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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４３号大石東車両計測設備更新工事

鏡

兵庫県神戸市灘区大石東地先

　１）　発注年月　　　　　令和 2年11月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　兵庫国道事務所　管理第二課              　　　　　

　３）　工事番号　　　　　5351010033　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４）　契約区分　　　　　国債（翌債を含む）の分任官　　　　　　　　　　　　

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　車両計測設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  280日間 　　　　自　　　令和 2年12月25日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年 9月30日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　製作：兵庫県              据付：兵庫県　　　　　　

１０）　地    区　　　　　製作：神戸市（北区・西区・据付：神戸市（北区・西区・

１１）　河川・路線　　　　一般国道４３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 2年10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　　　　　　　製作：2020年11月　　据付：2020年11月　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　製作：2020年11月　　据付：2020年11月　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前 契 約 額 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　随 意 契 約 額　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

２０）　工場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２３）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２４）　処 分 費 等 　　　　　　　        309,158 　　　　　　　　　　　　　

２５）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年10月 9日

２６）　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４３号大石東車両計測設備更新工事 (当　初) 機械設備
車両計測設備

製作工

式         1        153,161,000

　車両計測設備製作

　

式         1        153,161,000

　　車両計測設備

　　

式         1        153,161,000

　　　路側処理装置

　　　

式         1         33,463,000

内-1号

　　　車両検知装置

　　　

式         1            438,000

内-2号

　　　重量計測装置

　　　

式         1         18,900,000

内-3号

　　　車両情報取得装置・走行状況画像撮影装

　　　置　

式         1         71,000,000

内-4号

　　　情報表示装置

　　　

式         1         28,560,000

内-5号

　　　特車用分電盤

　　　

式         1            800,000

内-6号

純製作費

式         1        153,161,000

製作原価

式         1        153,161,000

据付工

式         1         21,694,188
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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４３号大石東車両計測設備更新工事 (当　初) 機械設備
車両計測設備

　車両計測設備輸送工

　

式         1            257,000

　　輸送工

　　

式         1            257,000

　　　車両計測設備輸送

　　　

式         1            153,000

内-7号

　　　撤去品輸送

　　　

式         1            104,000

内-8号

　車両計測設備据付工

　

式         1         12,544,650

　　車両計測設備据付工

　　

式         1         10,216,807

　　　路側処理装置

　　　

式         1            127,260

内-9号

　　　車両検知装置

　　　

式         1            733,017

内-10号

　　　重量計測装置

　　　

式         1          1,763,823

内-11号

　　　車両情報取得装置・走行状況画像撮影装

　　　置　

式         1            572,670

内-12号

　　　情報表示装置

　　　

式         1            572,670

内-13号

　　　特車用分電盤

　　　

式         1             88,445

内-14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４３号大石東車両計測設備更新工事 (当　初) 機械設備
車両計測設備

　　　総合試運転調整

　　　

式         1          1,701,000

内-15号

　　　電気配線配管敷設

　　　

式         1          3,127,977

内-16号

　　　既設機器・電気配線配管撤去

　　　

式         1          1,529,945

内-17号

　　直接経費

　　

式         1          2,327,843

　　　機械経費

　　　

式         1          2,327,843

内-18号

　土木工事

　

式         1          6,446,418

　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　

式         1          6,076,774

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m        22              662            14,564

単-1号

　　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

　　　

半たわみ性舗装 二層 

基層:改質Ⅲ型 密粒度

As混合物(13) 表層:半

たわみ性舗装用As混合

物(20) m2       700            8,010         5,607,000

単-2号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3        70            2,273           159,110

単-3号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3        70            4,230           296,100

単-4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４３号大石東車両計測設備更新工事 (当　初) 機械設備
車両計測設備

　　区画線工

　　

式         1             78,848

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 20cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白 m       130              416            54,080

単-5号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白 m        64              387            24,768

単-6号

　　配管･配線付帯工

　　

式         1            290,796

　　　床掘

　　　

土砂

m3         6            1,834            11,004

単-7号

　　　埋戻

　　　

土砂、保護砂

m3         4            6,388.25          25,553

単-8号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂

m3         3            1,834             5,502

単-9号

　　　残土等処分

　　　

m3         3            2,700             8,100

単-10号

　　　ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8－40(高炉) t=10c

m

箇所         4            1,590.6           6,362

単-11号

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

C種　再利用設置

m         6            6,009            36,054

単-12号

　　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(13) 舗装厚50mm

m2        18            2,621            47,178

単-13号

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m       160              611.07          97,771

