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工事地名

３．予算科目

２．工事内容

工事名

4)  事業名：3)  目の細分：2)  目：1)  予算科目：

１．工事名

国道１６３号他交通安全対策工事

鏡

（自）京都府船井郡京丹波町水戸地先　　　　　　　　　　　　　

（至）京都府木津川市木津馬場南

　１）　発注年月　　　　　令和 2年 5月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　京都国道事務所　管理第二課              　　　　　

　３）　工事番号　　　　　3651010008　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４）　契約区分　　　　　単年度（繰越を含む）の分任官　　　　　　　　　　　

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　道路維持工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  252日間 　　　　自　　　令和 2年 6月20日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年 2月26日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　京都市（１）　他　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道１６３号　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 2年 3月　　　　　　　　　　　　　　　

１３）　機械損料一括補正　　　　　 0　　　　労務費一括割増　　　　  0％ 　　

１４）　単価適用年月　　　　　　　2020年 5月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2020年 5月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　        192,990 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年 3月31日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１６３号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

道路維持

式         1         42,997,227

　道路土工

　

式         1             76,717

　　掘削工

　　（丸塚交差点）

式         1              4,942

　　　掘削

　　　

土砂 小規模

m3         5              988.5           4,942

単-1号

　　掘削工

　　

式         1              9,885

　　　掘削

　　　

土砂 小規模

m3        10              988.5           9,885

単-2号

　　路体盛土工

　　

式         1              3,217

　　　路体(築堤)盛土

　　　

2.5m以上4.0m未満

m3         5              643.5           3,217

単-3号

　　残土処理工

　　（丸塚交差点）

式         1             25,130

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3         5            2,686            13,430

単-4号

　　　残土等処分

　　　

m3         5            2,340            11,700

単-5号

　　残土処理工

　　（国道１号）

式         1              5,987

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１６３号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3         1            2,387             2,387

単-6号

　　　残土等処分

　　　

m3         1            3,600             3,600

単-7号

　　残土処理工

　　（国道１号ﾊﾞｲﾊﾟｽ）

式         1              4,846

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3         1            2,686             2,686

単-8号

　　　残土等処分

　　　

m3         1            2,160             2,160

単-9号

　　残土処理工

　　（国道９号）

式         1              6,636

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3         1            4,476             4,476

単-10号

　　　残土等処分

　　　

m3         1            2,160             2,160

単-11号

　　残土処理工

　　（国道24号）

式         1              4,846

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3         1            2,686             2,686

単-12号

　　　残土等処分

　　　

m3         1            2,160             2,160

単-13号

　　残土処理工

　　（国道171号）

式         1              5,241
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１６３号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3         1            1,641             1,641

単-14号

　　　残土等処分

　　　

m3         1            3,600             3,600

単-15号

　　残土処理工

　　（国道478号）

式         1              5,987

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3         1            2,387             2,387

単-16号

　　　残土等処分

　　　

m3         1            3,600             3,600

単-17号

　舗装工

　

式         1         14,817,170

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(歩道部 丸塚交差点)

式         1             63,571

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 100mm

m2        31              693.7          21,504

単-18号

　　　表層(歩道部)

　　　

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(13) 舗装厚 40mm 1

.4m以上 m2        31            1,357            42,067

単-19号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　（車道部）

式         1            413,726

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 150mm

m2        20              505.1          10,102

単-20号

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 300mm

m2        20            1,013            20,260

単-21号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１６３号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生粒度調整砕石 RM-

30 仕上り厚  100mm

m2        20              446.3           8,926

単-22号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生粒度調整砕石 RM-

30 仕上り厚  150mm

m2        20              564.9          11,298

単-23号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(2

5) 仕上り厚  90mm 平

均幅員1.4m未満 m2        20            3,165            63,300

単-24号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(2

5) 仕上り厚  100mm 

平均幅員1.4m未満 m2        20            3,379            67,580

単-25号

　　　基層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 

平均幅員1.4m未満 m2        40            2,144            85,760

単-26号

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物ﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20) 

舗装厚 50mm 平均幅員

1.4m未満 m2        20            2,408            48,160

単-27号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物ﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20) 

舗装厚 50mm 平均幅員

1.4m未満 m2        20            2,383            47,660

単-28号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟ

ﾘﾏｰ改質II型(20) 舗装

厚 50mm 平均幅員1.4m

未満 m2        20            2,534            50,680

単-29号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　（歩道部）

式         1            384,300

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 100mm

m2       100              693.7          69,370

単-30号

　　　表層(歩道部)

　　　

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(13) 舗装厚 40mm 

平均幅員1.4m未満 m2       100            1,928           192,800

単-31号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１６３号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　表層(歩道部)

　　　

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(13) 舗装厚 40mm 

平均幅員1.4m以上 m2        90            1,357           122,130

単-32号

　　排水性舗装工

　　

式         1            367,563

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 150mm

m2        20              505.1          10,102

単-33号

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 300mm

m2        10            1,013            10,130

単-34号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生粒度調整砕石 RM-

30 仕上り厚  100mm

m2        10              446.3           4,463

単-35号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生粒度調整砕石 RM-

30 仕上り厚  150mm

m2        20              564.9          11,298

単-36号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(2

5) 仕上り厚  90mm 平

均幅員1.4m未満 m2        20            3,165            63,300

単-37号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(2

5) 仕上り厚  100mm 

平均幅員1.4m未満 m2        10            3,379            33,790

単-38号

　　　基層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 

平均幅員1.4m未満 m2        40            2,144            85,760

単-39号

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物ﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20) 

舗装厚 50mm 平均幅員

1.4m未満 m2        10            2,408            24,080

単-40号

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 

平均幅員1.4m未満 m2        10            2,144            21,440

単-41号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１６３号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　排水性舗装・表層（車道・路肩部）

　　　

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13

) 舗装厚 50mm 平均幅

員1.4m未満 m2        40            2,580           103,200

単-42号

　　透水性舗装工

　　

式         1            171,625

　　　ﾌｨﾙﾀｰ層

　　　

砂 仕上り厚 50mm

m2        50              821.8          41,090

単-43号

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 100mm

m2        50              693.7          34,685

単-44号

　　　表層

　　　

開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1

3) 舗装厚 40mm 平均

幅員1.4m未満 m2        50            1,917            95,850

単-45号

　　ﾌﾞﾛｯｸ舗装工

　　（丸塚交差点）

式         1            104,165

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 100mm

m2        13              693.7           9,018

単-46号

　　　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

　　　

歩道用平板ﾌﾞﾛｯｸ 300

×300×60

m2         3            5,929            17,787

単-47号

　　　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

　　　（As舗装部）

視覚障害者用点字･誘

導ﾌﾞﾛｯｸ(点状･線状) 3

00×300×60 m2         8            7,736            61,888

単-48号

　　　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

　　　（平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装部）

視覚障害者用点字･誘

導ﾌﾞﾛｯｸ(点状･線状) 3

00×300×60 m2         2            7,736            15,472

単-49号

　　ﾌﾞﾛｯｸ舗装工

　　

式         1          3,393,080

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 100mm

m2       200              693.7         138,740

単-50号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１６３号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装

　　　

標準品 直線配置 厚6c

m

m2       100            4,270           427,000

単-51号

　　　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

　　　

歩道用平板ﾌﾞﾛｯｸ 300

×300×60

m2       100            5,929           592,900

単-52号

　　　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

　　　

視覚障害者用点字･誘

導ﾌﾞﾛｯｸ(点状･線状) 3

00×300×60 m2       130            7,736         1,005,680

単-53号

　　　特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

　　　

視覚障害者用点字･誘

導ﾌﾞﾛｯｸ(点状･線状) 3

00×300×80 m2       130            9,452         1,228,760

単-54号

　　薄層ｶﾗｰ舗装工

　　(老ノ坂峠地区 夜間)

式         1          9,919,140

　　　薄層ｶﾗｰ舗装

　　　

赤 全面舗装 すべり止

め

m2     1,130            8,778         9,919,140

単-55号

　排水構造物工

　

式         1          1,092,809

　　作業土工

　　（丸塚交差点）

式         1             18,496

　　　床掘り

　　　

土砂 小規模

m3         3            1,777             5,331

単-56号

　　　埋戻し

　　　

土砂 流用土 小規模

m3         1            3,113             3,113

単-57号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3         2            2,686             5,372

単-58号

　　　残土等処分

　　　

m3         2            2,340             4,680

単-59号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１６３号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　作業土工

　　

式         1              4,890

　　　床掘り

　　　

土砂 小規模

m3         1            1,777             1,777

単-60号

　　　埋戻し

　　　

土砂 流用土 小規模

m3         1            3,113             3,113

単-61号

　　水路蓋掛け工

　　（丸塚交差点）

式         1            647,104

　　　嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄA

　　　

18-8-40(高炉)

m         5           16,100            80,500

単-62号

　　　嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄB

　　　

18-8-40(高炉)

m         3           15,180            45,540

単-63号

　　　端部壁ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m3         0.4         81,750            32,700

単-64号

　　　間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m3         1           34,990            34,990

単-65号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ床版

　　　

1345×1000 t=130 歩

道用

枚         5           32,810           164,050

単-66号

　　　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

　　　

親子蓋 1300×1300 ﾎﾞ

ﾙﾄ固定式 細目 すべり

止め型 歩道用 子蓋11

0°開閉 組         1          143,800           143,800

単-67号

　　　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

　　　

1300×1304(3枚/組) ﾎ

ﾞﾙﾄ固定式 細目 すべ

り止め型 歩道用 組         1          126,300           126,300

単-68号
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道路維持

　　　足掛金具

　　　

 W=300 φ19 全樹脂巻

個         4            4,806            19,224

単-69号

　　街渠工

　　（丸塚交差点）

式         1            120,140

　　　縁石街渠（A-1)

　　　

180/230×250×600(両

面R) 18-8-40(高炉)

m         1           11,230            11,230

単-70号

　　　縁石街渠（A-2)

　　　

180/230×250～70×60

0(両面R) 18-8-40(高

炉) m         2           11,390            22,780

単-71号

　　　縁石街渠（A-3)

　　　

180/190×100×600 18

-8-40(高炉)

m         3            8,760            26,280

単-72号

　　　縁石街渠（H-1)

　　　

180/230×250×600(両

面R) 18-8-40(高炉)

m         1           11,010            11,010

単-73号

　　　縁石街渠（H-2)

　　　

180/230×250～70×60

0(両面R) 18-8-40(高

炉) m         2           11,280            22,560

単-74号

　　　縁石街渠（H-3)

　　　

180/190×100×600 18

-8-40(高炉)

m         3            8,760            26,280

単-75号

　　街渠工

　　

式         1            302,179

　　　基礎材

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷

厚 0.1m

m2        10            1,039            10,390

単-76号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m3         5           29,580           147,900

単-77号

　　　ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m3         1           29,580            29,580

単-78号
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　　　型枠

　　　

小型構造物

m2         1            7,039             7,039

単-79号

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

A種(片面R) 150/170×

200×600

m         5            3,405            17,025

単-80号

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

B種(片面R) 180/205×

250×600

m         5            4,161            20,805

単-81号

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

C種(片面R) 180/210×

300×600

m         5            4,384            21,920

単-82号

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

B種(両面R) 180/230×

250×600

m         5            4,471            22,355

単-83号

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

B種(両面R) 180/230×

250×600(水抜き付)

m         5            5,033            25,165

単-84号

　縁石工

　

式         1            310,377

　　作業土工

　　

式         1              9,780

　　　床掘り

　　　

土砂 小規模

m3         2            1,777             3,554

単-85号

　　　埋戻し

　　　

土砂 流用土 小規模

m3         2            3,113             6,226

単-86号

　　縁石工

　　

式         1            300,597

　　　基礎材

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷

厚 0.1m

m2        10            1,039            10,390

単-87号
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　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m3         5           29,580           147,900

単-88号

　　　型枠

　　　

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2         1            3,957             3,957

単-89号

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

A種(片面R) 150/170×

200×600

m         5            3,405            17,025

単-90号

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

B種(片面R) 180/205×

250×600

m         5            4,161            20,805

単-91号

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

C種(片面R) 180/210×

300×600

m         5            4,384            21,920

単-92号

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

B種(両面R) 180/230×

250×600

m         5            4,471            22,355

単-93号

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

B種(両面R) 180/230×

250×600(水抜き付)

m         5            5,033            25,165

単-94号

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

A種 120×120×600

m         5            2,968            14,840

単-95号

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

C種 150×150×600

m         5            3,248            16,240

単-96号

　防護柵工

　

式         1          1,434,093

　　作業土工

　　（丸塚交差点）

式         1             25,163

　　　床掘り

　　　

土砂 小規模

m3         5            1,777             8,885

単-97号
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　　　埋戻し

　　　

土砂 流用土 小規模

m3         2            3,113             6,226

単-98号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3         2            2,686             5,372

単-99号

　　　残土等処分

　　　

m3         2            2,340             4,680

単-100号

　　作業土工

　　

式         1              9,780

　　　床掘り

　　　

土砂 小規模

m3         2            1,777             3,554

単-101号

　　　埋戻し

　　　

土砂 流用土 小規模

m3         2            3,113             6,226

単-102号

　　路側防護柵工

　　

式         1            181,650

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

　　　

景観色塗装品 Gr-B-2B

m        15           12,110           181,650

単-103号

　　防止柵工

　　（丸塚交差点）

式         1            300,300

　　　横断防止柵

　　　

3段ﾋﾞｰﾑ式 H=0.8m 支

柱間隔0.8m 景観色塗

装 基         4           52,940           211,760

単-104号

　　　転落防止柵

　　　

門型 H=1.1m 支柱間隔

1.2m 景観色塗装

基         1           38,570            38,570

単-105号

　　　転落防止柵

　　　

門型 H=1.1m 支柱間隔

1.32m 景観色塗装

基         1           49,970            49,970

単-106号
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　　防止柵工

　　

式         1            917,200

　　　基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎

　　　

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 180×180×

450

基        10            3,183            31,830

単-107号

　　　金網･支柱(立入防止柵)

　　　

 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ φ5.0 50×1

25 柵高1.8m

m        10           11,360           113,600

単-108号

　　　門扉

　　　

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 片開き 柵高

1.8m W=1.0m

基         2           65,010           130,020

単-109号

　　　転落(横断)防止柵

　　　

柵高 0.8m ﾒｯｷ品 ﾌﾟﾚｷ

ｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 

門型 支柱間隔3m m        50            7,030           351,500

単-110号

　　　転落(横断)防止柵

　　　

柵高 0.8m ﾒｯｷ品 ｺﾝｸﾘ

ｰﾄ建込 門型 支柱間隔

3m m        50            5,805           290,250

単-111号

　標識工

　

