリング

機械ボーリング ｍ 機械ボーリング(地質調査用)_市場単価

オーガーボーリング

　オーガーボーリング ｍ オーガーボーリング

サンプリング

　サンプリング 本

固定ピストン式シンウォールサンプラー（シンウォールサンプリ
ング）_市場単価、ロータリー式二重管サンプラー（デニソンサ
ンプリング）_市場単価、ロータリー式三重管サンプラー（トリ
プルサンプリング）_市場単価、ピートサンプリング

サウディング及び原位置試験

　サウンディング及び
原位置試験 回

標準貫入試験_市場単価、孔内載荷試験（プレッシャーメータ試
験・ボアホールジャッキ試験）_市場単価、現場透水試験_市場単
価、スクリューウエイト貫入試験（スウェーデン式サウンディン
グ）_市場単価、オランダ式二重管コーン貫入試験_ポータブル
コーン貫入試験_市場単価、ベーンテスト、現場密度試験、球体
落下試験(Ｄ値)

室内試験

土質試験 式

岩石試験 式

骨材試験 式

解析等調査

解析等調査_直接労務費 業務 解析等調査_一般調査

物理探査

物理探査 式

地すべり調査

移動変形調査 調査方法 式

地下水位測定 測定工法 式

地下水追跡試験 測定工法 式

地下水検層 式

物理検層

物理検層 工法 式

井戸検層

井戸検層 式

直接人件費
直接人件費 　

旅費･交通費(直接人件費)_調査 回 打合せ(調査業務(基準日額))、基準日額(調査外業宿泊)

直接経費
直接経費

間接調査費 施工管理費を除く
　運搬費 　

運搬費_調査
総運搬距離・設置
距離を表示

ton
ボーリング資材用運搬、人肩運搬_市場単価、特装車運搬(クロー
ラ)_市場単価、モノレール運搬_市場単価、モノレール架設･撤去
_市場単価、モノレール機械器具損料

準備費

準備費_調査 業務 準備及び跡片付け、搬入路伐採等、調査孔閉塞、給水費

調査業務（一般）

備　考規　格 単位 構成単価（C1レベル）



業 務 工 種 体 系 化 構 成 表 調査業務－2

工種,種別(B1,B2ﾚﾍﾞﾙ)
細別(B3ﾚﾍﾞﾙ)

備　考規　格 単位 構成単価（C1レベル）

仮設費

仮設費_調査 区分 箇所 足場仮設_市場単価

安全費

安全費_調査 業務 環境保全

旅費交通費

旅費･交通費(調査打合せ) 回 打合せ(調査業務(旅費･交通費))

旅費･交通費(調査外業日帰り) 式 旅費･交通費(調査外業日帰)

旅費･交通費(調査外業宿泊) 式 旅費･交通費(調査外業宿泊)

借地料

借地料

営繕費

営繕費

その他

その他

直接人件費～機械経費 　
機能診断

機能診断 式

現地踏査、近接目視_線的構造物、コンクリート強度推定調査、
鉄筋探査、コンクリートはつり作業、はつり部鉄筋調査、はつり
部中性化試験、はつり部埋戻し、中性化深さ調査(ドリル法)、コ
ンクリート供試体採取、コンクリート供試体採取部埋戻し

直接人件費
直接人件費

　旅費･交通費(直接人件費)_設計 回
打合せ(設計業務(基準日額))、関係機関協議(設計業務(基準日
額))、基準日額(設計外業宿泊)

直接経費
直接経費

間接調査費 施工管理費を除く
運搬費

運搬費 式

準備費

準備費 式

仮設費

仮設費 式

安全費

安全費 式

旅費交通費

旅費･交通費(設計打合せ) 回
打合せ(設計業務(旅費･交通費))、関係機関協議(設計業務(旅費･
交通費))

旅費･交通費(設計外業宿泊) 式 旅費･交通費(機能診断(調査)設計外業宿泊)

借地料

借地料

営繕費

営繕費

その他

その他

調査業務（機能診断）



業 務 工 種 体 系 化 構 成 表 調査業務－3

工種,種別(B1,B2ﾚﾍﾞﾙ)
細別(B3ﾚﾍﾞﾙ)

備　考規　格 単位 構成単価（C1レベル）

直接人件費～機械経費
直接人件費～機械経費

直接人経費～機械経費 式

直接人件費

旅費･交通費(直接人件費)_調査 回 打合せ(調査業務(基準日額))、基準日額(調査外業宿泊)

直接経費
直接経費

直接経費 式

間接調査費
運搬費

運搬費 式

準備費

準備費 式

仮設費

仮設費 式

安全費

安全費 式

旅費交通費

旅費･交通費(調査打合せ) 回 打合せ(調査業務(旅費･交通費))

旅費･交通費(調査外業日帰り) 式 旅費･交通費(調査外業日帰)

旅費･交通費(調査外業宿泊) 式 旅費･交通費(調査外業宿泊)

借地料

借地料 式

営繕費

営繕費 式

その他

その他 式

その他調査業務


