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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

管内橋梁補修工事

鏡

  （自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県和歌山市鳴神

地先

　１）　発注年月　　　　　令和 2年12月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　和歌山河川国道事務所　道路管理第二課    　　　　　

　３）　工事番号　　　　　6562030003　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　橋梁保全工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  290日間 　　　　自　　　令和 3年 1月13日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年10月29日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　和歌山県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　和歌山市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道２４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 2年11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12月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2020年12月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

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 　　　　　　　        147,975 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年11月 6日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　
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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

管内橋梁補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

橋梁保全工事

『B地区』

(溝橋(134.550)) 式         1         17,000,767

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

　舗装工

　

式         1          1,509,304

　　舗装打換え工

　　【夜間】

式         1          1,509,304

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを

超え30cm以下

m        30            1,696            50,880

単-1号

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版

厚 25cm

m2        44           16,600           730,400

単-2号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3        11           15,400           169,400

単-3号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3        11            3,220            35,420

単-4号

　　　上層路盤

　　　

粒度調整砕石 M-30 仕

上り厚 200mm

m2        44            1,330            58,520

単-5号

　　　上層路盤

　　　

再生ＡＳ安定処理(25)

 仕上り厚 100mm

m2        44            4,409           193,996

単-6号

　　　基層

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm

m2        44            2,969           130,636

単-7号

　　　中間層

　　　

再生粗粒度AS混合物ﾎﾟ

ﾘﾏｰ改質ASⅡ型(20) 舗

装厚 50mm m2        44            3,183           140,052

単-8号

　区画線工

　

式         1             12,036
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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

管内橋梁補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　区画線工

　　【夜間】

式         1             12,036

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 30cm

 白色 厚1.5mm 排水性

舗装有 m        15              802.4          12,036

単-9号

　橋梁付属物工

　

式         1          3,993,000

　　伸縮継手工

　　【夜間】

式         1          3,993,000

　　　埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修

　　　

補修 舗装厚内型 伸縮

装置及び床版防水の一

体化工法 m        33          121,000         3,993,000

単-10号

　橋梁補修工

　

式         1          8,891,863

　　ひび割れ補修工

　　

式         1             84,760

　　　充てん工法

　　　

20m未満(1.10m) 可と

う性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

構造物         1           84,760            84,760

単-11号

　　断面修復工

　　

式         1          8,482,260

　　　左官工法

　　　

1構造物当り修復延べ

体積 0.007m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒ

ﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋

防錆処理有 構造物         1           17,360            17,360

単-12号

　　　左官工法

　　　

1構造物当り修復延べ

体積 0.108m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒ

ﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋

防錆処理無 構造物         1          228,000           228,000

単-13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

管内橋梁補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　乾式吹付工法

　　　

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 平均吹

付厚0.06m

m2        41          200,900         8,236,900

単-14号

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

　　表面保護工

　　

式         1            324,843

　　　表面含浸

　　　

ｼﾗﾝ系含浸ｺﾝｸﾘｰﾄ保護

材(鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ)

m2        41            7,923           324,843

単-15号

　構造物撤去工

　

式         1             24,358

　　運搬処理工

　　

式         1             24,358

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         2            7,479            14,958

単-16号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         2            4,700             9,400

単-17号

　仮設工

　

式         1          2,570,206

　　仮舗装工

　　【夜間】

式         1            131,076

　　　表層

　　　

再生粗粒度AS混合物ﾎﾟ

ﾘﾏｰ改質ASⅡ型(20) 舗

装厚 50mm m2        44            2,979           131,076

単-18号

　　交通管理工

　　

式         1          2,439,130

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        91           13,230         1,203,930

単-19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

管内橋梁補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　交通誘導警備員

　　　（夜間）

人日        64           19,300         1,235,200

単-20号

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

橋梁保全工事

(溝橋(134.750))

式         1          7,834,407

　舗装工

　