式         1          2,184,650

　　小型標識工

　　

式         1            398,200

　　　標識柱

　　　

単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+

静電粉体塗装(景観色)

 径76.3 柱長さ 5m 基         5           38,060           190,300

単-112号

　　　標識板

　　　

案内標識  300×1500 

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型

枚         5           41,580           207,900

単-113号

　　小型標識工

　　（夜間）

式         1            464,550

　　　標識柱

　　　

単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+

静電粉体塗装(景観色)

 径76.3 柱長さ 5m 基         5           49,480           247,400

単-114号
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　　　標識板

　　　

案内標識  300×1500 

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型

枚         5           43,430           217,150

単-115号

　　大型標識工

　　

式         1            646,800

　　　標識板

　　　

案内標識  2800×2800

  ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型

枚         1          646,800           646,800

単-116号

　　大型標識工

　　（夜間）

式         1            675,100

　　　標識板

　　　

案内標識  2800×2800

  ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型

枚         1          675,100           675,100

単-117号

　区画線工

　

式         1         14,726,165

　　区画線工

　　

式         1            764,375

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 白色

 15cm 厚1.5mm 排水性

舗装有 m        50              336            16,800

単-118号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 白色

 20cm 厚1.5mm 排水性

舗装有 m        50              403.8          20,190

単-119号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 白色

 30cm 厚1.5mm 排水性

舗装有 m        50              598.1          29,905

単-120号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 白色

 45cm 厚1.5mm 排水性

舗装有 m        50              794.5          39,725

単-121号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 白色

 15cm 厚1.5mm 排水性

舗装有 m        50              355.4          17,770

単-122号

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１６３号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 白色

 20cm 厚1.5mm 排水性

舗装有 m        50              426.5          21,325

単-123号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 白色

 30cm 厚1.5mm 排水性

舗装有 m        50              636            31,800

単-124号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 白色

 45cm 厚1.5mm 排水性

舗装有 m        50              827.1          41,355

単-125号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白

色 15cm 厚1.5mm 排水

性舗装有 m        50              367.3          18,365

単-126号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白

色 20cm 厚1.5mm 排水

性舗装有 m        50              440.7          22,035

単-127号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白

色 30cm 厚1.5mm 排水

性舗装有 m        50              652.3          32,615

単-128号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白

色 45cm 厚1.5mm 排水

性舗装有 m        50              866            43,300

単-129号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 m        50              722.8          36,140

単-130号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 白色

 15cm 厚1.5mm 排水性

舗装無 m        50              279.1          13,955

単-131号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 白色

 20cm 厚1.5mm 排水性

舗装無 m        50              330            16,500

単-132号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 白色

 30cm 厚1.5mm 排水性

舗装無 m        50              488.5          24,425

単-133号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 白色

 45cm 厚1.5mm 排水性

舗装無 m        50              634.7          31,735

単-134号
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　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 白色

 15cm 厚1.5mm 排水性

舗装無 m        50              297.6          14,880

単-135号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 白色

 20cm 厚1.5mm 排水性

舗装無 m        50              351.7          17,585

単-136号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 白色

 30cm 厚1.5mm 排水性

舗装無 m        50              524.6          26,230

単-137号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 白色

 45cm 厚1.5mm 排水性

舗装無 m        50              665.6          33,280

単-138号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白

色 15cm 厚1.5mm 排水

性舗装無 m        50              309            15,450

単-139号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白

色 20cm 厚1.5mm 排水

性舗装無 m        50              365.1          18,255

単-140号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白

色 30cm 厚1.5mm 排水

性舗装無 m        50              540            27,000

単-141号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白

色 45cm 厚1.5mm 排水

性舗装無 m        50              702.7          35,135

単-142号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 白色 15cm換算 

厚1.5mm 排水性舗装無 m        50              639.2          31,960

単-143号

　　　区画線消去

　　　

削取り式

m       100              473.1          47,310

単-144号

　　　区画線消去

　　　

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式

m        50              787            39,350

単-145号

　　区画線工

　　(老ノ坂峠地区 夜間)

式         1          2,393,850
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　　　高視認性区画線

　　　

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線

 白色 15cm  排水性舗

装無 m       820              621           509,220

単-146号

　　　高視認性区画線

　　　

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 矢印

･記号･文字 15cm換算(

減速ﾏｰｸ) 白色 排水性

舗装無 m       950            1,545         1,467,750

単-147号

　　　高視認性区画線

　　　

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞ

ﾗ 白色 45cm 排水性舗

装無 m       270            1,544           416,880

単-148号

　　区画線工

　　（夜間）

式         1         11,567,940

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 白色

 15cm 厚1.5mm 排水性

舗装有 m       800              413.7         330,960

単-149号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 白色

 20cm 厚1.5mm 排水性

舗装有 m       800              486.8         389,440

単-150号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 白色

 30cm 厚1.5mm 排水性

舗装有 m       800              722           577,600

単-151号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 白色

 45cm 厚1.5mm 排水性

舗装有 m       800              935.2         748,160

単-152号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 白色

 15cm 厚1.5mm 排水性

舗装有 m       800              441.5         353,200

単-153号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 白色

 20cm 厚1.5mm 排水性

舗装有 m       800              521           416,800

単-154号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 白色

 30cm 厚1.5mm 排水性

舗装有 m       800              776.7         621,360

単-155号
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道路維持

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 白色

 45cm 厚1.5mm 排水性

舗装有 m       800              981.4         785,120

単-156号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白

色 15cm 厚1.5mm 排水

性舗装有 m       800              458.7         366,960

単-157号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白

色 20cm 厚1.5mm 排水

性舗装有 m       800              540.4         432,320

単-158号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白

色 30cm 厚1.5mm 排水

性舗装有 m       800              800.4         640,320

単-159号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白

色 45cm 厚1.5mm 排水

性舗装有 m       800            1,038           830,400

単-160号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 m       800              955.9         764,720

単-161号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 白色

 15cm 厚1.5mm 排水性

舗装無 m       500              353.1         176,550

単-162号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 白色

 20cm 厚1.5mm 排水性

舗装無 m       500              409           204,500

単-163号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 白色

 30cm 厚1.5mm 排水性

舗装無 m       500              606.5         303,250

単-164号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 白色

 45cm 厚1.5mm 排水性

舗装無 m       500              768.7         384,350

単-165号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 白色

 15cm 厚1.5mm 排水性

舗装無 m       500              379.6         189,800

単-166号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 白色

 20cm 厚1.5mm 排水性

舗装無 m       500              441.7         220,850

単-167号
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　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 白色

 30cm 厚1.5mm 排水性

舗装無 m       500              658.6         329,300

単-168号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 白色

 45cm 厚1.5mm 排水性

舗装無 m       500              812.6         406,300

単-169号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白

色 15cm 厚1.5mm 排水

性舗装無 m       500              396           198,000

単-170号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白

色 20cm 厚1.5mm 排水

性舗装無 m       500              460.1         230,050

単-171号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白

色 30cm 厚1.5mm 排水

性舗装無 m       500              681           340,500

単-172号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白

色 45cm 厚1.5mm 排水

性舗装無 m       500              866.7         433,350

単-173号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 白色 15cm換算 

厚1.5mm 排水性舗装無 m       500              861.2         430,600

単-174号

　　　区画線消去

　　　

削取り式

m       100              694.1          69,410

単-175号

　　　区画線消去

　　　

ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式

m        50              911            45,550

単-176号

　　　高視認性区画線

　　　

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線

 白色 15cm  排水性舗

装無 m        50              579            28,950

単-177号

　　　高視認性区画線

　　　

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線

 白色 20cm  排水性舗

装無 m        50              712.7          35,635

単-178号

　　　高視認性区画線

　　　

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線

 白色 30cm  排水性舗

装無 m        50              993.5          49,675

単-179号
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　　　高視認性区画線

　　　

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞ

ﾗ 白色 15cm 排水性舗

装無 m        50              630            31,500

単-180号

　　　高視認性区画線

　　　

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞ

ﾗ 白色 20cm 排水性舗

装無 m        50              782.1          39,105

単-181号

　　　高視認性区画線

　　　

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞ

ﾗ 白色 30cm 排水性舗

装無 m        50            1,118            55,900

単-182号

　　　高視認性区画線

　　　

非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞ

ﾗ 白色 45cm 排水性舗

装無 m        50            1,455            72,750

単-183号

　　　高視認性区画線消去

　　　

削取り式

m        50              694.1          34,705

単-184号

　道路付属施設工

　

式         1            909,400

　　道路付属物工

　　

式         1            909,400

　　　視線誘導標

　　　

 φ100 両面反射 土中

建込

本        15            6,060            90,900

単-185号

　　　視線誘導標

　　　

 φ100 両面反射 ｺﾝｸﾘ-

ﾄ建込

本        15           10,200           153,000

単-186号

　　　道路鋲

　　　

片面反射 貼付式 幅10

cm 樹脂製 小型鋲

個        15            1,530            22,950

単-187号

　　　道路鋲

　　　

両面反射 貼付式 幅10

cm 樹脂製 小型鋲

個        15            1,570            23,550

単-188号

　　　車線分離標

　　　

 φ80 H=650 可変式(穿

孔式･1本脚)

本        10           21,400           214,000

単-189号
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　　　車線分離標

　　　

 φ80 H=650 着脱式(穿

孔式･3本脚)

本        10           21,500           215,000

単-190号

　　　車線分離標

　　　

 φ80 H=650 固定式(貼

付式)

本        10           19,000           190,000

単-191号

　構造物撤去工

　

式         1          2,630,466

　　防護柵撤去工

　　（丸塚交差点）

式         1              3,690

　　　防護柵(横断･転落防止柵)撤去

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 支柱

間隔3m

m         9              410             3,690

単-192号

　　防護柵撤去工

　　

式         1             96,000

　　　防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

　　　

Gr-B-2B

m        30            1,260            37,800

単-193号

　　　防護柵(横断･転落防止柵)撤去

　　　

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建

込 門型 支柱間隔3m

m        20              430             8,600

単-194号

　　　防護柵(横断･転落防止柵)撤去

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 支柱

間隔3m

m        20              410             8,200

単-195号

　　　防護柵(横断･転落防止柵)撤去

　　　

土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ

式 支柱間隔3m

m        20              850            17,000

単-196号

　　　防護柵(横断･転落防止柵)撤去

　　　

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建

込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支

柱間隔3m m        20              675            13,500

単-197号

　　　防護柵(横断･転落防止柵)撤去

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟ

ﾈﾙ式 支柱間隔3m

m        20              545            10,900

単-198号
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　　標識撤去工

　　

式         1             53,480

　　　標識撤去

　　　

案内標識 2800×2800

基         2           26,740            53,480

単-199号

　　標識撤去工

　　（夜間）

式         1            685,320

　　　標識撤去

　　　

標識柱(片持式)　400k

g/基以上

基         3           19,440            58,320

単-200号

　　　標識撤去

　　　

標識基礎(片持式)　10

00×1000×3000

基         2          209,000           418,000

単-201号

　　　標識撤去

　　　

標識基礎(片持式)　10

00×800×3400

基         1          209,000           209,000

単-202号

　　道路付属物撤去工

　　

式         1             13,960

　　　視線誘導標撤去

　　　

 φ100 土中建込

本        10              802             8,020

単-203号

　　　視線誘導標撤去

　　　

 φ100 ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込

本        10              192             1,920

単-204号

　　　視線誘導標撤去

　　　

 φ100 防護柵取付

本        10              402             4,020

単-205号

　　構造物取壊し工

　　（丸塚交差点）

式         1             54,073

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物 人力施工

m3         0.5         27,160            13,580

単-206号
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道路維持

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物 機械施工

m3         2            8,949            17,898

単-207号

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m         6              520.6           3,123

単-208号

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版

厚 4cm

m2        39              499.3          19,472

単-209号

　　構造物取壊し工

　　

式         1          1,083,490

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物

m3        10           27,160           271,600

単-210号

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m       900              520.6         468,540

単-211号

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版

厚 4cm

m2       150            2,289           343,350

単-212号

　　道路付属施設撤去工

　　

式         1             49,260

　　　道路鋲撤去

　　　

貼付式

個        30              302             9,060

単-213号

　　　車線分離標撤去

　　　

貼付式

本        15            1,130            16,950

単-214号

　　　車線分離標撤去

　　　

穿孔式(1本脚)

本        15            1,550            23,250

単-215号

　　ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工

　　（丸塚交差点）

式         1              5,085
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　　　特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

30cm×30cm×6cm

m2         5            1,017             5,085

単-216号

　　ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工

　　

式         1            176,270

　　　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

標準品 厚6cm 処分

m2        80              805            64,400

単-217号

　　　特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

平板ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm

 処分

m2       100            1,017           101,700

単-218号

　　　特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

視覚障害者用点字･誘

導ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm 

処分 m2        10            1,017            10,170

単-219号

　　縁石撤去工

　　

式         1             21,140

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

処分

m        30              604            18,120

単-220号

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

　　　

処分

m         5              604             3,020

単-221号

　　運搬処理工

　　（丸塚交差点）

式         1             40,106

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力

積込

m3         0.8          6,015             4,812

単-222号

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械

積込

m3         2            2,036             4,072

単-223号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         2            2,496             4,992

単-224号
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　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         3            2,350             7,050

単-225号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         2            2,585             5,170

単-226号

　　　現場発生品運搬

　　　

転落防止柵

回         1           14,010            14,010

単-227号

　　運搬処理工

　　（国道1号）

式         1             31,273

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         3            3,008             9,024

単-228号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         1            3,676             3,676

単-229号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         3            3,760            11,280

単-230号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         1            2,350             2,350

単-231号

　　　現場発生品運搬

　　　

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、横断･転落

防止柵、案内標識板

回         1            4,943             4,943

単-232号

　　運搬処理工

　　（国道１号ﾊﾞｲﾊﾟｽ）

式         1             40,926

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         3            6,015            18,045

単-233号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         1            5,013             5,013

単-234号
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　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         3            3,525            10,575

単-235号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         1            2,350             2,350

単-236号

　　　現場発生品運搬

　　　

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、横断･転落

防止柵、案内標識板

回         1            4,943             4,943

単-237号

　　運搬処理工

　　（国道9号）

式         1             59,890

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         3            6,015            18,045

単-238号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         1            6,015             6,015

単-239号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         3            4,465            13,395

単-240号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         1            3,525             3,525

単-241号

　　　現場発生品運搬

　　　

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、横断･転落

防止柵、案内標識板

回         1           18,910            18,910

単-242号

　　運搬処理工

　　（国道9号 夜間）

式         1             56,152

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3         3            2,084             6,252