単-14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４３号大石東車両計測設備更新工事 (当　初) 機械設備
車両計測設備

　　　舗装版破砕

　　　

人力施工

m2         4            4,001            16,004

単-15号

　　　舗装版破砕

　　　

機械施工

m2        18            1,378            24,804

単-16号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し

　　　

無筋構造物　人力施工

m3         0.1         27,760             2,776

単-17号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         1            4,352             4,352

単-18号

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.1          3,787               378

単-19号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         1            4,371             4,371

単-20号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.1          5,875               587

単-21号

　仮設工

　

式         1          2,446,120

　　交通管理工

　　

式         1          2,446,120

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備検定合格

者

人日        70           20,196         1,413,720

単-22号

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備検定合格

者以外

人日        58           17,800         1,032,400

単-23号

共通仮設費

式         1          4,662,920
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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４３号大石東車両計測設備更新工事 (当　初) 機械設備
車両計測設備

　共通仮設費

　

式         1            213,920

　　運搬費

　　

式         1            163,920

　　　建設機械運搬費

　　　

台         1          163,920           163,920

単-24号

　　技術管理費

　　

式         1             50,000

　　　諸経費動向調査費

　　　

式         1             50,000

内-19号

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          4,449,000

純工事費

式         1         26,357,108

　現場管理費

　

式         1          5,780,000

　据付間接費

　

式         1          5,280,000

据付工事原価

式         1         37,417,108

設計技術費

式         1          4,222,000

工事原価

式         1        194,800,108
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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４３号大石東車両計測設備更新工事 (当　初) 機械設備
車両計測設備

　一般管理費等

　

式         1         16,139,892

工事価格

式         1        210,940,000

消費税相当額

式         1         21,094,000

工事費計

式         1        232,034,000
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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
路側処理装置 2020.11

第  1号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

路側処理装置(MC内蔵)

式         1         32,500,000   

ルーター

台         1          900,000           900,000   

メディアコンバータ

台         1           63,000            63,000   

        合  計

     33,463,000   

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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
車両検知装置 2020.11

第  2号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

車両検知装置

式         1            438,000   

        合  計

        438,000   

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



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
重量計測装置 2020.11

第  3号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

重量計測装置

式         1         18,900,000   

        合  計

     18,900,000   
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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
車両情報取得装置・走行状況画像撮影装置 2020.11

第  4号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

車両情報取得装置・走行状

況画像撮影装置

式         1         50,000,000   

車両情報取得部

台         6        2,500,000        15,000,000   

走行状況画像撮影部

台         3        2,000,000         6,000,000   

        合  計

     71,000,000   

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



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
情報表示装置 2020.11

第  5号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

情報表示板

面         3        7,750,000        23,250,000   

機側操作盤(メディアコン

バータ内蔵)

式         1          5,310,000   

        合  計

     28,560,000   
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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
特車用分電盤 2020.11

第  6号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

特車用分電盤

式         1            800,000   

        合  計

        800,000   
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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
車両計測設備輸送 2020.11

第  7号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

修繕工事輸送費（軸重計） 1.86t 100km                                     

                                                

                                                式         1            153,000   

        合  計

        153,000   
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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
撤去品輸送 2020.11

第  8号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

修繕工事輸送費(全工種　 7.49t 17.9km                                    

０＜ｘ×Ｄ≦１００)                                                 

                                                式         1            104,000   

        合  計

        104,000   
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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
路側処理装置 2020.11

第  9号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

据付補助材料費 各種 1% 126000円                                

                                                

                                                式         1              1,260   

労務費(昼間)[積上] 5.0人/式

式         1            126,000   

        合  計

        127,260   
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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
車両検知装置 2020.11

第  10号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

据付補助材料費 各種 1% 725760円                                

                                                

                                                式         1              7,257   

労務費(夜間)[積上] 12.0人/式 9.0人/式

式         1            725,760   

        合  計

        733,017   
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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
重量計測装置 2020.11

第  11号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

据付補助材料費 各種 1% 1746360円                               

                                                

                                                式         1             17,463   

労務費(夜間)[積上] 35.0人/式 14.0人/式

式         1          1,746,360   

        合  計

      1,763,823   
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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
車両情報取得装置・走行状況画像撮影装置 2020.11