式         1          2,858,149

　　橋面防水工

　　【夜間】

式         1             76,475

　　　橋面防水

　　　

塗膜防水

m2        35            2,185            76,475

単-21号

　　ｸﾗｯｸ防止工

　　【夜間】

式         1             67,270

　　　舗装ｸﾗｯｸｼｰﾄ

　　　

W=1.0m ｶﾞﾗｽ繊維仕様

m        35            1,922            67,270

単-22号

　　舗装打換え工

　　【夜間】

式         1          2,714,404

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを

超え30cm以下

m        40            1,696            67,840

単-23号

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版

厚 20cm

m2        82           16,600         1,361,200

単-24号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3        16           15,400           246,400

単-25号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3        16            3,220            51,520

単-26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

管内橋梁補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　上層路盤

　　　

粒度調整砕石 M-30 仕

上り厚 200mm

m2        82            1,330           109,060

単-27号

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

　　　上層路盤

　　　

再生AS安定処理(25) 

仕上り厚 100mm

m2        82            4,409           361,538

単-28号

　　　基層

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm

m2        82            2,969           243,458

単-29号

　　　表層

　　　

密粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ

改質ASⅡ型(20) 舗装

厚 50mm m2        82            3,334           273,388

単-30号

　区画線工

　

式         1             40,281

　　区画線工

　　【夜間】

式         1             40,281

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 白色 厚1.5mm 排水性

舗装無 m        11              400.8           4,408

単-31号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 白色 厚1.5mm 排水性

舗装無 m        11              433.3           4,766

単-32号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 白色 厚1.5mm 排水

性舗装無 m        32              972.1          31,107

単-33号

　橋梁補修工

　

式         1          3,018,750

　　ひび割れ補修工

　　

式         1            382,410

　　　充てん工法

　　　

20m未満(6.40m) 可と

う性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

構造物         1           86,710            86,710

単-34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

管内橋梁補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　低圧注入工法

　　　

25m未満(0.10m) ｴﾎﾟｷｼ

樹脂系

構造物         1          134,700           134,700

単-35号

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

　　　注入工法

　　　

25m未満(5.70m) 無収

縮ﾓﾙﾀﾙ

構造物         1          161,000           161,000

単-36号

　　断面修復工

　　

式         1          2,137,400

　　　左官工法

　　　

1構造物当り修復延べ

体積 0.584m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒ

ﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋

防錆処理有 構造物         1        1,455,000         1,455,000

単-37号

　　　左官工法

　　　

1構造物当り修復延べ

体積 0.323m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒ

ﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋

防錆処理無 構造物         1          682,400           682,400

単-38号

　　表面保護工

　　

式         1            498,940

　　　表面含浸

　　　

ｼﾗﾝ系含浸ｺﾝｸﾘｰﾄ保護

材(鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ)

m2        38           13,130           498,940

単-39号

　構造物撤去工

　

式         1              7,307

　　運搬処理工

　　

式         1              7,307

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.6          7,479             4,487

単-40号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.6          4,700             2,820

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

管内橋梁補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　仮設工

　

式         1          1,909,920

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

　　交通管理工

　　

式         1          1,909,920

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        32           13,860           443,520

単-42号

　　　交通誘導警備員

　　　（夜間）

人日        78           18,800         1,466,400

単-43号

直接工事費

式         1         24,835,174

共通仮設費

式         1          6,732,270

　共通仮設費

　

式         1            775,270

　　技術管理費

　　

式         1             51,270

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

工事         1           51,270            51,270

単-44号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            724,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          5,957,000

純工事費

式         1         31,567,444
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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

管内橋梁補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　現場管理費

　

式         1         19,180,000

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

工事原価

式         1         92,075,927

　一般管理費等

　

式         1         13,504,073

工事価格

式         1        105,580,000

消費税相当額

式         1         10,558,000

工事費計

式         1        116,138,000
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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