単-243号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) (夜間

)

m3         3            7,800            23,400

単-244号

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１６３号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　現場発生品運搬

　　　

標識柱

回         1           26,500            26,500

単-245号

　　運搬処理工

　　（国道24号）

式         1             41,035

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         3            6,015            18,045

単-246号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         1            6,015             6,015

単-247号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         3            2,350             7,050

単-248号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         1            2,350             2,350

単-249号

　　　現場発生品運搬

　　　

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、横断･転落

防止柵、案内標識板

回         1            7,575             7,575

単-250号

　　運搬処理工

　　（国道171号）

式         1             32,943

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         3            3,342            10,026

単-251号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         1            4,344             4,344

単-252号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         3            3,760            11,280

単-253号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         1            2,350             2,350

単-254号

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１６３号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　現場発生品運搬

　　　

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、横断･転落

防止柵、案内標識板

回         1            4,943             4,943

単-255号

　　運搬処理工

　　(国道171号 夜間)

式         1             55,158

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3         6            1,158             6,948

単-256号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) (夜間

)

m3         6            6,600            39,600

単-257号

　　　現場発生品運搬

　　　

標識柱

回         1            8,610             8,610

単-258号

　　運搬処理工

　　（国道478号）

式         1             31,215

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         3            3,676            11,028

単-259号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         1            4,344             4,344

単-260号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         3            3,525            10,575

単-261号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         1            2,350             2,350

単-262号

　　　現場発生品運搬

　　　

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、横断･転落

防止柵、案内標識板

回         1            2,918             2,918

単-263号

　仮設工

　

式         1          4,815,380

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１６３号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　交通管理工

　　（丸塚交差点）

式         1            366,000

　　　交通誘導警備員

　　　A

人日        15           13,500           202,500

単-264号

　　　交通誘導警備員

　　　B

人日        15           10,900           163,500

単-265号

　　交通管理工

　　

式         1          1,412,000

　　　交通誘導警備員

　　　A

人日        40           13,500           540,000

単-266号

　　　交通誘導警備員

　　　B

人日        80           10,900           872,000

単-267号

　　交通管理工

　　(老ノ坂峠地区 夜間)

式         1          1,448,880

　　　交通誘導警備員

　　　A

人日        24           23,090           554,160

単-268号

　　　交通誘導警備員

　　　B

人日        48           18,640           894,720

単-269号

　　交通管理工

　　(夜間)

式         1          1,588,500

　　　交通誘導警備員

　　　A

人日        30           20,250           607,500

単-270号

　　　交通誘導警備員

　　　B

人日        60           16,350           981,000

単-271号

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１６３号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

直接工事費

式         1         42,997,227

共通仮設費

式         1          5,246,830

　共通仮設費

　

式         1             48,830

　　技術管理費

　　

式         1             48,830

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

式         1             48,830

内-1号

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          5,198,000

純工事費

式         1         48,244,057

　現場管理費

　

式         1         20,725,000

工事原価

式         1         68,969,057

　一般管理費等

　

式         1         11,380,943

工事価格

式         1         80,350,000

消費税相当額

式         1          8,035,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１６３号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

工事費計

式         1         88,385,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 2020.05

第  1号内訳書 2020.05

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事         1           48,830            48,830   

        合  計

         48,830   

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－2号

掘削 土砂 小規模

m3

        1              988.5 

掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 

 ｍ３         1              988.5             988.5 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－1号

掘削 土砂 小規模

m3

        1              988.5 

掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 

 ｍ３         1              988.5             988.5 

               計

            988.5 

               単価

          988.5 円／m3

               計

            988.5 

               単価

          988.5 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－4号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            2,686   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                   ｍ３         1            2,686             2,686   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－3号

路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満

m3

        1              643.5 

路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満 

 ｍ３         1              643.5             643.5 

               計

            643.5 

               単価

          643.5 円／m3

               計

          2,686   

               単価

        2,686   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－6号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            2,387   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下         ｍ３         1            2,387             2,387   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－5号

残土等処分

m3

        1            2,340   

残土等処分

 ｍ３         1            2,340             2,340   

               計

          2,340   

               単価

        2,340   円／m3

               計

          2,387   

               単価

        2,387   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－8号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            2,686   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                   ｍ３         1            2,686             2,686   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－7号

残土等処分

m3

        1            3,600   

残土等処分

 ｍ３         1            3,600             3,600   

               計

          3,600   

               単価

        3,600   円／m3

               計

          2,686   

               単価

        2,686   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－10号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            4,476   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                   ｍ３         1            4,476             4,476   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－9号

残土等処分

m3

        1            2,160   

残土等処分

 ｍ３         1            2,160             2,160   

               計

          2,160   

               単価

        2,160   円／m3

               計

          4,476   

               単価

        4,476   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－12号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            2,686   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                   ｍ３         1            2,686             2,686   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－11号

残土等処分

m3

        1            2,160   

残土等処分

 ｍ３         1            2,160             2,160   

               計

          2,160   

               単価

        2,160   円／m3

               計

          2,686   

               単価

        2,686   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－14号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            1,641   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 5.5km以下         ｍ３         1            1,641             1,641   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－13号

残土等処分

m3

        1            2,160   

残土等処分

 ｍ３         1            2,160             2,160   

               計

          2,160   

               単価

        2,160   円／m3

               計

          1,641   

               単価

        1,641   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－16号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            2,387   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下         ｍ３         1            2,387             2,387   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－15号

残土等処分

m3

        1            3,600   

残土等処分

 ｍ３         1            3,600             3,600   

               計

          3,600   

               単価

        3,600   円／m3

               計

          2,387   

               単価

        2,387   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－18号

下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm

m2

        1              693.7 

下層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              693.7             693.7 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－17号

残土等処分

m3

        1            3,600   

残土等処分

 ｍ３         1            3,600             3,600   

               計

          3,600   

               単価

        3,600   円／m3

               計

            693.7 

               単価

          693.7 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－20号

下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm

m2

        1              505.1 

下層路盤（車道・路肩部） 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              505.1             505.1 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－19号

表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上

m2

        1            1,357   

表層（歩道部） 1.4m以上 40mm                                   

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)                      

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用                         ｍ２         1            1,357             1,357   

               計

          1,357   

               単価

        1,357   円／m2

               計

            505.1 

               単価

          505.1 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－22号

上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚  100mm

m2

        1              446.3 

上層路盤（車道・路肩部） 再生粒度調整砕石 RM-30 100mm 1層施工            

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              446.3             446.3 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－21号

下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 300mm

m2

        1            1,013   

下層路盤（車道・路肩部） 300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1            1,013             1,013   

               計

          1,013   

               単価

        1,013   円／m2

               計

            446.3 

               単価

          446.3 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－24号

上層路盤(車道・路肩部) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚  90mm 平均幅員1.

4m未満 m2

        1            3,165   

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材(各種)                                    

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)

90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用                    ｍ２         1            3,165             3,165   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－23号

上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚  150mm

m2

        1              564.9 

上層路盤（車道・路肩部） 再生粒度調整砕石 RM-30 150mm 1層施工            

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              564.9             564.9 

               計

            564.9 

               単価

          564.9 円／m2

               計

          3,165   

               単価

        3,165   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－26号

基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1

.4m未満 m2

        1            2,144   

基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)           

50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)                 

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            2,144             2,144   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－25号

上層路盤(車道・路肩部) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚  100mm 平均幅員1

.4m未満 m2

        1            3,379   

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材(各種)                                    

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)

100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用                   ｍ２         1            3,379             3,379   

               計

          3,379   

               単価

        3,379   円／m2

               計

          2,144   

               単価

        2,144   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－28号

表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20) 舗装厚 5

0mm 平均幅員1.4m未満 m2

        1            2,383   

表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)           

50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)                 

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            2,383             2,383   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－27号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20) 舗装厚 5

0mm 平均幅員1.4m未満 m2

        1            2,408   

中間層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)           

50mm                                            

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20)DS5000    ｍ２         1            2,408             2,408   

               計

          2,408   

               単価

        2,408   円／m2

               計

          2,383   

               単価

        2,383   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－30号

下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm

m2

        1              693.7 

下層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              693.7             693.7 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－29号

表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20) 舗装厚 50mm 

平均幅員1.4m未満 m2

        1            2,534   

表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)           

50mm                                            

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄII型(20)DS3000  ｍ２         1            2,534             2,534   

               計

          2,534   

               単価

        2,534   円／m2

               計

            693.7 

               単価

          693.7 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－32号

表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1

.4m以上 m2

        1            1,357   

表層（歩道部） 1.4m以上 40mm                                   

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)                      

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用                         ｍ２         1            1,357             1,357   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－31号

表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1

.4m未満 m2

        1            1,928   

表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)           

40mm 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)                 

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用                         ｍ２         1            1,928             1,928   

               計

          1,928   

               単価

        1,928   円／m2

               計

          1,357   

               単価

        1,357   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－34号

下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 300mm

m2

        1            1,013   

下層路盤（車道・路肩部） 300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1            1,013             1,013   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－33号

下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm

m2

        1              505.1 

下層路盤（車道・路肩部） 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              505.1             505.1 

               計

            505.1 

               単価

          505.1 円／m2

               計

          1,013   

               単価

        1,013   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－36号

上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚  150mm

m2

        1              564.9 

上層路盤（車道・路肩部） 再生粒度調整砕石 RM-30 150mm 1層施工            

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              564.9             564.9 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－35号

上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚  100mm

m2

        1              446.3 

上層路盤（車道・路肩部） 再生粒度調整砕石 RM-30 100mm 1層施工            

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              446.3             446.3 

               計

            446.3 

               単価

          446.3 円／m2

               計

            564.9 

               単価

          564.9 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－38号

上層路盤(車道・路肩部) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚  100mm 平均幅員1

.4m未満 m2

        1            3,379   

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材(各種)                                    

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)

100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用                   ｍ２         1            3,379             3,379   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－37号

上層路盤(車道・路肩部) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚  90mm 平均幅員1.

4m未満 m2

        1            3,165   

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材(各種)                                    

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)

90mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用                    ｍ２         1            3,165             3,165   

               計

          3,165   

               単価

        3,165   円／m2

               計

          3,379   

               単価

        3,379   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－40号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20) 舗装厚 5

0mm 平均幅員1.4m未満 m2

        1            2,408   

中間層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)           

50mm                                            

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20)DS5000    ｍ２         1            2,408             2,408   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－39号

基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1

.4m未満 m2

        1            2,144   

基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)           

50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)                 

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            2,144             2,144   

               計

          2,144   

               単価

        2,144   円／m2

               計

          2,408   

               単価

        2,408   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－42号

排水性舗装・表層（車道・路肩部） ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未

満 m2

        1            2,580   

排水性舗装・表層（車道・路肩部） 1.4m未満 50mm 無し ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物                 

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) ﾀｯｸｺｰﾄ                    

PKR(ｺﾞﾑ入り)                                     ｍ２         1            2,580             2,580   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－41号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1

.4m未満 m2

        1            2,144   

中間層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)           

50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)                 

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            2,144             2,144   

               計

          2,144   

               単価

        2,144   円／m2

               計

          2,580   

               単価

        2,580   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－44号

下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm

m2

        1              693.7 

下層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              693.7             693.7 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－43号

ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 仕上り厚 50mm

m2

        1              821.8 

フィルター層 40mm以上60mm未満                                

                                                

                                                 ｍ２         1              821.8             821.8 

               計

            821.8 

               単価

          821.8 円／m2

               計

            693.7 

               単価

          693.7 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－46号

下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm

m2

        1              693.7 

下層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              693.7             693.7 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－45号

表層 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4m

未満 m2

        1            1,917   

透水性アスファルト舗装 1.4m未満 40mm                                   

開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)                          

                                                 ｍ２         1            1,917             1,917   

               計

          1,917   

               単価

        1,917   円／m2

               計

            693.7 

               単価

          693.7 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－48号

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

（As舗装部）

視覚障害者用点字･誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点状･線状) 300×300×

60 m2

        1            7,736   

特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm 

 ｍ２         1            7,736             7,736   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－47号

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 歩道用平板ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60

m2

        1            5,929   

特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm 

 ｍ２         1            5,929             5,929   

               計

          5,929   

               単価

        5,929   円／m2

               計

          7,736   

               単価

        7,736   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－50号

下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm

m2

        1              693.7 

下層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              693.7             693.7 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－49号

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

（平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装部）

視覚障害者用点字･誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点状･線状) 300×300×

60 m2

        1            7,736   

特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm 

 ｍ２         1            7,736             7,736   

               計

          7,736   

               単価

        7,736   円／m2

               計

            693.7 

               単価

          693.7 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－52号

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 歩道用平板ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×60

m2

        1            5,929   

特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm 

 ｍ２         1            5,929             5,929   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－51号

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 標準品 直線配置 厚6cm

m2

        1            4,270   

インターロッキングブロック設置 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm 標準品                     

砂(ｸｯｼｮﾝ用) 30mm 100m2以上 無                   

無                                               ｍ２         1            4,270             4,270   

               計

          4,270   

               単価

        4,270   円／m2

               計

          5,929   

               単価

        5,929   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－54号

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 視覚障害者用点字･誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点状･線状) 300×300×

80 m2

        1            9,452   

特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm 

 ｍ２         1            9,452             9,452   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－53号

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 視覚障害者用点字･誘導ﾌﾞﾛｯｸ(点状･線状) 300×300×

60 m2

        1            7,736   

特殊ブロック舗装 設置 30cm×30cm 

 ｍ２         1            7,736             7,736   

               計

          7,736   

               単価

        7,736   円／m2

               計

          9,452   

               単価

        9,452   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－56号

床掘り 土砂 小規模

m3

        1            1,777   

床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            1,777             1,777   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－55号

薄層ｶﾗｰ舗装 赤 全面舗装 すべり止め

m2

        1            8,778   

【見積項目-5】

赤 全面舗装 すべり止め

 ｍ２         1            8,778             8,778   

               計

          8,778   

               単価

        8,778   円／m2

               計

          1,777   

               単価

        1,777   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－58号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            2,686   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                   ｍ３         1            2,686             2,686   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－57号

埋戻し 土砂 流用土 小規模

m3

        1            3,113   

埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            3,113             3,113   

               計

          3,113   

               単価

        3,113   円／m3

               計

          2,686   

               単価

        2,686   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－60号

床掘り 土砂 小規模

m3

        1            1,777   

床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            1,777             1,777   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－59号