第  12号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

据付補助材料費 各種 1% 567000円                                

                                                

                                                式         1              5,670   

労務費(夜間)[積上] 15.0人/式

式         1            567,000   

        合  計

        572,670   
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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
情報表示装置 2020.11

第  13号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

据付補助材料費 各種 1% 567000円                                

                                                

                                                式         1              5,670   

労務費(夜間)[積上] 15.0人/式

式         1            567,000   

        合  計

        572,670   

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



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
特車用分電盤 2020.11

第  14号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

据付補助材料費 各種 1% 87570円                                 

                                                

                                                式         1                875   

労務費(昼間)[積上] 1.0人/式 2.0人/式 1.0人/式

式         1             87,570   

        合  計

         88,445   

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



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
総合試運転調整 2020.11

第  15号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

労務費(夜間)[積上] 25.0人/式 25.0人/式

式         1          1,701,000   

        合  計

      1,701,000   

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



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
電気配線配管敷設 2020.11

第  16号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

材料費［積上］

式         1            610,159   

据付補助材料費 各種 1% 2492890円                               

                                                

                                                式         1             24,928   

労務費(昼間)[積上] 6.0人/式 42.0人/式

式         1          1,037,610   

労務費(夜間)[積上] 5.0人/式 40.0人/式

式         1          1,455,280   

        合  計

      3,127,977   

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



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
既設機器・電気配線配管撤去 2020.11

第  17号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

労務費(昼間)[積上] 6.0人/式 21.0人/式

式         1            594,405   

労務費(夜間)[積上] 8.0人/式 20.0人/式

式         1            935,540   

        合  計

      1,529,945   

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



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
機械経費 2020.11

第  18号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

トラック［クレーン装置付 ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ

］

日         5           30,900           154,500   

トラック［クレーン装置付 ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ

］

日        10           41,450           414,500   

高所作業車［トラック架装 プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ

・垂直昇降］

日        15           40,110           601,650   

トラック［普通型］ １１ｔ積

日         5           49,080           245,400   

トレーラ［セミ］ １５ｔ積

日         5           68,630           343,150   

ラフテレーンクレーン［油 排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊

圧伸縮ジブ型］

日         5           61,180           305,900   

敷鉄板賃料 各種 無 5日 無 有                               

                                                

                                                枚        39              677            26,403   

仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼 関東･中部･近畿 4km 12m以内                      

、覆工板、敷鉄板等)の運 各種(実数入力) 0無 無                           

                                                ｔ        40.4          4,350           175,740   

仮設材等の積込み，取卸し 積込み,取卸し(往復分)                           

費                                                 

                                                ｔ        20.2          3,000            60,600   

        合  計

      2,327,843   

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



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
諸経費動向調査費 2020.11

第  19号内訳書 2020.11

1.000-00000002000

諸経費動向調査費

式         1             50,000   

        合  計

         50,000   

              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

2020.11

2020.11

1.000-00000002500

単－2号

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 半たわみ性舗装 二層 基層:改質Ⅲ型 密粒度As混合物

(13) 表層:半たわみ性舗装用As混合物(20) m2

        1            8,010   

切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 40mm 60mm                

各種 各種 2.35t/m3 1.94t/m3                     

ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ                                    ｍ２         1            4,616             4,616   

2020.11

2020.11

1.000-00000002500

単－1号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              662   

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

                                                

                                                ｍ         1              662               662   

               計

            662   

               単価

          662   円／m

セメントミルク浸透 各種 超速硬型 1512L/100m2                       

                                                

                                                 ｍ２         1            3,394             3,394   

               計

          8,010   

               単価

        8,010   円／m2

              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

2020.11

2020.11

1.000-00000002500

単－4号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            4,230   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            4,230             4,230   

2020.11

2020.11

1.000-00000002500

単－3号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            2,273   

殻運搬（路面切削） 有り 12.5km以下 全ての費用                      

                                                

                                                 ｍ３         1            2,273             2,273   

               計

          2,273   

               単価

        2,273   円／m3

               計

          4,230   

               単価

        4,230   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

2020.11

2020.11

1.000-00000002500

単－6号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白

m

        1              387   

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              387.4             387   

2020.11

2020.11

1.000-00000002500

単－5号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白

m

        1              416   

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              416.8             416   

               計

            416   

               単価

          416   円／m

               計

            387   

               単価

          387   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



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 2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－7号

床掘 土砂

m3

        1            1,834   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            1,834             1,834   