管内橋梁補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

橋梁保全工事

『A地区』

(新広橋,側歩道橋下) 式         1         19,838,483

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

　橋梁付属物工

　

式         1         14,938,447

　　伸縮継手工

　　【夜間】

式         1         14,925,715

　　　鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

　　　

補修 普通型 2車線相

当 伸縮装置本体材料

有 m        56.3        262,800        14,795,640

単-1号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3         5            6,672            33,360

単-2号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3         5            9,517            47,585

単-3号

　　　現場発生品運搬

　　　

伸縮装置

回         1           49,130            49,130

単-4号

　　添架物工

　　

式         1             12,732

　　　ﾎﾞﾙﾄ再設置

　　　

高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M22×7

0

本         4            3,183            12,732

単-5号

　橋梁補修工

　

式         1          1,223,250

　　ひび割れ補修工

　　

式         1            543,620

　　　充てん工法

　　　

20m未満(6.70m) 可と

う性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

構造物         1           86,820            86,820

単-6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

管内橋梁補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　低圧注入工法

　　　

1構造物当り補修延べ

延長 62.27m ｴﾎﾟｷｼ樹

脂系 構造物         1          456,800           456,800

単-7号

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

　　断面修復工

　　

式         1            641,500

　　　左官工法

　　　

1構造物当り修復延べ

体積 0.159m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒ

ﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋

防錆処理有 構造物         1          396,400           396,400

単-8号

　　　左官工法

　　　

1構造物当り修復延べ

体積 0.116m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒ

ﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋

防錆処理無 構造物         1          245,100           245,100

単-9号

　　断面修復工

　　【夜間】

式         1             38,130

　　　左官工法

　　　

1構造物当り修復延べ

体積 0.007m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒ

ﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋

防錆処理有 構造物         1           27,930            27,930

単-10号

　　　左官工法

　　　

1構造物当り修復延べ

体積 0.003m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒ

ﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋

防錆処理無 構造物         1           10,200            10,200

単-11号

　構造物撤去工

　

式         1              3,026

　　運搬処理工

　　

式         1              2,876

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.2          8,507             1,701

単-12号

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



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

管内橋梁補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.2          5,875             1,175

単-13号

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

　　運搬処理工

　　【夜間】

式         1                150

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.007        13,610                95

単-14号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.007         7,931                55

単-15号

　仮設工

　

式         1          3,673,760

　　橋梁足場工

　　

式         1          1,152,640

　　　足場

　　　

単管足場 安全ﾈｯﾄ必要

掛m2        50            3,896           194,800

単-16号

　　　足場

　　　

吊足場

m2       160            5,150           824,000

単-17号

　　　防護

　　　

吊足場用ｼｰﾄ張防護 片

側朝顔

m2       160               72            11,520

単-18号

　　　足場

　　　

高所作業車運転

日         4           30,580           122,320

単-19号

　　交通管理工

　　

式         1          2,521,120

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        32           13,860           443,520

単-20号

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



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

管内橋梁補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　交通誘導警備員

　　　（夜間）

人日       112           18,550         2,077,600

単-21号

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

直接工事費

式         1         19,838,483

共通仮設費

式         1          5,425,000

　共通仮設費

　

式         1            269,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            269,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          5,156,000

純工事費

式         1         25,263,483

　現場管理費

　

式         1         16,065,000

工事原価

式         1         41,328,483

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



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

内訳書＜データ無し＞
  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

              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

内訳書＜データ無し＞
  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－2号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 25cm

m2

        1           16,600   

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り                               

15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用              

                                                 ｍ２         1           16,600            16,600   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－1号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下

m

        1            1,696   

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下                 

全ての費用                                      

                                                ｍ         1            1,696             1,696   

               計

          1,696   

               単価

        1,696   円／m

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

         16,600   

               単価

       16,600   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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－4号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3

        1            3,220   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,220             3,220   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3