残土等処分

m3

        1            2,340   

残土等処分

 ｍ３         1            2,340             2,340   

               計

          2,340   

               単価

        2,340   円／m3

               計

          1,777   

               単価

        1,777   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－61号

埋戻し 土砂 流用土 小規模

m3

        1            3,113   

埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            3,113             3,113   

               計

          3,113   

               単価

        3,113   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－62号

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄA 18-8-40(高炉)

m

       10           16,100   

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.109        29,580            32,804.22

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        13.84         7,039            97,419.76

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

差筋及び杭頭処理                                ｔ         0.008       123,800               990.4 

コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ） 30mm以上200mm未満                               

                                                

                                                孔        40              506            20,240   

チッピング（厚２ｃｍ以下）

 ｍ２         1.5          6,298             9,447   

               計

        160,901.38

               単価

       16,100   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－63号

嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄB 18-8-40(高炉)

m

       10           15,180   

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.18        29,580            34,904.4 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        12.24         7,039            86,157.36

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

差筋及び杭頭処理                                ｔ         0.008       123,800               990.4 

コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ） 30mm以上200mm未満                               

                                                

                                                孔        40              506            20,240   

チッピング（厚２ｃｍ以下）

 ｍ２         1.5          6,298             9,447   

               計

        151,739.16

               単価

       15,180   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－64号

端部壁ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m3

        0.4         81,750   

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.4         29,580            11,832   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         2            7,039            14,078   

円形型枠 紙製 内径300

ｍ         0.2          1,360               272   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

差筋及び杭頭処理                                ｔ         0.002       123,800               247.6 

コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ） 30mm以上200mm未満                               

                                                

                                                孔        11              506             5,566   

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ(電気亜鉛ﾒｯｷ) 本体打込み式 M12×50

本        11               64               704   

               計

         32,699.6 

               単価

       81,750   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－65号

間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m3

        1           34,990   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)          

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1           25,090            25,090   

目地板 ｺﾞﾑ発泡体t=20                                   

                                                

                                                 ｍ２         3            3,298             9,894   

               計

         34,984   

               単価

       34,990   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－66号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ床版 1345×1000 t=130 歩道用

枚

        1           32,810   

【見積項目-1】

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ床版設置 200kg/枚を超え800kg/枚以下

枚         1            3,510             3,510   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ床版 1345×1000 t=130 歩道用

枚         1           29,300            29,300   

               計

         32,810   

               単価

       32,810   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－68号

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 1300×1304(3枚/組) ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目 すべり止め型 

歩道用 組

        1          126,300   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         3              762             2,286   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－67号

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 親子蓋 1300×1300 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目 すべり止め型 

歩道用 子蓋110°開閉 組

        1          143,800   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         1              762               762   

親子蓋 1300×1300 ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目 すべり止め型 歩道用 子蓋110°開閉 取手付

組         1          143,000           143,000   

               計

        143,762   

               単価

      143,800   円／組

1300×1304 (3枚/組) ﾎﾞﾙﾄ固定式 細目 すべり止め型 歩道用 取手付

組         1          124,000           124,000   

               計

        126,286   

               単価

      126,300   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 37 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－69号

足掛金具  W=300 φ19 全樹脂巻

個

        1            4,806   

【見積項目-2】

足掛金具設置  W=300 φ19 全樹脂巻

個         1            4,806             4,806   

               計

          4,806   

               単価

        4,806   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－70号

縁石街渠（A-1) 180/230×250×600(両面R) 18-8-40(高炉)

m

       10           11,230   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用                    

                                                 ｍ２         9.2          1,039             9,558.8 

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.471        29,580            43,512.18

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.038        29,580             1,124.04

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1.9          7,039            13,374.1 

歩車道境界ブロック 設置                                            

各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)               

1.65個/m 無し 無し                              ｍ        10            4,471            44,710   

               計

        112,279.12

               単価

       11,230   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－71号

縁石街渠（A-2) 180/230×250～70×600(両面R) 18-8-40(高炉)

m

       10           11,390   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用                    

                                                 ｍ２         9.2          1,039             9,558.8 

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.364        29,580            40,347.12

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.038        29,580             1,124.04

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1.4          7,039             9,854.6 

歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下､50kg未満)                   

1.65個/m 無し 無し                              

                                                ｍ        10            5,294            52,940   

               計

        113,824.56

               単価

       11,390   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－72号

縁石街渠（A-3) 180/190×100×600 18-8-40(高炉)

m

       10            8,760   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用                    

                                                 ｍ２         7.82         1,039             8,124.98

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.141        29,580            33,750.78

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.038        29,580             1,124.04

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         0.9          7,039             6,335.1 

歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下､50kg未満)                   

1.65個/m 無し 無し                              

                                                ｍ        10            3,826            38,260   

               計

         87,594.9 

               単価

        8,760   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－73号

縁石街渠（H-1) 180/230×250×600(両面R) 18-8-40(高炉)

m

       10           11,010   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用                    

                                                 ｍ２         9.2          1,039             9,558.8 

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.442        29,580            42,654.36

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.038        29,580             1,124.04

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1.7          7,039            11,966.3 

歩車道境界ブロック 設置                                            

各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)               

1.65個/m 無し 無し                              ｍ        10            4,471            44,710   

               計

        110,013.5 

               単価

       11,010   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 42 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－74号

縁石街渠（H-2) 180/230×250～70×600(両面R) 18-8-40(高炉)

m

       10           11,280   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用                    

                                                 ｍ２         9.2          1,039             9,558.8 

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.35        29,580            39,933   

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.038        29,580             1,124.04

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1.3          7,039             9,150.7 

歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下､50kg未満)                   

1.65個/m 無し 無し                              

                                                ｍ        10            5,294            52,940   

               計

        112,706.54

               単価

       11,280   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 43 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－75号

縁石街渠（H-3) 180/190×100×600 18-8-40(高炉)

m

       10            8,760   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用                    

                                                 ｍ２         7.82         1,039             8,124.98

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.141        29,580            33,750.78

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.038        29,580             1,124.04

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         0.9          7,039             6,335.1 

歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下､50kg未満)                   

1.65個/m 無し 無し                              

                                                ｍ        10            3,826            38,260   

               計

         87,594.9 

               単価

        8,760   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－77号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m3

        1           29,580   

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1           29,580            29,580   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－76号

基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.1m

m2

        1            1,039   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用                    

                                                 ｍ２         1            1,039             1,039   

               計

          1,039   

               単価

        1,039   円／m2

               計

         29,580   

               単価

       29,580   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 45 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－79号

型枠 小型構造物

m2

        1            7,039   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1            7,039             7,039   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－78号

ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m3

        1           29,580   

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1           29,580            29,580   

               計

         29,580   

               単価

       29,580   円／m3

               計

          7,039   

               単価

        7,039   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 46 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－81号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(片面R) 180/205×250×600

m

        1            4,161   

歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600) 無し                

無し                                            

                                                ｍ         1            4,161             4,161   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－80号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A種(片面R) 150/170×200×600

m

        1            3,405   

歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600) 無し                

無し                                            

                                                ｍ         1            3,405             3,405   

               計

          3,405   

               単価

        3,405   円／m

               計

          4,161   

               単価

        4,161   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－83号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(両面R) 180/230×250×600

m

        1            4,471   

歩車道境界ブロック 設置                                            

各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)               

1.65個/m 無し 無し                              ｍ         1            4,471             4,471   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－82号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(片面R) 180/210×300×600

m

        1            4,384   

歩車道境界ブロック 設置 C種(180/210×300×600) 無し                

無し                                            

                                                ｍ         1            4,384             4,384   

               計

          4,384   

               単価

        4,384   円／m

               計

          4,471   

               単価

        4,471   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－85号

床掘り 土砂 小規模

m3

        1            1,777   

床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            1,777             1,777   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－84号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(両面R) 180/230×250×600(水抜き付)

m

        1            5,033   

歩車道境界ブロック 設置                                            

各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)               

1.65個/m 無し 無し                              ｍ         1            5,033             5,033   

               計

          5,033   

               単価

        5,033   円／m

               計

          1,777   

               単価

        1,777   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－87号

基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.1m

m2

        1            1,039   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用                    

                                                 ｍ２         1            1,039             1,039   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－86号

埋戻し 土砂 流用土 小規模

m3

        1            3,113   

埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            3,113             3,113   

               計

          3,113   

               単価

        3,113   円／m3

               計

          1,039   

               単価

        1,039   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－89号

型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2

        1            3,957   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         1            3,957             3,957   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－88号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m3

        1           29,580   

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1           29,580            29,580   

               計

         29,580   

               単価

       29,580   円／m3

               計

          3,957   

               単価

        3,957   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－91号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(片面R) 180/205×250×600

m

        1            4,161   

歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600) 無し                

無し                                            

                                                ｍ         1            4,161             4,161   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－90号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A種(片面R) 150/170×200×600

m

        1            3,405   

歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600) 無し                

無し                                            

                                                ｍ         1            3,405             3,405   

               計

          3,405   

               単価

        3,405   円／m

               計

          4,161   

               単価

        4,161   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－93号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(両面R) 180/230×250×600

m

        1            4,471   

歩車道境界ブロック 設置                                            

各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)               

1.65個/m 無し 無し                              ｍ         1            4,471             4,471   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－92号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(片面R) 180/210×300×600

m

        1            4,384   

歩車道境界ブロック 設置 C種(180/210×300×600) 無し                

無し                                            

                                                ｍ         1            4,384             4,384   

               計

          4,384   

               単価

        4,384   円／m

               計

          4,471   

               単価

        4,471   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－95号

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A種 120×120×600

m

        1            2,968   

地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600) 無し 無し               

                                                

                                                ｍ         1            2,968             2,968   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－94号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(両面R) 180/230×250×600(水抜き付)

m

        1            5,033   

歩車道境界ブロック 設置                                            

各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)               

1.65個/m 無し 無し                              ｍ         1            5,033             5,033   

               計

          5,033   

               単価

        5,033   円／m

               計

          2,968   

               単価

        2,968   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 54 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－97号

床掘り 土砂 小規模

m3

        1            1,777   

床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            1,777             1,777   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－96号

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C種 150×150×600

m

        1            3,248   

地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600) 無し 無し               

                                                

                                                ｍ         1            3,248             3,248   

               計

          3,248   

               単価

        3,248   円／m

               計

          1,777   

               単価

        1,777   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－99号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            2,686   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                   ｍ３         1            2,686             2,686   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－98号

埋戻し 土砂 流用土 小規模

m3

        1            3,113   

埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            3,113             3,113   

               計

          3,113   

               単価

        3,113   円／m3

               計

          2,686   

               単価

        2,686   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－101号

床掘り 土砂 小規模

m3

        1            1,777   

床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            1,777             1,777   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－100号

残土等処分

m3

        1            2,340   

残土等処分

 ｍ３         1            2,340             2,340   

               計

          2,340   

               単価

        2,340   円／m3

               計

          1,777   

               単価

        1,777   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－103号

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 景観色塗装品 Gr-B-2B

m

        1           12,110   

防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品                       

21m未満 無 無 無                                

                                                ｍ         1            4,124             4,124   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－102号

埋戻し 土砂 流用土 小規模

m3

        1            3,113   

埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            3,113             3,113   

               計

          3,113   

               単価

        3,113   円／m3

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 景観色塗装品 Gr-B-2B(樹脂ｷｬｯﾌﾟ含む)

ｍ         1            7,980             7,980   

               計

         12,104   

               単価

       12,110   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－104号

横断防止柵 3段ﾋﾞｰﾑ式 H=0.8m 支柱間隔0.8m 景観色塗装

基

       10           52,940   

【見積項目-3】

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m未満

基        10            3,720            37,200   

横断防止柵(3段ﾋﾞｰﾑ式) 柵高800 埋込深さ400 支柱間隔800 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)塗装

基        10           40,000           400,000   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用                    

                                                 ｍ２         3.2          1,039             3,324.8 

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.72        29,580            21,297.6 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         9.6          7,039            67,574.4 

               計

        529,396.8 

               単価

       52,940   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 59 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－105号

転落防止柵 門型 H=1.1m 支柱間隔1.2m 景観色塗装

基

        1           38,570   

【見積項目-4】

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 門型 1mを超え2m未満

基         1            3,064             3,064   

転落防止柵(門型) 柵高1100 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定式 支柱間隔1200景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)塗装

基         1           35,500            35,500   

               計

         38,564   

               単価

       38,570   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 60 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－106号

転落防止柵 門型 H=1.1m 支柱間隔1.32m 景観色塗装

基

        1           49,970   

【見積項目-4】

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 門型 1mを超え2m未満

基         1            3,064             3,064   

転落防止柵(門型) 柵高1100 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定式 支柱間隔1320景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)塗装

基         1           46,900            46,900   

               計

         49,964   

               単価

       49,970   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 61 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－108号

金網･支柱(立入防止柵)  ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ φ5.0 50×125 柵高1.8m

m

        1           11,360   

金網・支柱（立入防止柵） 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m 

ｍ         1            2,655             2,655   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－107号

基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 180×180×450

基

        1            3,183   

基礎ブロック，鋼管基礎 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 金網柵 有り(t=10cm)                   

全ての費用                                      

                                                基         1            3,183             3,183   

               計

          3,183   

               単価

        3,183   円／基

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ  粉体塗装 φ5.0 50×125 H=1800

ｍ         1            8,700             8,700   

               計

         11,355   

               単価

       11,360   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 62 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－110号

転落(横断)防止柵 柵高 0.8m ﾒｯｷ品 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 支柱

間隔3m m

        1            7,030   

防護柵（横断・転落防止柵）設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型                     

3m 100m以上(標準) 無 無                         

                                                ｍ         1            7,030             7,030   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－109号

門扉 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 片開き 柵高1.8m W=1.0m

基

        1           65,010   

門扉 片開き 2m以下                                   

                                                

                                                基         1           12,510            12,510   

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用門扉 片開 W=1000 H=1800

基         1           52,500            52,500   

               計

         65,010   

               単価

       65,010   円／基

               計

          7,030   

               単価

        7,030   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－112号

標識柱 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(景観色) 径76.3 

柱長さ 5m 基

        1           38,060   

標識柱・基礎設置（路側式）  単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無         

有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）       

                                                基         1           38,060            38,060   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－111号

転落(横断)防止柵 柵高 0.8m ﾒｯｷ品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 支柱間隔3m

m

        1            5,805   

防護柵（横断・転落防止柵）設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m以上(標準)               

無 無                                           

                                                ｍ         1            5,805             5,805   

               計

          5,805   

               単価

        5,805   円／m

               計

         38,060   

               単価

       38,060   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 64 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－114号

標識柱 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(景観色) 径76.3 

柱長さ 5m 基

        1           49,480   

標識柱・基礎設置（路側式）  単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 有 無         

有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）       

                                                基         1           49,480            49,480   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－113号