               計

          1,834   

               単価

        1,834   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



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 2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－8号

埋戻 土砂、保護砂

m3

        4            6,388.25

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

                                                

                                                 ｍ３         4            3,205            12,820   

敷砂，保護砂（材料費）

 ｍ３         2            4,000             8,000   

埋設標識シート敷設 埋設標識ｼｰﾄ敷設                                 

                                                

                                                ｍ        23               84.42           1,941   

埋設表示シート（材料費）

ｍ        23              121.4           2,792   

               計

         25,553   

               単価

        6,388.25 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

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－10号

残土等処分

m3

        1            2,700   

残土等処分

 ｍ３         1            2,700             2,700   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－9号

土砂等運搬 土砂

m3

        1            1,834   

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 7.0km以下         ｍ３         1            1,834             1,834   

               計

          1,834   

               単価

        1,834   円／m3

               計

          2,700   

               単価

        2,700   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



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 2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－11号

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8－40(高炉) t=10cm

箇所

       10            1,590.6 

基礎砕石 7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                     

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         3              961.4           2,884   

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         0.2         28,070             5,614   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         1.8          4,116             7,408   

               計

         15,906   

               単価

        1,590.6 円／箇所

              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

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－13号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚50mm

m2

        1            2,621   

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

50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)                 

無し 全ての費用                                  ｍ２         1            1,933             1,933   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－12号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種　再利用設置

m

        1            6,009   

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

無し 18-8-40(高炉) 有り                         

                                                ｍ         1            4,875             4,875   

歩車道境界ブロック撤去 再利用                                          

                                                

                                                ｍ         1            1,134             1,134   

               計

          6,009   

               単価

        6,009   円／m

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              688.1             688   

               計

          2,621   

               単価

        2,621   円／m2

              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

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－15号

舗装版破砕 人力施工

m2

        1            4,001   

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下             

有り 全ての費用                                 

                                                 ｍ２         1            4,001             4,001   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－14号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

      160              611.07

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

                                                

                                                ｍ        60              526.2          31,572   

舗装版切断

(夜間)

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

                                                

                                                ｍ       100              662            66,200   

               計

         97,772   

               単価

          611.07 円／m

               計

          4,001   

               単価

        4,001   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

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－17号

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 無筋構造物　人力施工

m3

        1           27,760   

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

                                                

                                                 ｍ３         1           27,760            27,760   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－16号

舗装版破砕 機械施工

m2

        1            1,378   

舗装版破砕積込（小規模土工） 全ての費用                                      

                                                

                                                 ｍ２         1            1,378             1,378   

               計

          1,378   

               単価

        1,378   円／m2

               計

         27,760   

               単価

       27,760   円／m3

              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

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－19号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,787   

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            3,787             3,787   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－18号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            4,352   

殻運搬

（昼間）

舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り            

3.0km以下 全ての費用                            

                                                 ｍ３         0.8          2,765             2,212   

殻運搬

（夜間）

舗装版破砕 人力積込 有り 14.5km以下             

全ての費用                                      

                                                 ｍ３         0.2         10,700             2,140   

               計

          4,352   

               単価

        4,352   円／m3

               計

          3,787   

               単価

        3,787   円／m3

              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

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－21号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            5,875   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            5,875             5,875   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－20号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            4,371   

処分費（ｍ３）

（昼間）

 ｍ３         0.8          4,230             3,384   

処分費（ｍ３）

（夜間）

 ｍ３         0.2          4,935               987   

               計

          4,371   

               単価

        4,371   円／m3

               計

          5,875   

               単価

        5,875   円／m3

              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

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－23号

交通誘導警備員 交通誘導警備検定合格者以外

人日

        1           17,800   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           17,800            17,800   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－22号

交通誘導警備員 交通誘導警備検定合格者

人日

       70           20,196   

交通誘導警備員Ａ

（昼間）

人日        12           14,280           171,360   

交通誘導警備員Ａ

（夜間）

人日        58           21,420         1,242,360   

               計

      1,413,720   

               単価

       20,196   円／人日

               計

         17,800   

               単価

       17,800   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



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 2020.11

2020.11

1.000-00000002000

単－24号

建設機械運搬費

台

        1          163,920   

貨物自動車による運搬（１車１回） 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m          

38840円 0円 有 0円 1840円 0円                   

0円                                             台         2           79,900           159,800   