        1           15,400   

殻運搬 舗装版破砕 人力積込 有り 23.0km以下             

全ての費用                                      

                                                 ｍ３         1           15,400            15,400   

               計

         15,400   

               単価

       15,400   円／m3

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

          3,220   

               単価

        3,220   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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－6号

上層路盤 再生ＡＳ安定処理(25) 仕上り厚 100mm

m2

        1            4,409   

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            4,409             4,409   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－5号

上層路盤 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm

m2

        1            1,330   

上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 M-30 200mm 2層施工                 

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1            1,330             1,330   

               計

          1,330   

               単価

        1,330   円／m2

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

          4,409   

               単価

        4,409   円／m2

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－8号

中間層 再生粗粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASⅡ型(20) 舗装厚 50m

m m2

        1            3,183   

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 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            3,183             3,183   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－7号

基層 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm

m2

        1            2,969   

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 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            2,969             2,969   

               計

          2,969   

               単価

        2,969   円／m2

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

          3,183   

               単価

        3,183   円／m2

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－10号

埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修 補修 舗装厚内型 伸縮装置及び床版防水の一体化工法

m

       33          121,000   

橋梁用伸縮継手設置工 補修 舗装厚内型

ｍ        33          109,000         3,597,000   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－9号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              802.4 

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

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              802.4             802.4 

               計

            802.4 

               単価

          802.4 円／m

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

橋面防水工 常温塗膜系防水

 ｍ２        38           10,410           395,580   

               計

      3,992,580   

               単価

      121,000   円／m

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－12号

左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.007m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄

筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有 構造物

        1           17,360   

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.007m3                          

                                                

                                                構造物         1           17,360            17,360   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－11号

充てん工法 20m未満(1.10m) 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

構造物

        1           84,760   

ひび割れ補修工（充てん工法） 20m未満 0.132kg                                 

                                                

                                                構造物         1           84,760            84,760   

               計

         84,760   

               単価

       84,760   円／構造物

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

         17,360   

               単価

       17,360   円／構造物

              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 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－13号

左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.108m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄

筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理無 構造物

        1          228,000   

断面修復工（左官工法） 無し 0.1m3以上 0.108m3                          

                                                

                                                構造物         1          228,000           228,000   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

        228,000   

               単価

      228,000   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



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 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－14号

乾式吹付工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 平均吹付厚0.06m

m2

       41          200,900   

乾式吹付工法 床版面（上向き）厚さ6cm

 ｍ２        41           63,950         2,621,950   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

はつり工 3cmを超え6cm以下 上向き

 ｍ２        41           42,130         1,727,330   

鉄筋ｹﾚﾝ工

ｍ     1,020              981.2       1,000,824   

鉄筋防錆処理工 D13～D19

ｍ     1,020              550.7         561,714   

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 乾式吹付用

ｔ         8          272,000         2,176,000   

防錆材 2回塗り

ｋｇ        74            2,000           148,000   

               計

      8,235,818   

               単価

      200,900   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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－16号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            7,479   

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                                        

                                                

                                                 ｍ３         1            4,053             4,053   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－15号

表面含浸 ｼﾗﾝ系含浸ｺﾝｸﾘｰﾄ保護材(鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ)

m2

        1            7,923   

含浸材塗布 100m2未満 固定足場

 ｍ２         1            2,874             2,874   

表面含浸材 ｼﾗﾝ系含浸ｺﾝｸﾘｰﾄ保護材(鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ)

Ｌ         0.66         7,650             5,049   

               計

          7,923   

               単価

        7,923   円／m2

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

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            3,426             3,426   

               計

          7,479   

               単価

        7,479   円／m3

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－18号

表層 再生粗粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASⅡ型(20) 舗装厚 50m

m m2

        1            2,979   

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)                 

無し 全ての費用                                  ｍ２         1            2,979             2,979   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－17号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            4,700   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            4,700             4,700   

               計

          4,700   

               単価

        4,700   円／m3

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

          2,979   

               単価

        2,979   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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-50