標識板 案内標識  300×1500 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型

枚

       10           41,580   

標識板設置（案内標識［路線番号除く］） 新設 2.0m2未満                                  

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ                           

10m2以上 無 無 有                                ｍ２         4.5         92,400           415,800   

               計

        415,800   

               単価

       41,580   円／枚

               計

         49,480   

               単価

       49,480   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 65 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－116号

標識板 案内標識  2800×2800  ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型

枚

       10          646,800   

標識板設置（案内標識［路線番号除く］） 新設 2.0m2以上                                  

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ                           

10m2以上 無 無 有                                ｍ２        78.4         82,500         6,468,000   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－115号

標識板 案内標識  300×1500 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型

枚

       10           43,430   

標識板設置（案内標識［路線番号除く］） 新設 2.0m2未満                                  

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ                           

10m2以上 無 有 有                                ｍ２         4.5         96,500           434,250   

               計

        434,250   

               単価

       43,430   円／枚

               計

      6,468,000   

               単価

      646,800   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 66 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－118号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              336   

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              336               336   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－117号

標識板 案内標識  2800×2800  ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型

枚

       10          675,100   

標識板設置（案内標識［路線番号除く］） 新設 2.0m2以上                                  

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ                           

10m2以上 無 有 有                                ｍ２        78.4         86,100         6,750,240   

               計

      6,750,240   

               単価

      675,100   円／枚

               計

            336   

               単価

          336   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－120号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              598.1 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              598.1             598.1 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－119号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              403.8 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              403.8             403.8 

               計

            403.8 

               単価

          403.8 円／m

               計

            598.1 

               単価

          598.1 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 68 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－122号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              355.4 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              355.4             355.4 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－121号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              794.5 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              794.5             794.5 

               計

            794.5 

               単価

          794.5 円／m

               計

            355.4 

               単価

          355.4 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 69 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－124号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              636   

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              636               636   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－123号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              426.5 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              426.5             426.5 

               計

            426.5 

               単価

          426.5 円／m

               計

            636   

               単価

          636   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 70 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－126号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              367.3 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し           

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              367.3             367.3 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－125号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              827.1 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              827.1             827.1 

               計

            827.1 

               単価

          827.1 円／m

               計

            367.3 

               単価

          367.3 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 71 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－128号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              652.3 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し           

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              652.3             652.3 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－127号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              440.7 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し           

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              440.7             440.7 

               計

            440.7 

               単価

          440.7 円／m

               計

            652.3 

               単価

          652.3 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 72 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－130号

溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水

性舗装有 m

        1              722.8 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字             

15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し                   

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1              722.8             722.8 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－129号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              866   

区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し           

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              866               866   

               計

            866   

               単価

          866   円／m

               計

            722.8 

               単価

          722.8 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 73 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－132号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              330   

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              330               330   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－131号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              279.1 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              279.1             279.1 

               計

            279.1 

               単価

          279.1 円／m

               計

            330   

               単価

          330   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 74 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－134号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              634.7 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              634.7             634.7 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－133号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              488.5 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              488.5             488.5 

               計

            488.5 

               単価

          488.5 円／m

               計

            634.7 

               単価

          634.7 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 75 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－136号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              351.7 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              351.7             351.7 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－135号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              297.6 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              297.6             297.6 

               計

            297.6 

               単価

          297.6 円／m

               計

            351.7 

               単価

          351.7 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 76 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－138号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              665.6 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              665.6             665.6 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－137号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              524.6 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              524.6             524.6 

               計

            524.6 

               単価

          524.6 円／m

               計

            665.6 

               単価

          665.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 77 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－140号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              365.1 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し           

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              365.1             365.1 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－139号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              309   

区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し           

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              309               309   

               計

            309   

               単価

          309   円／m

               計

            365.1 

               単価

          365.1 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 78 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－142号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              702.7 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し           

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              702.7             702.7 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－141号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              540   

区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し           

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              540               540   

               計

            540   

               単価

          540   円／m

               計

            702.7 

               単価

          702.7 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 79 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－144号

区画線消去 削取り式

m

        1              473.1 

区画線消去 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用              

                                                

                                                ｍ         1              473.1             473.1 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－143号

溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 

排水性舗装無 m

        1              639.2 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字             

15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し                   

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1              639.2             639.2 

               計

            639.2 

               単価

          639.2 円／m

               計

            473.1 

               単価

          473.1 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 80 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－146号

高視認性区画線 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 白色 15cm  排水性舗装無

m

        1              621   

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し 実線 15cm 著しく有り         

無し 560kg/1000m 専用のみ                       

52kg/1000m 25kg/1000m                           ｍ         1              621               621   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－145号

区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式

m

        1              787   

区画線消去 無し ウォータージェット式 溶融式 無し           

                                                

                                                ｍ         1              787               787   

               計

            787   

               単価

          787   円／m

               計

            621   

               単価

          621   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 81 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－148号

高視認性区画線 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 45cm 排水性舗装無

m

        1            1,544   

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し ゼブラ 45cm 著しく有り       

無し 1680kg/1000m 専用のみ                      

156kg/1000m 75kg/1000m                          ｍ         1            1,544             1,544   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－147号

高視認性区画線 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 矢印･記号･文字 15cm換算(減速ﾏｰｸ)

 白色 排水性舗装無 m

        1            1,545   

【見積項目-6】

高視認性区画線設置  非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 矢印･記号･文字 15cm換算(減速ﾏｰｸ) 白色

ｍ         1            1,545             1,545   

               計

          1,545   

               単価

        1,545   円／m

               計

          1,544   

               単価

        1,544   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 82 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－150号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              486.8 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              486.8             486.8 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－149号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              413.7 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              413.7             413.7 

               計

            413.7 

               単価

          413.7 円／m

               計

            486.8 

               単価

          486.8 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 83 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－152号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              935.2 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              935.2             935.2 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－151号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              722   

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              722               722   

               計

            722   

               単価

          722   円／m

               計

            935.2 

               単価

          935.2 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 84 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－154号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              521   

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              521               521   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－153号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              441.5 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              441.5             441.5 

               計

            441.5 

               単価

          441.5 円／m

               計

            521   

               単価

          521   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 85 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－156号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              981.4 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              981.4             981.4 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－155号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              776.7 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              776.7             776.7 

               計

            776.7 

               単価

          776.7 円／m

               計

            981.4 

               単価

          981.4 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 86 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－158号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              540.4 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し           

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              540.4             540.4 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－157号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              458.7 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し           

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              458.7             458.7 

               計

            458.7 

               単価

          458.7 円／m

               計

            540.4 

               単価

          540.4 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 87 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－160号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1            1,038   

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し           

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1            1,038             1,038   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－159号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              800.4 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し           

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              800.4             800.4 

               計

            800.4 

               単価

          800.4 円／m

               計

          1,038   

               単価

        1,038   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 88 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－162号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              353.1 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              353.1             353.1 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－161号

溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水

性舗装有 m

        1              955.9 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字             

15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し                   

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1              955.9             955.9 

               計

            955.9 

               単価

          955.9 円／m

               計

            353.1 

               単価

          353.1 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 89 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－164号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              606.5 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              606.5             606.5 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－163号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              409   

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              409               409   

               計

            409   

               単価

          409   円／m

               計

            606.5 

               単価

          606.5 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 90 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－166号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              379.6 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              379.6             379.6 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－165号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              768.7 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              768.7             768.7 

               計

            768.7 

               単価

          768.7 円／m

               計

            379.6 

               単価

          379.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 91 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－168号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              658.6 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              658.6             658.6 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－167号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              441.7 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              441.7             441.7 

               計

            441.7 

               単価

          441.7 円／m

               計

            658.6 

               単価

          658.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 92 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－170号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              396   

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し           

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              396               396   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－169号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              812.6 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              812.6             812.6 

               計

            812.6 

               単価

          812.6 円／m

               計

            396   

               単価

          396   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 93 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－172号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              681   

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し           

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              681               681   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－171号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              460.1 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し           

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              460.1             460.1 

               計

            460.1 

               単価

          460.1 円／m

               計

            681   

               単価

          681   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 94 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－174号

溶融式区画線 溶融式手動 矢印･記号･文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 

排水性舗装無 m

        1              861.2 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字             

15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し                   

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1              861.2             861.2 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－173号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              866.7 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し           

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              866.7             866.7 

               計

            866.7 

               単価

          866.7 円／m

               計

            861.2 

               単価

          861.2 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 95 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－176号

区画線消去 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式

m

        1              911   

区画線消去 有り ウォータージェット式 溶融式 無し           

                                                

                                                ｍ         1              911               911   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－175号

区画線消去 削取り式

m

        1              694.1 

区画線消去 有り 削取り式 無し 無し 全ての費用              

                                                

                                                ｍ         1              694.1             694.1 

               計

            694.1 

               単価

          694.1 円／m

               計

            911   

               単価

          911   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 96 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－178号

高視認性区画線 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 白色 20cm  排水性舗装無

m

        1              712.7 

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し          

747kg/1000m 専用のみ                            

69kg/1000m 33kg/1000m                           ｍ         1              712.7             712.7 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－177号

高視認性区画線 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 白色 15cm  排水性舗装無

m

        1              579   

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し          

560kg/1000m 専用のみ                            

52kg/1000m 25kg/1000m                           ｍ         1              579               579   

               計

            579   

               単価

          579   円／m

               計

            712.7 

               単価

          712.7 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 97 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－180号

高視認性区画線 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 15cm 排水性舗装無

m

        1              630   

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し ゼブラ 15cm 無し 無し        

560kg/1000m 専用のみ                            

52kg/1000m 25kg/1000m                           ｍ         1              630               630   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－179号

高視認性区画線 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 白色 30cm  排水性舗装無

m

        1              993.5 

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し          

1120kg/1000m 専用のみ                           

104kg/1000m 50kg/1000m                          ｍ         1              993.5             993.5 

               計

            993.5 

               単価

          993.5 円／m

               計

            630   

               単価

          630   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 98 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－182号

高視認性区画線 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 30cm 排水性舗装無

m

        1            1,118   

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し ゼブラ 30cm 無し 無し        

1120kg/1000m 専用のみ                           

104kg/1000m 50kg/1000m                          ｍ         1            1,118             1,118   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－181号

高視認性区画線 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 20cm 排水性舗装無

m

        1              782.1 

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し ゼブラ 20cm 無し 無し        

747kg/1000m 専用のみ                            

69kg/1000m 33kg/1000m                           ｍ         1              782.1             782.1 

               計

            782.1 

               単価

          782.1 円／m

               計

          1,118   

               単価

        1,118   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 99 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－184号

高視認性区画線消去 削取り式

m

        1              694.1 

高視認性区画線消去（削取り式） 有り 無し 無し 全ての費用                       

                                                

                                                ｍ         1              694.1             694.1 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－183号

高視認性区画線 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 45cm 排水性舗装無

m

        1            1,455   

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し ゼブラ 45cm 無し 無し        

1680kg/1000m 専用のみ                           

156kg/1000m 75kg/1000m                          ｍ         1            1,455             1,455   

               計

          1,455   

               単価

        1,455   円／m

               計

            694.1 

               単価

          694.1 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 100 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－186号

視線誘導標  φ100 両面反射 ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込

本

        1           10,200   

道路付属物設置工(視線誘導標設置) ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面          

 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準               

30本以上(標準) 無 無                            本         1           10,200            10,200   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－185号

視線誘導標  φ100 両面反射 土中建込

本

        1            6,060   

道路付属物設置工(視線誘導標設置)  土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下    

 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無            

                                                本         1            6,060             6,060   

               計

          6,060   

               単価

        6,060   円／本

               計

         10,200   

               単価

       10,200   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 101 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－188号

道路鋲 両面反射 貼付式 幅10cm 樹脂製 小型鋲

個

        1            1,570   

道路付属物設置工(道路鋲設置) 小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式       

樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無          

                                                個         1            1,570             1,570   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－187号

道路鋲 片面反射 貼付式 幅10cm 樹脂製 小型鋲

個

        1            1,530   

道路付属物設置工(道路鋲設置) 小型鋲 手間+材料費 小型鋲 片面反射 貼付式       

樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無          

                                                個         1            1,530             1,530   

               計

          1,530   

               単価

        1,530   円／個

               計

          1,570   

               単価

        1,570   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 102 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－190号

車線分離標  φ80 H=650 着脱式(穿孔式･3本脚)

本

        1           21,500   

道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置） 着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費               

 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250                      

高さ650mm 30本以上(標準) 無 無                  本         1           21,500            21,500   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－189号

車線分離標  φ80 H=650 可変式(穿孔式･1本脚)

本

        1           21,400   

道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置） 可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費               

 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250                      

高さ650mm 30本以上(標準) 無 無                  本         1           21,400            21,400   

               計

         21,400   

               単価

       21,400   円／本

               計

         21,500   

               単価

       21,500   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 103 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－192号

防護柵(横断･転落防止柵)撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 支柱間隔3m

m

        1              410   

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無                        

                                                

                                                ｍ         1              410               410   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－191号

車線分離標  φ80 H=650 固定式(貼付式)

本

        1           19,000   

道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）  固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80      

 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm                           

30本以上(標準) 無 無                            本         1           19,000            19,000   

               計

         19,000   

               単価

       19,000   円／本

               計

            410   

               単価

          410   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 104 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－194号

防護柵(横断･転落防止柵)撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 支柱間隔3m

m

        1              430   

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型                     

3m 無 無                                        

                                                ｍ         1              430               430   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－193号

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-2B

m

        1            1,260   

防護柵撤去工（ガードレール撤去工） ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無                 

                                                

                                                ｍ         1            1,260             1,260   

               計

          1,260   

               単価

        1,260   円／m

               計

            430   

               単価

          430   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 105 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－196号

防護柵(横断･転落防止柵)撤去 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m

m

        1              850   

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無                 

                                                

                                                ｍ         1              850               850   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－195号

防護柵(横断･転落防止柵)撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 支柱間隔3m

m

        1              410   

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無                        

                                                

                                                ｍ         1              410               410   

               計

            410   

               単価

          410   円／m

               計

            850   

               単価

          850   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 106 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－198号

防護柵(横断･転落防止柵)撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m

m

        1              545   

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無                  

無                                              

                                                ｍ         1              545               545   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－197号

防護柵(横断･転落防止柵)撤去 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m

m

        1              675   

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込                          

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無                          

                                                ｍ         1              675               675   

               計

            675   

               単価

          675   円／m

               計

            545   

               単価

          545   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 107 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－200号