運搬される建設機械の運搬中の損料

台         2            2,060             4,120   

               計

        163,920   

               単価

      163,920   円／台

              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

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

修繕工事輸送費(全工種　０＜ｘ×

Ｄ≦１００)

7.49t 17.9km                                    

                                                

                                                

式

        1          104,000   

運搬費用  

式         1            104,000   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

修繕工事輸送費（軸重計） 1.86t 100km                                     

                                                

                                                

式

        1          153,000   

運搬費用  

式         1            153,000   

               計

        153,000   

               単価

      153,000   円／式

               計

        104,000   

               単価

      104,000   円／式

              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

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

労務費(昼間)[積上] 5.0人/式

式

        1          126,000   

機械設備据付工  

人         5           25,200           126,000   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

据付補助材料費 各種 1% 126000円                                

                                                

                                                

式

        1            1,260   

補助材料費  

式         1              1,260   

               計

          1,260   

               単価

        1,260   円／式      

               計

        126,000   

               単価

      126,000   円／式

              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

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00000002500

労務費(夜間)[積上] 12.0人/式 9.0人/式

式

        1          725,760   

機械設備据付工  

人        12           37,800           453,600   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

据付補助材料費 各種 1% 725760円                                

                                                

                                                

式

        1            7,257   

補助材料費  

式         1              7,257   

               計

          7,257   

               単価

        7,257   円／式      

普通作業員  

人         9           30,240           272,160   

               計

        725,760   

               単価

      725,760   円／式

              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

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00000002500

労務費(夜間)[積上] 35.0人/式 14.0人/式

式

        1        1,746,360   

機械設備据付工  

人        35           37,800         1,323,000   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

据付補助材料費 各種 1% 1746360円                               

                                                

                                                

式

        1           17,463   

補助材料費  

式         1             17,463   

               計

         17,463   

               単価

       17,463   円／式      

普通作業員  

人        14           30,240           423,360   

               計

      1,746,360   

               単価

    1,746,360   円／式

              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

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00000002500

労務費(夜間)[積上] 15.0人/式

式

        1          567,000   

機械設備据付工  

人        15           37,800           567,000   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

据付補助材料費 各種 1% 567000円                                

                                                

                                                

式

        1            5,670   

補助材料費  

式         1              5,670   

               計

          5,670   

               単価

        5,670   円／式      

               計

        567,000   

               単価

      567,000   円／式

              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

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

据付補助材料費 各種 1% 87570円                                 

                                                

                                                

式

        1              875   

補助材料費  

式         1                875   

2020.11

2020.11

1.000-00000002500

労務費(夜間)[積上] 15.0人/式

式

        1          567,000   

機械設備据付工  

人        15           37,800           567,000   

               計

        567,000   

               単価

      567,000   円／式

               計

            875   

               単価

          875   円／式      

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



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） 2020.11

2020.11

1.000-00000002000

労務費(昼間)[積上] 1.0人/式 2.0人/式 1.0人/式

式

        1           87,570   

機械設備据付工  

人         1           25,200            25,200   

電工  

人         2           21,105            42,210   

普通作業員  

人         1           20,160            20,160   

               計

         87,570   

               単価

       87,570   円／式

              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

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

据付補助材料費 各種 1% 2492890円                               

                                                

                                                

式

        1           24,928   

補助材料費  

式         1             24,928   

2020.11

2020.11

1.000-00000002500

労務費(夜間)[積上] 25.0人/式 25.0人/式

式

        1        1,701,000   

機械設備据付工  

人        25           37,800           945,000   

普通作業員  

人        25           30,240           756,000   

               計

      1,701,000   

               単価

    1,701,000   円／式

               計

         24,928   

               単価

       24,928   円／式      

              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

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00000002500

労務費(夜間)[積上] 5.0人/式 40.0人/式

式

        1        1,455,280   

機械設備据付工  

人         5           37,800           189,000   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

労務費(昼間)[積上] 6.0人/式 42.0人/式

式

        1        1,037,610   

機械設備据付工  

人         6           25,200           151,200   

電工  

人        42           21,105           886,410   

               計

      1,037,610   

               単価

    1,037,610   円／式

電工  

人        40           31,657         1,266,280   

               計

      1,455,280   

               単価

    1,455,280   円／式

              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

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00000002500

労務費(夜間)[積上] 8.0人/式 20.0人/式

式

        1          935,540   

機械設備据付工  

人         8           37,800           302,400   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