単－20号

交通誘導警備員

（夜間） 人日

       64           19,300   

交通誘導警備員Ａ

人日        32           20,790           665,280   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－19号

交通誘導警備員

人日

       91           13,230   

交通誘導警備員Ａ

人日        62           13,860           859,320   

交通誘導警備員Ｂ

人日        29           11,870           344,230   

               計

      1,203,550   

               単価

       13,230   円／人日

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

交通誘導警備員Ｂ

人日        32           17,800           569,600   

               計

      1,234,880   

               単価

       19,300   円／人日

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－22号

舗装ｸﾗｯｸｼｰﾄ W=1.0m ｶﾞﾗｽ繊維仕様

m

        1            1,922   

クラック防止シート張 全ての費用                                      

                                                

                                                ｍ         1              422.7             422.7 

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－21号

橋面防水 塗膜防水

m2

        1            2,185   

塗膜系防水 補修 無 無 有                                   

                                                

                                                 ｍ２         1            2,185             2,185   

               計

          2,185   

               単価

        2,185   円／m2

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

クラック防止シート（材料費）

ｍ         1.11         1,350             1,498.5 

               計

          1,921.2 

               単価

        1,922   円／m

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－24号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　舗装版厚 20cm

m2

        1           16,600   

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り                               

15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用              

                                                 ｍ２         1           16,600            16,600   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－23号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下

m

        1            1,696   

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下                 

全ての費用                                      

                                                ｍ         1            1,696             1,696   

               計

          1,696   

               単価

        1,696   円／m

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

         16,600   

               単価

       16,600   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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－26号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3

        1            3,220   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,220             3,220   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－25号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3

        1           15,400   

殻運搬 舗装版破砕 人力積込 有り 23.0km以下             

全ての費用                                      

                                                 ｍ３         1           15,400            15,400   

               計

         15,400   

               単価

       15,400   円／m3

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

          3,220   

               単価

        3,220   円／m3

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－28号

上層路盤 再生AS安定処理(25) 仕上り厚 100mm

m2

        1            4,409   

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            4,409             4,409   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－27号

上層路盤 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm

m2

        1            1,330   

上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 M-30 200mm 2層施工                 

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1            1,330             1,330   

               計

          1,330   

               単価

        1,330   円／m2

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

          4,409   

               単価

        4,409   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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－30号

表層 密粒度AS混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ASⅡ型(20) 舗装厚 50mm

m2

        1            3,334   

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            3,334             3,334   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－29号

基層 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm

m2

        1            2,969   

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 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            2,969             2,969   

               計

          2,969   

               単価

        2,969   円／m2

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

          3,334   

               単価

        3,334   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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－32号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              433.3 

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

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              433.3             433.3 

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－31号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              400.8 

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

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              400.8             400.8 

               計

            400.8 

               単価

          400.8 円／m

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

            433.3 

               単価

          433.3 円／m

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－34号

充てん工法 20m未満(6.40m) 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

構造物

        1           86,710   

ひび割れ補修工（充てん工法） 20m未満 0.768kg                                 

                                                

                                                構造物         1           86,710            86,710   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－33号

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

m

        1              972.1 

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

著しく有り 1.5mm 無し 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1              972.1             972.1 

               計

            972.1 

               単価

          972.1 円／m

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

         86,710   

               単価

       86,710   円／構造物

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－36号

注入工法 25m未満(5.70m) 無収縮ﾓﾙﾀﾙ

構造物

        1          161,000   

ひび割れ補修工(注入工法) 25m未満

構造物         1          151,100           151,100   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－35号

低圧注入工法 25m未満(0.10m) ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物

        1          134,700   

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満 0.003kg 0.01kg 1個                      

                                                

                                                構造物         1          134,700           134,700   

               計

        134,700   

               単価

      134,700   円／構造物

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ

ｋｇ        79.2            125             9,900   

               計

        161,000   

               単価

      161,000   円／構造物

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－38号

左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.323m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄

筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理無 構造物

        1          682,400   

断面修復工（左官工法） 無し 0.1m3以上 0.323m3                          

                                                

                                                構造物         1          682,400           682,400   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－37号

左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.584m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄

筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 構造物

        1        1,455,000   

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.584m3                          

                                                

                                                構造物         1        1,455,000         1,455,000   

               計

      1,455,000   

               単価

    1,455,000   円／構造物

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

        682,400   

               単価

      682,400   円／構造物

              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

１次単価表 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－39号

表面含浸 ｼﾗﾝ系含浸ｺﾝｸﾘｰﾄ保護材(鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ)

m2

        1           13,130   

下地処理(表面含浸) 100m2未満 固定足場

 ｍ２         1            5,199             5,199   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

含浸材塗布 100m2未満 固定足場

 ｍ２         1            2,874             2,874   

表面含浸材 ｼﾗﾝ系含浸ｺﾝｸﾘｰﾄ保護材(鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ)

Ｌ         0.66         7,650             5,049   

               計

         13,122   

               単価

       13,130   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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－41号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            4,700   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            4,700             4,700   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－40号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            7,479   

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                                        

                                                

                                                 ｍ３         1            4,053             4,053   

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            3,426             3,426   

               計

          7,479   

               単価

        7,479   円／m3

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

          4,700   

               単価

        4,700   円／m3

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-50

単－43号

交通誘導警備員

（夜間） 人日

       78           18,800   

交通誘導警備員Ａ

人日        26           20,790           540,540   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－42号

交通誘導警備員

人日

       32           13,860   

交通誘導警備員Ａ

人日        32           13,860           443,520   

               計

        443,520   

               単価

       13,860   円／人日

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

交通誘導警備員Ｂ

人日        52           17,800           925,600   

               計

      1,466,140   

               単価

       18,800   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



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 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－44号

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事

        1           51,270   

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事         1           51,270            51,270   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

         51,270   

               単価

       51,270   円／工事

              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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,220   

処分費 As殻(掘削)【夜間】司建設工業(株)

 ｍ３       100            3,220           322,000   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

        322,000   

               単価

        3,220   円／ｍ３

              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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

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

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              802.4 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              479.85         479,850   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

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              103             7,622   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             15,338   

               計

        802,400   

               単価

          802.4 円／ｍ

              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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

橋梁用伸縮継手設置工 補修 舗装厚内型

ｍ

        1          109,000   

既設目地材撤去

ｍ         1           20,760            20,760   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

不陸修正工

ｍ         1           18,180            18,180   

遊間部伸縮装置設置 遊間幅20mm

ｍ         1           18,180            18,180   

誘発目地設置

ｍ         1           11,660            11,660   

伸縮材 主剤:ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤、硬化剤:ｳﾚﾀﾝ樹脂化合物

ｋｇ         1           35,300            35,300   

ﾌﾟﾗｲﾏｰ ｼﾘｺｰﾝ系化合物

ｋｇ         0.05         8,870               443   

伸縮分散ｼｰﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄﾒｯｼｭｼｰﾄ

ｍ         1.1          2,000             2,200   

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 汎用ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ

ｍ         0.55           390               214   

伸縮材(誘発目地) 主剤:ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤、硬化剤:ｳﾚﾀﾝ樹脂化合物

ｋｇ         0.06        35,300             2,118   

               計

        109,055   

               単価

      109,000   円／ｍ

              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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

橋面防水工 常温塗膜系防水

 ｍ２

        1           10,410   

橋面防水設置 ｱｽﾌｧﾙﾄ系常温塗膜防水

m2         1            2,024             2,024   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