標識撤去 標識柱(片持式)　400kg/基以上

基

        1           19,440   

標識柱撤去（片持式・門型式） 片持式 400kg以上/基 3基以上 無 有               

                                                

                                                基         1           19,440            19,440   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－199号

標識撤去 案内標識 2800×2800

基

       10           26,740   

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2以上 10m2以上 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２        78.4          3,410           267,344   

               計

        267,344   

               単価

       26,740   円／基

               計

         19,440   

               単価

       19,440   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 108 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－202号

標識撤去 標識基礎(片持式)　1000×800×3400

基

        1          209,000   

標識基礎撤去（片持式・門型式） 無 有                                           

                                                

                                                 ｍ３         3           69,660           208,980   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－201号

標識撤去 標識基礎(片持式)　1000×1000×3000

基

        1          209,000   

標識基礎撤去（片持式・門型式） 無 有                                           

                                                

                                                 ｍ３         3           69,660           208,980   

               計

        208,980   

               単価

      209,000   円／基

               計

        208,980   

               単価

      209,000   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 109 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－204号

視線誘導標撤去  φ100 ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込

本

        1              192   

道路付属物撤去工（視線誘導標） ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込 30本以上(標準) 無 無                 

                                                

                                                本         1              192               192   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－203号

視線誘導標撤去  φ100 土中建込

本

        1              802   

道路付属物撤去工（視線誘導標） 土中建込 30本以上(標準) 無 無                   

                                                

                                                本         1              802               802   

               計

            802   

               単価

          802   円／本

               計

            192   

               単価

          192   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 110 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－206号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工

m3

        1           27,160   

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                 ｍ３         1           27,160            27,160   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－205号

視線誘導標撤去  φ100 防護柵取付

本

        1              402   

道路付属物撤去工（視線誘導標） 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無                 

                                                

                                                本         1              402               402   

               計

            402   

               単価

          402   円／本

               計

         27,160   

               単価

       27,160   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 111 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－208号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              520.6 

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用                

                                                

                                                ｍ         1              520.6             520.6 

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－207号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工

m3

        1            8,949   

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要              

                                                

                                                 ｍ３         1            8,949             8,949   

               計

          8,949   

               単価

        8,949   円／m3

               計

            520.6 

               単価

          520.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 112 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－210号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物

m3

        1           27,160   

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                 ｍ３         1           27,160            27,160   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－209号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm

m2

        1              499.3 

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り            

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              499.3             499.3 

               計

            499.3 

               単価

          499.3 円／m2

               計

         27,160   

               単価

       27,160   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 113 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－212号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm

m2

        1            2,289   

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り                  

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1            2,289             2,289   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－211号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              520.6 

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用                

                                                

                                                ｍ         1              520.6             520.6 

               計

            520.6 

               単価

          520.6 円／m

               計

          2,289   

               単価

        2,289   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 114 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－214号

車線分離標撤去 貼付式

本

        1            1,130   

道路付属物撤去工（車線分離標） 貼付式 30本以上(標準) 無 無                     

                                                

                                                本         1            1,130             1,130   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－213号

道路鋲撤去 貼付式

個

        1              302   

道路付属物撤去工（道路鋲） 貼付式 30個以上(標準) 無 無                     

                                                

                                                個         1              302               302   

               計

            302   

               単価

          302   円／個

               計

          1,130   

               単価

        1,130   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 115 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－216号

特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去 30cm×30cm×6cm

m2

        1            1,017   

特殊ブロック舗装 撤去 

 ｍ２         1            1,017             1,017   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－215号

車線分離標撤去 穿孔式(1本脚)

本

        1            1,550   

道路付属物撤去工（車線分離標） 穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無              

                                                

                                                本         1            1,550             1,550   

               計

          1,550   

               単価

        1,550   円／本

               計

          1,017   

               単価

        1,017   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 116 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－218号

特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去 平板ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm 処分

m2

        1            1,017   

特殊ブロック舗装 撤去 

 ｍ２         1            1,017             1,017   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－217号

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 標準品 厚6cm 処分

m2

        1              805   

インターロッキングブロック撤去（再設置） 撤去のみ 100m2未満 無 無                        

                                                

                                                 ｍ２         1              805               805   

               計

            805   

               単価

          805   円／m2

               計

          1,017   

               単価

        1,017   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 117 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－220号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分

m

        1              604   

歩車道境界ブロック撤去 処分 

ｍ         1              604               604   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－219号

特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去 視覚障害者用点字･誘導ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm 処分

m2

        1            1,017   

特殊ブロック舗装 撤去 

 ｍ２         1            1,017             1,017   

               計

          1,017   

               単価

        1,017   円／m2

               計

            604   

               単価

          604   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 118 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－222号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込

m3

        1            6,015   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし               

人力積込 有り 10.5km以下 全ての費用             

                                                 ｍ３         1            6,015             6,015   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－221号

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分

m

        1              604   

地先境界ブロック撤去 処分 

ｍ         1              604               604   

               計

            604   

               単価

          604   円／m

               計

          6,015   

               単価

        6,015   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 119 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－224号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            2,496   

殻運搬 舗装版破砕                                      

機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 

有り 12.0km以下 全ての費用                       ｍ３         1            2,496             2,496   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－223号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械積込

m3

        1            2,036   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし               

機械積込 有り 11.0km以下 全ての費用             

                                                 ｍ３         1            2,036             2,036   

               計

          2,036   

               単価

        2,036   円／m3

               計

          2,496   

               単価

        2,496   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 120 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－226号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            2,585   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,585             2,585   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－225号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

               計

          2,350   

               単価

        2,350   円／m3

               計

          2,585   

               単価

        2,585   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 121 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－228号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,008   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし               

人力積込 有り 2.5km以下 全ての費用              

                                                 ｍ３         1            3,008             3,008   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－227号

現場発生品運搬 転落防止柵

回

        1           14,010   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2

7.0km以下 0.1t超0.2t以下 

回         1           14,010            14,010   

               計

         14,010   

               単価

       14,010   円／回

               計

          3,008   

               単価

        3,008   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 122 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－230号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,760   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,760             3,760   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－229号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            3,676   

殻運搬 舗装版破砕 人力積込 有り 4.5km以下              

全ての費用                                      

                                                 ｍ３         1            3,676             3,676   

               計

          3,676   

               単価

        3,676   円／m3

               計

          3,760   

               単価

        3,760   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 123 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－232号

現場発生品運搬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、横断･転落防止柵、案内標識板

回

        1            4,943   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9

.0km以下 0.3t超0.5t以下 

回         1            4,943             4,943   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－231号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

               計

          2,350   

               単価

        2,350   円／m3

               計

          4,943   

               単価

        4,943   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 124 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－234号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            5,013   

殻運搬 舗装版破砕 人力積込 有り 8.0km以下              

全ての費用                                      

                                                 ｍ３         1            5,013             5,013   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－233号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            6,015   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし               

人力積込 有り 10.5km以下 全ての費用             

                                                 ｍ３         1            6,015             6,015   

               計

          6,015   

               単価

        6,015   円／m3

               計

          5,013   

               単価

        5,013   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 125 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－236号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－235号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,525   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,525             3,525   

               計

          3,525   

               単価

        3,525   円／m3

               計

          2,350   

               単価

        2,350   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 126 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－238号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            6,015   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし               

人力積込 有り 10.5km以下 全ての費用             

                                                 ｍ３         1            6,015             6,015   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－237号

現場発生品運搬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、横断･転落防止柵、案内標識板

回

        1            4,943   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9

.0km以下 0.3t超0.5t以下 

回         1            4,943             4,943   

               計

          4,943   

               単価

        4,943   円／回

               計

          6,015   

               単価

        6,015   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 127 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－240号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            4,465   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            4,465             4,465   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－239号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            6,015   

殻運搬 舗装版破砕 人力積込 有り 10.5km以下             

全ての費用                                      

                                                 ｍ３         1            6,015             6,015   

               計

          6,015   

               単価

        6,015   円／m3

               計

          4,465   

               単価

        4,465   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 128 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－242号

現場発生品運搬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、横断･転落防止柵、案内標識板

回

        1           18,910   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 3

5.0km以下 0.3t超0.5t以下 

回         1           18,910            18,910   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－241号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            3,525   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,525             3,525   

               計

          3,525   

               単価

        3,525   円／m3

               計

         18,910   

               単価

       18,910   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 129 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-50

単－244号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) (夜間)

m3

        1            7,800   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            7,800             7,800   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-50

単－243号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3

        1            2,084   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし               

機械積込 有り 8.5km以下 全ての費用              

                                                 ｍ３         1            2,084             2,084   

               計

          2,084   

               単価

        2,084   円／m3

               計

          7,800   

               単価

        7,800   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 130 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－246号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            6,015   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし               

人力積込 有り 10.5km以下 全ての費用             

                                                 ｍ３         1            6,015             6,015   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-50

単－245号

現場発生品運搬 標識柱

回

        1           26,500   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 3

5.0km以下 0.3t超0.5t以下 

回         1           26,500            26,500   

               計

         26,500   

               単価

       26,500   円／回

               計

          6,015   

               単価

        6,015   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 131 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－248号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－247号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            6,015   

殻運搬 舗装版破砕 人力積込 有り 10.5km以下             

全ての費用                                      

                                                 ｍ３         1            6,015             6,015   

               計

          6,015   

               単価

        6,015   円／m3

               計

          2,350   

               単価

        2,350   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 132 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－250号

現場発生品運搬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、横断･転落防止柵、案内標識板

回

        1            7,575   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 1

4.0km以下 0.3t超0.5t以下 

回         1            7,575             7,575   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－249号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

               計

          2,350   

               単価

        2,350   円／m3

               計

          7,575   

               単価

        7,575   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 133 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－252号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            4,344   

殻運搬 舗装版破砕 人力積込 有り 6.0km以下              

全ての費用                                      

                                                 ｍ３         1            4,344             4,344   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－251号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,342   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし               

人力積込 有り 3.5km以下 全ての費用              

                                                 ｍ３         1            3,342             3,342   

               計

          3,342   

               単価

        3,342   円／m3

               計

          4,344   

               単価

        4,344   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 134 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－254号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－253号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,760   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,760             3,760   

               計

          3,760   

               単価

        3,760   円／m3

               計

          2,350   

               単価

        2,350   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 135 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-50

単－256号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3

        1            1,158   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし               

機械積込 有り 3.5km以下 全ての費用              

                                                 ｍ３         1            1,158             1,158   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－255号

現場発生品運搬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、横断･転落防止柵、案内標識板

回

        1            4,943   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9

.0km以下 0.3t超0.5t以下 

回         1            4,943             4,943   

               計

          4,943   

               単価

        4,943   円／回

               計

          1,158   

               単価

        1,158   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 136 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-50

単－258号

現場発生品運搬 標識柱

回

        1            8,610   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9

.0km以下 0.8t超1.1t以下 

回         1            8,610             8,610   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-50

単－257号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) (夜間)

m3

        1            6,600   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            6,600             6,600   

               計

          6,600   

               単価

        6,600   円／m3

               計

          8,610   

               単価

        8,610   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 137 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－260号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            4,344   

殻運搬 舗装版破砕 人力積込 有り 6.0km以下              

全ての費用                                      

                                                 ｍ３         1            4,344             4,344   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－259号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,676   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし               

人力積込 有り 4.5km以下 全ての費用              

                                                 ｍ３         1            3,676             3,676   

               計

          3,676   

               単価

        3,676   円／m3

               計

          4,344   

               単価

        4,344   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 138 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－262号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－261号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,525   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,525             3,525   

               計

          3,525   

               単価

        3,525   円／m3

               計

          2,350   

               単価

        2,350   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 139 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－264号

交通誘導警備員

A 人日

        1           13,500   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           13,500            13,500   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－263号

現場発生品運搬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ、横断･転落防止柵、案内標識板

回

        1            2,918   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5

.0km以下 0.3t超0.5t以下 

回         1            2,918             2,918   

               計

          2,918   

               単価

        2,918   円／回

               計

         13,500   

               単価

       13,500   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 140 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－266号

交通誘導警備員

A 人日

        1           13,500   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           13,500            13,500   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－265号

交通誘導警備員

B 人日

        1           10,900   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           10,900            10,900   

               計

         10,900   

               単価

       10,900   円／人日

               計

         13,500   

               単価

       13,500   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 141 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-71

単－268号

交通誘導警備員

A 人日

        1           23,090   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           23,090            23,090   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

単－267号

交通誘導警備員

B 人日

        1           10,900   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           10,900            10,900   

               計

         10,900   

               単価

       10,900   円／人日

               計

         23,090   

               単価

       23,090   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 142 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-50

単－270号

交通誘導警備員

A 人日

        1           20,250   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           20,250            20,250   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-71

単－269号

交通誘導警備員

B 人日

        1           18,640   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           18,640            18,640   

               計

         18,640   

               単価

       18,640   円／人日

               計

         20,250   

               単価

       20,250   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 143 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-50

単－271号

交通誘導警備員

B 人日

        1           16,350   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           16,350            16,350   

               計

         16,350   

               単価

       16,350   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 144 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

インターロッキングブロック設置 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm 標準品                     

砂(ｸｯｼｮﾝ用) 30mm 100m2以上 無                   

無                                              

 ｍ２

      100            4,270   

インターロッキングブロック設置工　一般部 Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置

 ｍ２       100            4,100           410,000   

砂 クッション用

 ｍ３         3.87         4,370            16,911   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 89   

               計

        427,000   

               単価

        4,270   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 145 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

差筋及び杭頭処理                                

ｔ

        1          123,800   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03        65,000            66,950   

鉄筋工 加工・組立共　差筋及び杭頭処理

ｔ         1           56,810            56,810   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 40   

               計

        123,800   

               単価

      123,800   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 146 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ床版設置 200kg/枚を超え800kg/枚以下

枚

       10            3,510   

土木一般世話役  

人         0.4         22,700             9,080   

特殊作業員  

人         0.1         20,200             2,020   

普通作業員  

人         0.6         19,400            11,640   

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         0.4         29,200            11,680   

諸雑費（率＋まるめ）

       2%

式         1                680   

               計

         35,100   

               単価

        3,510   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 147 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                

枚

      100              762   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              762            76,200   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 別途計上

枚       100                0                 0   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         76,200   

               単価

          762   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 148 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

足掛金具設置  W=300 φ19 全樹脂巻

個

      100            4,806   

土木一般世話役  

人         0.3         22,700             6,810   

特殊作業員  

人         6.2         20,200           125,240   

普通作業員  

人         5.4         19,400           104,760   

足掛金具  W=300 φ19 全樹脂巻

個       100            1,870           187,000   

諸雑費（率＋まるめ）

       24%

式         1             56,790   

               計

        480,600   

               単価

        4,806   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 149 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