労務費(昼間)[積上] 6.0人/式 21.0人/式

式

        1          594,405   

機械設備据付工  

人         6           25,200           151,200   

電工  

人        21           21,105           443,205   

               計

        594,405   

               単価

      594,405   円／式

電工  

人        20           31,657           633,140   

               計

        935,540   

               単価

      935,540   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



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） 2020.11

2020.11

1.000-00000002000

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ

日

        1           30,900   

運転手（特殊）  

人         1           21,105            21,105   

軽油  １．２号

Ｌ        24              104             2,496   

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ

供用日         1.21         6,030             7,296   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         30,900   

               単価

       30,900   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



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） 2020.11

2020.11

1.000-00000002500

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ

日

        1           41,450   

運転手（特殊）  

人         1           31,657            31,657   

軽油  １．２号

Ｌ        24              104             2,496   

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ

供用日         1.21         6,030             7,296   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         41,450   

               単価

       41,450   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



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） 2020.11

2020.11

1.000-00000002500

高所作業車［トラック架装・垂直昇

 降］

プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ

日

        1           40,110   

運転手（一般）  

人         1           27,877            27,877   

軽油  １．２号

Ｌ        19              104             1,976   

高所作業車［トラック架装・垂直昇降］ プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ

供用日         1.41         7,270            10,250   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         40,110   

               単価

       40,110   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



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） 2020.11

2020.11

1.000-00000002500

トラック［普通型］ １１ｔ積

日

        1           49,080   

運転手（一般）  

人         1           27,877            27,877   

軽油  １．２号

Ｌ        52              104             5,408   

トラック［普通型］ １１ｔ積

供用日         1.12        14,100            15,792   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         49,080   

               単価

       49,080   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



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） 2020.11

2020.11

1.000-00000002500

トレーラ［セミ］ １５ｔ積

日

        1           68,630   

運転手（特殊）  

人         1           31,657            31,657   

軽油  １．２号

Ｌ       113              104            11,752   

トレーラ［セミ］ １５ｔ積

供用日         1.91        13,200            25,212   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         68,630   

               単価

       68,630   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



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） 2020.11

2020.11

1.000-00000002500

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジ

ブ型］

排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊

日

        1           61,180   

運転手（特殊）  

人         1           31,657            31,657   

軽油  １．２号

Ｌ        60              104             6,240   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ 排出ガス対策型（第１次基準値）　４．９ｔ吊

供用日         1.33        17,500            23,275   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         61,180   

               単価

       61,180   円／日

              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

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00000002000

敷鉄板賃料 各種 無 5日 無 有                               

                                                

                                                

枚

        1              677   

敷鉄板賃料  22×1219×2438

枚・日         5               35.5             177   

整備費（敷鉄板） 22×1219×2438

枚         1              500               500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            677   

               単価

          677   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



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）

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

仮設材等の積込み，取卸し費 積込み,取卸し(往復分)                           

                                                

                                                

ｔ

        1            3,000   

積込み．取卸し費（仮設材等）  

ｔ         2            1,500             3,000   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

仮設材等(鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板

、敷鉄板等)の運

関東･中部･近畿 4km 12m以内                      

各種(実数入力) 0無 無                           

                                                

ｔ

        1            4,350   

基本運賃区分Ａ 製品長12m以内 10kmまで

t         1            4,350             4,350   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,350   

               単価

        4,350   円／ｔ

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          3,000   

               単価

        3,000   円／ｔ

              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

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00000002500

切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 40mm 60mm                

各種 各種 2.35t/m3 1.94t/m3                     

ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ                                   

 ｍ２

      100            4,616   

土木一般世話役  

人         0.159        35,280             5,609   

特殊作業員  

人         0.476        30,555            14,544   

普通作業員  

人         0.794        30,240            24,010   

アスファルト混合物（夜間） 改質Ⅲ型密粒度Ａｓ(13)

ｔ        10.058        19,000           191,102   

アスファルト混合物（夜間） 半たわみ性舗装用開粒度アスコン（２０）

ｔ        12.455        10,300           128,286   

アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用

Ｌ        43               91             3,913   

アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用

Ｌ        43               91             3,913   

路面切削機運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159       203,100            32,292   

路面清掃車運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159        56,760             9,024   

アスファルトフィニッシャ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159       107,300            17,060   

ロードローラ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159        50,020             7,953   

              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

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00000002500

切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 40mm 60mm                

各種 各種 2.35t/m3 1.94t/m3                     

ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ                                   

 ｍ２

      100            4,616   

タイヤローラ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159        40,540             6,445   

諸雑費（率＋まるめ）

        15%

式         1             17,449   

               計

        461,600   

               単価

        4,616   円／ｍ２

              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

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00000002500

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            4,230   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)【夜間】

 ｍ３       100            4,230           423,000   

               計

        423,000   

               単価

        4,230   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

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00000002500

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              416.8 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約無

ｍ     1,000              265           265,000   

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              104             4,992   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,188   

               計

        416,800   

               単価

          416.8 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



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） 2020.11

2020.11

1.000-00000002500

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              387.4 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約無

ｍ     1,000              272           272,000   

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              104             5,096   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,464   

               計

        387,400   

               単価

          387.4 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 37 -



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）

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

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

                                                

                                                

 ｍ３

        1           27,760   

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無

 ｍ３         1           27,760            27,760   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

埋設標識シート敷設 埋設標識ｼｰﾄ敷設                                 

                                                

                                                

ｍ

      100               84.42

電工  

人         0.4         21,105             8,442   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,442   

               単価

           84.42 円／ｍ

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         27,760   

               単価

       27,760   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



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）

2020.11

2020.11

1.000-00000002500

処分費（ｍ３）

（夜間）

 ｍ３

      100            4,935   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)【夜間】

 ｍ３       100            4,935           493,500   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

処分費（ｍ３）

（昼間）

 ｍ３

      100            4,230   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)【昼間】

 ｍ３       100            4,230           423,000   

               計

        423,000   

               単価

        4,230   円／ｍ３

               計

        493,500   

               単価

        4,935   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



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）

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

交通誘導警備員Ａ

（昼間）

人日

        1           14,280   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           14,280            14,280   

2020.11

2020.11

1.000-00000002000

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            5,875   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【昼間】

 ｍ３       100            5,875           587,500   

               計

        587,500   

               単価

        5,875   円／ｍ３

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         14,280   

               単価

       14,280   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



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）

2020.11

2020.11

1.000-00000002500

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           17,800   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           17,797            17,797   

2020.11

2020.11

1.000-00000002500

交通誘導警備員Ａ

（夜間）

人日

        1           21,420   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           21,420            21,420   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         21,420   

               単価

       21,420   円／人日

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         17,800   

               単価

       17,800   円／人日

              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

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00000002000

貨物自動車による運搬（１車１回） 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m          

38840円 0円 有 0円 1840円 0円                   

0円                                             

台

        1           79,900   

貨物自動車運送料金 距離制運賃

台         1           79,900            79,900   

               計

         79,900   

               単価

       79,900   円／台

              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

参考資料（２） 2020.11

2020.11

1.000-00000002500

路面切削機運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1          203,100   

運転手（特殊）  

人         0.95        31,657            30,074   

軽油  １．２号

Ｌ       144              104            14,976   

路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ 排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ

供用日         1          158,000           158,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 50   

               計

        203,100   

               単価

      203,100   円／日

              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

参考資料（２） 2020.11

2020.11

1.000-00000002500

路面清掃車運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1           56,760   

運転手（一般）  

人         0.74        27,877            20,628   

軽油  １．２号

Ｌ        32              104             3,328   

路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］ ホッパ容量１．５ｍ３

供用日         1           32,800            32,800   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         56,760   

               単価

       56,760   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



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（２） 2020.11

2020.11

1.000-00000002500

アスファルトフィニッシャ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1          107,300   

運転手（特殊）  

人         1           31,657            31,657   

軽油  １．２号

Ｌ        42              104             4,368   

ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ

供用日         1.22        58,400            71,248   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 27   

               計

        107,300   

               単価

      107,300   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 45 -



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（２） 2020.11

2020.11

1.000-00000002500

ロードローラ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1           50,020   

運転手（特殊）  

人         1           31,657            31,657   

軽油  １．２号

Ｌ        17              104             1,768   

ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

供用日         1.22        13,600            16,592   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         50,020   

               単価

       50,020   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 46 -



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（２） 2020.11

2020.11

1.000-00000002500

タイヤローラ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1           40,540   

運転手（特殊）  

人         1           31,657            31,657   

軽油  １．２号

Ｌ        25              104             2,600   

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ

日         1.3          4,830             6,279   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         40,540   

               単価

       40,540   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -
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