防護柵設置工（材料費を除く手間の

 み）

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-B-2B 塗装品                       

21m未満 無 無 無                                

                                                

ｍ

        1            4,124   

ガードレール設置工　コンクリート建込用 Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装

ｍ         1           12,405            12,405   

ガードレール　路側用 コンクリート建込　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装

ｍ         1           -8,281            -8,281   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,124   

               単価

        4,124   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 150 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 景観色塗装品 Gr-B-2B(樹脂ｷｬｯﾌﾟ含む)

ｍ

        2            7,980   

ガードレール 路側コンクリート用 Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装 (ダークブラウン)

ｍ         2            7,690            15,380   

支柱キャップ  樹脂性(ダークブラウン) φ１１４.３ｍｍ

個         1              580               580   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         15,960   

               単価

        7,980   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 151 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

防護柵（横断・転落防止柵）設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型                     

3m 100m以上(標準) 無 無                         

                                                

ｍ

      100            7,030   

横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用 門型

ｍ       100            1,920           192,000   

横断防止柵 門型 ﾒｯｷ品 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込用 H=800

ｍ       100            5,110           511,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        703,000   

               単価

        7,030   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 152 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

防護柵（横断・転落防止柵）設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 100m以上(標準)               

無 無                                           

                                                

ｍ

      100            5,805   

横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用 門型

ｍ       100              765            76,500   

横断防止柵 門型 ﾒｯｷ品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 H=800

ｍ       100            5,040           504,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        580,500   

               単価

        5,805   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 153 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

標識柱・基礎設置（路側式）  単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 無 無         

有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）       

                                                

基

        1           38,060   

標識柱・基礎設置（路側式）  単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３

基         1           38,060            38,060   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         38,060   

               単価

       38,060   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 154 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

標識板設置（案内標識［路線番号除

く］）

新設 2.0m2未満                                  

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ                           

10m2以上 無 無 有                               

 ｍ２

        1           92,400   

標識板設置（案内標識［路線番号除く］） 新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2未満 金具含 材工共

 ｍ２         1           81,900            81,900   

道路標識設置工　加算額 標識板の裏面塗装

 ｍ２         1           10,500            10,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         92,400   

               単価

       92,400   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 155 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

標識柱・基礎設置（路側式）  単柱式(基礎含む)φ76.3 5基以上 無 有 無         

有 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観色）       

                                                

基

        1           49,480   

標識柱・基礎設置（路側式）  単柱式　メッキ＋塗装　φ７６．３

基         1           49,478            49,478   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         49,480   

               単価

       49,480   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 156 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

標識板設置（案内標識［路線番号除

く］）

新設 2.0m2未満                                  

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ                           

10m2以上 無 有 有                               

 ｍ２

        1           96,500   

標識板設置（案内標識［路線番号除く］） 新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2未満 金具含 材工共

 ｍ２         1           85,995            85,995   

道路標識設置工　加算額 標識板の裏面塗装

 ｍ２         1           10,500            10,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         96,500   

               単価

       96,500   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 157 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

標識板設置（案内標識［路線番号除

く］）

新設 2.0m2以上                                  

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ                           

10m2以上 無 無 有                               

 ｍ２

        1           82,500   

標識板設置（案内標識［路線番号除く］） 新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共

 ｍ２         1           72,000            72,000   

道路標識設置工　加算額 標識板の裏面塗装

 ｍ２         1           10,500            10,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         82,500   

               単価

       82,500   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 158 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

標識板設置（案内標識［路線番号除

く］）

新設 2.0m2以上                                  

ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ                           

10m2以上 無 有 有                               

 ｍ２

        1           86,100   

標識板設置（案内標識［路線番号除く］） 新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共

 ｍ２         1           75,600            75,600   

道路標識設置工　加算額 標識板の裏面塗装

 ｍ２         1           10,500            10,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         86,100   

               単価

       86,100   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 159 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              336   

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000              172.2         172,200   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              162           138,510   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        46              109             5,014   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,776   

               計

        336,000   

               単価

          336   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 160 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              403.8 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約無

ｍ     1,000              186.9         186,900   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,140              162           184,680   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        50              109             5,450   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,270   

               計

        403,800   

               単価

          403.8 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 161 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              598.1 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約無

ｍ     1,000              275.1         275,100   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,695              162           274,590   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        74              109             8,066   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             15,344   

               計

        598,100   

               単価

          598.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 162 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              794.5 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線45cm　制約無

ｍ     1,000              311.85         311,850   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     2,550              162           413,100   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        84              109             9,156   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             22,894   

               計

        794,500   

               単価

          794.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 163 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              355.4 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無

ｍ     1,000              191.1         191,100   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              162           138,510   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        51              109             5,559   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,731   

               計

        355,400   

               単価

          355.4 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 164 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              426.5 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線20cm　制約無

ｍ     1,000              208.95         208,950   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,140              162           184,680   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        56              109             6,104   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,266   

               計

        426,500   

               単価

          426.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 165 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              636   

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線30cm　制約無

ｍ     1,000              311.85         311,850   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,695              162           274,590   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        84              109             9,156   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             15,404   

               計

        636,000   

               単価

          636   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 166 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              827.1 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線45cm　制約無

ｍ     1,000              343.35         343,350   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     2,550              162           413,100   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        93              109            10,137   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             23,013   

               計

        827,100   

               単価

          827.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 167 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し           

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              367.3 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無

ｍ     1,000              202.65         202,650   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              162           138,510   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        54              109             5,886   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,754   

               計

        367,300   

               単価

          367.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 168 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し           

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              440.7 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無

ｍ     1,000              222.6         222,600   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,140              162           184,680   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        60              109             6,540   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,380   

               計

        440,700   

               単価

          440.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 169 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し           

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              652.3 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無

ｍ     1,000              327.6         327,600   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,695              162           274,590   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        89              109             9,701   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             15,409   

               計

        652,300   

               単価

          652.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 170 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し           

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              866   

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無

ｍ     1,000              381.15         381,150   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     2,550              162           413,100   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ       103              109            11,227   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             23,023   

               計

        866,000   

               単価

          866   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 171 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字             

15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し                   

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000              722.8 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無

ｍ     1,200              430.5         516,600   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,026              162           166,212   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            109            15,172   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,816   

               計

        722,800   

               単価

          722.8 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 172 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              279.1 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000              164           164,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        44              109             4,796   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,464   

               計

        279,100   

               単価

          279.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 173 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              330   

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約無

ｍ     1,000              178           178,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       760              162           123,120   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        48              109             5,232   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,148   

               計

        330,000   

               単価

          330   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 174 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              488.5 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約無

ｍ     1,000              262           262,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,130              162           183,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        71              109             7,739   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,701   

               計

        488,500   

               単価

          488.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 175 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              634.7 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線45cm　制約無

ｍ     1,000              297           297,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              162           275,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        80              109             8,720   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,080   

               計

        634,700   

               単価

          634.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 176 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              297.6 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無

ｍ     1,000              182           182,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        49              109             5,341   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,419   

               計

        297,600   

               単価

          297.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 177 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              351.7 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線20cm　制約無

ｍ     1,000              199           199,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       760              162           123,120   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        54              109             5,886   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,194   

               計

        351,700   

               単価

          351.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 178 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              524.6 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線30cm　制約無

ｍ     1,000              297           297,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,130              162           183,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        80              109             8,720   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,820   

               計

        524,600   

               単価

          524.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 179 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              665.6 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線45cm　制約無

ｍ     1,000              327           327,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              162           275,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        88              109             9,592   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,108   

               計

        665,600   

               単価

          665.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 180 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し           

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              309   

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無

ｍ     1,000              193           193,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        52              109             5,668   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,492   

               計

        309,000   

               単価

          309   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 181 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し           

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              365.1 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無

ｍ     1,000              212           212,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       760              162           123,120   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        57              109             6,213   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,267   

               計

        365,100   

               単価

          365.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 182 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し           

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              540   

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無

ｍ     1,000              312           312,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,130              162           183,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        84              109             9,156   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,784   

               計

        540,000   

               単価

          540   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 183 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し           

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              702.7 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無

ｍ     1,000              363           363,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              162           275,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        98              109            10,682   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,118   

               計

        702,700   

               単価

          702.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 184 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字             

15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し                   

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000              639.2 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無

ｍ     1,200              410           492,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       684              162           110,808   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       132              109            14,388   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,004   

               計

        639,200   

               単価

          639.2 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 185 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線消去 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用              

                                                

                                                

ｍ

    1,000              473.1 

区画線消去 昼間　豪雪無　削取り式　制約無

ｍ     1,000              461           461,000   

軽油  １．２号

Ｌ        67              109             7,303   

ガソリン レギュラー

Ｌ        37              128             4,736   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 61   

               計

        473,100   

               単価

          473.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 186 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線消去 無し ウォータージェット式 溶融式 無し           

                                                

                                                

ｍ

    1,000              787   

区画線消去 昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無

ｍ     1,000              787           787,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        787,000   

               単価

          787   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 187 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し 実線 15cm 著しく有り         

無し 560kg/1000m 専用のみ                       

52kg/1000m 25kg/1000m                           

ｍ

    1,000              621   

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              365           365,000   

高視認性区画線塗料 非ﾘﾌﾞ式（溶融式）白 

ｋｇ       560              330           184,800   

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 専用ﾋﾞｰｽﾞ

ｋｇ        52              975            50,700   

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        59              109             6,431   

ガソリン レギュラー

Ｌ         2.5            128               320   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              4,999   

               計

        621,000   

               単価

          621   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 188 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し ゼブラ 45cm 著しく有り       

無し 1680kg/1000m 専用のみ                      

156kg/1000m 75kg/1000m                          

ｍ

    1,000            1,544   

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              782           782,000   

高視認性区画線塗料 非ﾘﾌﾞ式（溶融式）白 

ｋｇ     1,680              330           554,400   

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 専用ﾋﾞｰｽﾞ

ｋｇ       156              975           152,100   

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ       125              109            13,625   

ガソリン レギュラー

Ｌ         5.4            128               691   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1             14,934   

               計

      1,544,000   

               単価

        1,544   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 189 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              413.7 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000              249.9         249,900   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              162           138,510   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        46              109             5,014   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,776   

               計

        413,700   

               単価

          413.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 190 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              486.8 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約無

ｍ     1,000              269.85         269,850   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,140              162           184,680   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        50              109             5,450   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,320   

               計

        486,800   

               単価

          486.8 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 191 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              722   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約無

ｍ     1,000              399           399,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,695              162           274,590   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        74              109             8,066   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             15,344   

               計

        722,000   

               単価

          722   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 192 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              935.2 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線45cm　制約無

ｍ     1,000              452.55         452,550   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     2,550              162           413,100   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        84              109             9,156   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             22,894   

               計

        935,200   

               単価

          935.2 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 193 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              441.5 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約無

ｍ     1,000              277.2         277,200   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              162           138,510   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        51              109             5,559   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,731   

               計

        441,500   

               単価

          441.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 194 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              521   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線20cm　制約無

ｍ     1,000              303.45         303,450   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,140              162           184,680   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        56              109             6,104   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,266   

               計

        521,000   

               単価

          521   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 195 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              776.7 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線30cm　制約無

ｍ     1,000              452.55         452,550   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,695              162           274,590   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        84              109             9,156   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             15,404   

               計

        776,700   

               単価

          776.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 196 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し             

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              981.4 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線45cm　制約無

ｍ     1,000              497.7         497,700   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     2,550              162           413,100   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        93              109            10,137   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             22,963   

               計

        981,400   

               単価

          981.4 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 197 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し           

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              458.7 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無

ｍ     1,000              294           294,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              162           138,510   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        54              109             5,886   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,804   

               計

        458,700   

               単価

          458.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 198 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し           

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              540.4 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無

ｍ     1,000              322.35         322,350   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,140              162           184,680   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        60              109             6,540   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,330   

               計

        540,400   

               単価

          540.4 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 199 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し           

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              800.4 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無

ｍ     1,000              475.65         475,650   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,695              162           274,590   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        89              109             9,701   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             15,459   

               計

        800,400   

               単価

          800.4 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 200 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し           

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000            1,038   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無

ｍ     1,000              553.35         553,350   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     2,550              162           413,100   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ       103              109            11,227   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             22,823   

               計

      1,038,000   

               単価

        1,038   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 201 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字             

15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し                   

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000              955.9 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無

ｍ     1,200              624.75         749,700   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,026              162           166,212   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            109            15,172   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,816   

               計

        955,900   

               単価

          955.9 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 202 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              353.1 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000              238           238,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        44              109             4,796   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,464   

               計

        353,100   

               単価

          353.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 203 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              409   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約無

ｍ     1,000              257           257,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       760              162           123,120   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        48              109             5,232   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,148   

               計

        409,000   

               単価

          409   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 204 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              606.5 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約無

ｍ     1,000              380           380,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,130              162           183,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        71              109             7,739   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,701   

               計

        606,500   

               単価

          606.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 205 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              768.7 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線45cm　制約無

ｍ     1,000              431           431,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              162           275,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        80              109             8,720   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,080   

               計

        768,700   

               単価

          768.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 206 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              379.6 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約無

ｍ     1,000              264           264,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        49              109             5,341   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,419   

               計

        379,600   

               単価

          379.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 207 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 20cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              441.7 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線20cm　制約無

ｍ     1,000              289           289,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       760              162           123,120   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        54              109             5,886   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,194   

               計

        441,700   

               単価

          441.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 208 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              658.6 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線30cm　制約無

ｍ     1,000              431           431,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,130              162           183,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        80              109             8,720   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,820   

               計

        658,600   

               単価

          658.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 209 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              812.6 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線45cm　制約無

ｍ     1,000              474           474,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              162           275,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        88              109             9,592   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,108   

               計

        812,600   

               単価

          812.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 210 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し           

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              396   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無

ｍ     1,000              280           280,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        52              109             5,668   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,492   

               計

        396,000   

               単価

          396   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 211 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 20cm 無し           

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              460.1 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無

ｍ     1,000              307           307,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       760              162           123,120   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        57              109             6,213   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,267   

               計

        460,100   

               単価

          460.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 212 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し           

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              681   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無

ｍ     1,000              453           453,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,130              162           183,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        84              109             9,156   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,784   

               計

        681,000   

               単価

          681   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 213 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し           

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              866.7 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無

ｍ     1,000              527           527,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              162           275,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        98              109            10,682   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,118   

               計

        866,700   

               単価

          866.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 214 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字             

15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し                   

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000              861.2 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無

ｍ     1,200              595           714,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       684              162           110,808   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       132              109            14,388   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,004   

               計

        861,200   

               単価

          861.2 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 215 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線消去 有り 削取り式 無し 無し 全ての費用              

                                                

                                                

ｍ

    1,000              694.1 

区画線消去 夜間　豪雪無　削取り式　制約無

ｍ     1,000              682           682,000   

軽油  １．２号

Ｌ        67              109             7,303   

ガソリン レギュラー

Ｌ        37              128             4,736   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 61   

               計

        694,100   

               単価

          694.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 216 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

区画線消去 有り ウォータージェット式 溶融式 無し           

                                                

                                                

ｍ

    1,000              911   

区画線消去 夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無

ｍ     1,000              911           911,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        911,000   

               単価

          911   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 217 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し          

560kg/1000m 専用のみ                            

52kg/1000m 25kg/1000m                           

ｍ

    1,000              579   

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000              323           323,000   

高視認性区画線塗料 非ﾘﾌﾞ式（溶融式）白 

ｋｇ       560              330           184,800   

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 専用ﾋﾞｰｽﾞ

ｋｇ        52              975            50,700   

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        59              109             6,431   

ガソリン レギュラー

Ｌ         2.5            128               320   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              4,999   

               計

        579,000   

               単価

          579   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 218 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し          

747kg/1000m 専用のみ                            

69kg/1000m 33kg/1000m                           

ｍ

    1,000              712.7 

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約無

ｍ     1,000              373           373,000   

高視認性区画線塗料 非ﾘﾌﾞ式（溶融式）白 

ｋｇ       747              330           246,510   

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 専用ﾋﾞｰｽﾞ

ｋｇ        69              975            67,275   

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        68              109             7,412   

ガソリン レギュラー

Ｌ         2.9            128               371   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              6,582   

               計

        712,700   

               単価

          712.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 219 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し          

1120kg/1000m 専用のみ                           

104kg/1000m 50kg/1000m                          

ｍ

    1,000              993.5 

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約無

ｍ     1,000              485           485,000   

高視認性区画線塗料 非ﾘﾌﾞ式（溶融式）白 

ｋｇ     1,120              330           369,600   

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 専用ﾋﾞｰｽﾞ

ｋｇ       104              975           101,400   

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        88              109             9,592   

ガソリン レギュラー

Ｌ         3.8            128               486   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              9,922   

               計

        993,500   

               単価

          993.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 220 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し ゼブラ 15cm 無し 無し        

560kg/1000m 専用のみ                            

52kg/1000m 25kg/1000m                           

ｍ

    1,000              630   

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無

ｍ     1,000              373           373,000   

高視認性区画線塗料 非ﾘﾌﾞ式（溶融式）白 

ｋｇ       560              330           184,800   

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 専用ﾋﾞｰｽﾞ

ｋｇ        52              975            50,700   

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        68              109             7,412   

ガソリン レギュラー

Ｌ         2.9            128               371   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              4,967   

               計

        630,000   

               単価

          630   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 221 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し ゼブラ 20cm 無し 無し        

747kg/1000m 専用のみ                            

69kg/1000m 33kg/1000m                           

ｍ

    1,000              782.1 

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無

ｍ     1,000              441           441,000   

高視認性区画線塗料 非ﾘﾌﾞ式（溶融式）白 

ｋｇ       747              330           246,510   

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 専用ﾋﾞｰｽﾞ

ｋｇ        69              975            67,275   

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        80              109             8,720   

ガソリン レギュラー

Ｌ         3.5            128               448   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              6,597   

               計

        782,100   

               単価

          782.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 222 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し ゼブラ 30cm 無し 無し        

1120kg/1000m 専用のみ                           

104kg/1000m 50kg/1000m                          

ｍ

    1,000            1,118   

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無

ｍ     1,000              607           607,000   

高視認性区画線塗料 非ﾘﾌﾞ式（溶融式）白 

ｋｇ     1,120              330           369,600   

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 専用ﾋﾞｰｽﾞ

ｋｇ       104              975           101,400   

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ       110              109            11,990   

ガソリン レギュラー

Ｌ         4.8            128               614   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1              9,896   

               計

      1,118,000   

               単価

        1,118   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 223 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

高視認性区画線設置 有り 非リブ式 無し ゼブラ 45cm 無し 無し        

1680kg/1000m 専用のみ                           

156kg/1000m 75kg/1000m                          

ｍ

    1,000            1,455   

高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無

ｍ     1,000              693           693,000   

高視認性区画線塗料 非ﾘﾌﾞ式（溶融式）白 

ｋｇ     1,680              330           554,400   

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 専用ﾋﾞｰｽﾞ

ｋｇ       156              975           152,100   

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ       125              109            13,625   

ガソリン レギュラー

Ｌ         5.4            128               691   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1             14,934   

               計

      1,455,000   

               単価

        1,455   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 224 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

高視認性区画線消去（削取り式） 有り 無し 無し 全ての費用                       

                                                

                                                

ｍ

    1,000              694.1 

高視認性区画線消去 夜間　豪雪無　削取り式　制約無

ｍ     1,000              682           682,000   

軽油  １．２号

Ｌ        67              109             7,303   

ガソリン レギュラー

Ｌ        37              128             4,736   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 61   

               計

        694,100   

               単価

          694.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 225 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

道路付属物設置工(視線誘導標設置) ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込(穿孔含む) 手間＋材料費 両面          

 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準               

30本以上(標準) 無 無                            

本

        1           10,200   

視線誘導標設置工　コンクリート建込用　穿孔有  両面反射　φ１００以下　支柱φ３４

本         1           10,200            10,200   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

道路付属物設置工(視線誘導標設置)  土中建込 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下    

 支柱径φ34 標準 30本以上(標準) 無 無            

                                                

本

        1            6,060   

視線誘導標設置工　土中建込用  両面反射　φ１００以下　支柱φ３４

本         1            6,060             6,060   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,060   

               単価

        6,060   円／本

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         10,200   

               単価

       10,200   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 226 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

道路付属物設置工(道路鋲設置) 小型鋲 手間+材料費 小型鋲 両面反射 貼付式       

樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無          

                                                

個

        1            1,570   

道路鋲設置工　小型鋲 貼付式　両面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ

個         1            1,570             1,570   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

道路付属物設置工(道路鋲設置) 小型鋲 手間+材料費 小型鋲 片面反射 貼付式       

樹脂製 設置幅10cm 30個以上(標準) 無 無          

                                                

個

        1            1,530   

道路鋲設置工　小型鋲 貼付式　片面反射　樹脂製　設置幅１０ｃｍ

個         1            1,530             1,530   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,530   

               単価

        1,530   円／個

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,570   

               単価

        1,570   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 227 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊ

ﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）

着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費               

 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250                      

高さ650mm 30本以上(標準) 無 無                  

本

        1           21,500   

車線分離標（ラバーポール）設置  着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ

本         1           21,500            21,500   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊ

ﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）

可変式(穿孔式･1本脚) 手間＋材料費               

 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250                      

高さ650mm 30本以上(標準) 無 無                  

本

        1           21,400   

車線分離標（ラバーポール）設置  可変式　穿孔式　１本脚　φ８０　高さ６５０ｍｍ

本         1           21,400            21,400   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         21,400   

               単価

       21,400   円／本

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         21,500   

               単価

       21,500   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 228 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 3m 無 無                        

                                                

                                                

ｍ

      100              410   

横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用 門型

ｍ       100              410            41,000   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊ

ﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）

 固定式(貼付式) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80      

 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm                           

30本以上(標準) 無 無                            

本

        1           19,000   

車線分離標（ラバーポール）設置  固定式　貼付式　φ８０　高さ６５０ｍｍ

本         1           19,000            19,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         19,000   

               単価

       19,000   円／本

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         41,000   

               単価

          410   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 229 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型                     

3m 無 無                                        

                                                

ｍ

      100              430   

横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用 門型

ｍ       100              430            43,000   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

防護柵撤去工（ガードレール撤去工

）

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込･標準型 Gr-B-2B 無 無                 

                                                

                                                

ｍ

        1            1,260   

ガードレール撤去工　コンクリート建込用 Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ

ｍ         1            1,260             1,260   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,260   

               単価

        1,260   円／ｍ

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         43,000   

               単価

          430   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 230 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込                          

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無                          

                                                

ｍ

      100              675   

横断・転落防止柵撤去工　ブロック建込用 ビーム式・パネル式

ｍ       100              675            67,500   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無                 

                                                

                                                

ｍ

      100              850   

横断・転落防止柵撤去工　土中建込用 ビーム式・パネル式

ｍ       100              850            85,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         85,000   

               単価

          850   円／ｍ

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         67,500   

               単価

          675   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 231 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

標識板撤去(案内標識(路側式･片持

式･門型式))

2.0m2以上 10m2以上 無 無                        

                                                

                                                

 ｍ２

        1            3,410   

標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式）） ２．０ｍ２以上

 ｍ２         1            3,410             3,410   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無                  

無                                              

                                                

ｍ

      100              545   

横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用 ビーム式・パネル式

ｍ       100              545            54,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         54,500   

               単価

          545   円／ｍ

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          3,410   

               単価

        3,410   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 232 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

標識基礎撤去（片持式・門型式） 無 有                                           

                                                

                                                

 ｍ３

        1           69,660   

標識基礎撤去 コンクリート基礎

 ｍ３         1           69,660            69,660   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

標識柱撤去（片持式・門型式） 片持式 400kg以上/基 3基以上 無 有               

                                                

                                                

基

        1           19,440   

標識柱撤去（片持式） ４００ｋｇ以上

基         1           19,440            19,440   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         19,440   

               単価

       19,440   円／基

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         69,660   

               単価

       69,660   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 233 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

道路付属物撤去工（視線誘導標） ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込 30本以上(標準) 無 無                 

                                                

                                                

本

        1              192   

視線誘導標撤去工 コンクリート建込用　スノーポール併用型含

本         1              192               192   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

道路付属物撤去工（視線誘導標） 土中建込 30本以上(標準) 無 無                   

                                                

                                                

本

        1              802   

視線誘導標撤去工 土中建込用　スノーポール併用型含

本         1              802               802   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            802   

               単価

          802   円／本

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            192   

               単価

          192   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 234 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                

 ｍ３

        1           27,160   

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無

 ｍ３         1           27,160            27,160   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

道路付属物撤去工（視線誘導標） 防護柵取付 30本以上(標準) 無 無                 

                                                

                                                

本

        1              402   

視線誘導標撤去工 防護柵取付用　スノーポール併用型含

本         1              402               402   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            402   

               単価

          402   円／本

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         27,160   

               単価

       27,160   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 235 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

道路付属物撤去工（道路鋲） 貼付式 30個以上(標準) 無 無                     

                                                

                                                

個

        1              302   

道路鋲撤去工 貼付式

個         1              302               302   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要              

                                                

                                                

 ｍ３

        1            8,949   

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

 ｍ３         1            8,949.2           8,949   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,949   

               単価

        8,949   円／ｍ３

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            302   

               単価

          302   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 236 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

道路付属物撤去工（車線分離標） 穿孔式(1本脚) 30本以上(標準) 無 無              

                                                

                                                

本

        1            1,550   

車線分離標撤去 可変式　穿孔式　１本脚

本         1            1,550             1,550   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

道路付属物撤去工（車線分離標） 貼付式 30本以上(標準) 無 無                     

                                                

                                                

本

        1            1,130   

車線分離標撤去 固定式　貼付式

本         1            1,130             1,130   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,130   

               単価

        1,130   円／本

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,550   

               単価

        1,550   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 237 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,350   

処分費 Co殻(無筋) ㈱三幸産業

 ｍ３       100            2,350           235,000   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

インターロッキングブロック撤去（

再設置）

撤去のみ 100m2未満 無 無                        

                                                

                                                

 ｍ２

      100              805   

インターロッキングブロック撤去工 とりこわし

 ｍ２       100              805            80,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         80,500   

               単価

          805   円／ｍ２

               計

        235,000   

               単価

        2,350   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 238 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,760   

処分費 Co殻(無筋) 京都ｺﾝ砕㈱

 ｍ３       100            3,760           376,000   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,585   

処分費 As殻(掘削) ㈲日出産業

 ｍ３       100            2,585           258,500   

               計

        258,500   

               単価

        2,585   円／ｍ３

               計

        376,000   

               単価

        3,760   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 239 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,525   

処分費 Co殻(無筋) ㈱環境整備ﾆｼﾞｭｳｲﾁ 乙訓ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

 ｍ３       100            3,525           352,500   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,350   

処分費 As殻(掘削) 光ｱｽｺﾝ㈱ｱｽｺﾝｾﾝﾀｰ

 ｍ３       100            2,350           235,000   

               計

        235,000   

               単価

        2,350   円／ｍ３

               計

        352,500   

               単価

        3,525   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 240 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,525   

処分費 As殻(掘削) 亀岡合砕(協)

 ｍ３       100            3,525           352,500   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            4,465   

処分費 Co殻(無筋) 亀岡合砕(協)

 ｍ３       100            4,465           446,500   

               計

        446,500   

               単価

        4,465   円／ｍ３

               計

        352,500   

               単価

        3,525   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 241 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,350   

処分費 As殻(掘削) ㈱玉井道路ECOWA宇治

 ｍ３       100            2,350           235,000   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-50

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            7,800   

処分費 Co殻(鉄筋)（夜間） 亀岡合砕(協)

 ｍ３       100            7,800           780,000   

               計

        780,000   

               単価

        7,800   円／ｍ３

               計

        235,000   

               単価

        2,350   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 242 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,350   

処分費 As殻(掘削) 京都合砕㈱

 ｍ３       100            2,350           235,000   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-50

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            6,600   

処分費 Co殻(鉄筋) （夜間）京都ｺﾝ砕㈱

 ｍ３       100            6,600           660,000   

               計

        660,000   

               単価

        6,600   円／ｍ３

               計

        235,000   

               単価

        2,350   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 243 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           10,900   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           10,900            10,900   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           13,500   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           13,500            13,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         13,500   

               単価

       13,500   円／人日

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         10,900   

               単価

       10,900   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 244 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-71

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           18,640   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           18,639            18,639   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-71

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           23,090   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           23,085            23,085   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         23,090   

               単価

       23,090   円／人日

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         18,640   

               単価

       18,640   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 245 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           16,350   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           16,350            16,350   

2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           20,250   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           20,250            20,250   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         20,250   

               単価

       20,250   円／人日

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         16,350   

               単価

       16,350   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 246 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.05

2020.05

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事

        1           48,830   

技術員  

人         1.75        27,900            48,825   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         48,830   

               単価

       48,830   円／工事

              国土交通省　近畿地方整備局- 247 -