常温型塗膜防水材 主剤:ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤、硬化剤:ｳﾚﾀﾝ樹脂化合物

ｋｇ         1.5          4,660             6,990   

ﾌﾟﾗｲﾏｰ(塗膜防水) ｼﾘｺｰﾝ系化合物

ｋｇ         0.18         7,170             1,290   

珪砂  １～３号

ｋｇ         0.77           140               107   

               計

         10,411   

               単価

       10,410   円／ｍ２

              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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

ひび割れ補修工（充てん工法） 20m未満 0.132kg                                 

                                                

                                                

構造物

        1           84,760   

土木一般世話役  

人         0.85        24,885            21,152   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         1.3         22,050            28,665   

普通作業員  

人         1.1         20,265            22,291   

ひび割れ充填材 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

ｋｇ         0.158         2,550               402   

諸雑費（率＋まるめ）

        17%

式         1             12,250   

               計

         84,760   

               単価

       84,760   円／構造物

              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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.007m3                          

                                                

                                                

構造物

        1           17,360   

土木一般世話役  

人         0.161        24,885             4,006   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         0.266        22,050             5,865   

普通作業員  

人         0.175        20,265             3,546   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.008       309,000             2,472   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1              1,471   

               計

         17,360   

               単価

       17,360   円／構造物

              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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

断面修復工（左官工法） 無し 0.1m3以上 0.108m3                          

                                                

                                                

構造物

        1          228,000   

土木一般世話役  

人         2.052        24,885            51,064   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         3.456        22,050            76,204   

普通作業員  

人         2.268        20,265            45,961   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.127       309,000            39,243   

諸雑費（率＋まるめ）

         9%

式         1             15,528   

               計

        228,000   

               単価

      228,000   円／構造物

              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

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

乾式吹付工法 床版面（上向き）厚さ6cm

 ｍ２

      100           63,950   

橋りょう世話役  

人        21.76        33,915           737,990   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

橋りょう特殊工  

人        43.52        29,295         1,274,918   

普通作業員  

人        65.28        20,265         1,322,899   

橋りょう塗装工  

人        10.14        30,765           311,957   

吹付機械運転 400V 0.5～2.5m3級

時間       130.56         5,110           667,161   

乾式ﾓﾙﾀﾙｻｲﾛ運転 400V 3t級

時間       130.56         5,020           655,411   

空気圧縮機運転 7.0m3/min 除湿式

時間       130.56         3,333           435,156   

発動発電機運転 400V 45kVA

時間       130.56         1,588           207,329   

給水設備運転 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

時間       130.56           582            75,985   

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転 4t積 2.9t吊

時間       130.56         2,618           341,806   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1            364,388   

              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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

乾式吹付工法 床版面（上向き）厚さ6cm

 ｍ２

      100           63,950   

               計

      6,395,000   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               単価

       63,950   円／ｍ２

              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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

はつり工 3cmを超え6cm以下 上向き

 ｍ２

      100           42,130   

土木一般世話役  

人        14           24,885           348,390   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

はつり工  

人        72           24,360         1,753,920   

普通作業員  

人        72           20,265         1,459,080   

空気圧縮機運転 超低騒音 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 3.5～3.7m3/min

時間       172.8          1,714           296,179   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1            355,431   

               計

      4,213,000   

               単価

       42,130   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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

鉄筋ｹﾚﾝ工

ｍ

      100              981.2 

土木一般世話役  

人         1.25        24,885            31,106   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

普通作業員  

人         2.5         20,265            50,662   

諸雑費（率＋まるめ）

       20%

式         1             16,352   

               計

         98,120   

               単価

          981.2 円／ｍ

              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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

鉄筋防錆処理工 D13～D19

ｍ

      100              550.7 

土木一般世話役  

人         0.47        24,885            11,695   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         0.94        22,050            20,727   

普通作業員  

人         0.94        20,265            19,049   

諸雑費（率＋まるめ）

       7%

式         1              3,599   

               計

         55,070   

               単価

          550.7 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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

含浸材塗布 100m2未満 固定足場

 ｍ２

       10            2,874   

土木一般世話役  

人         0.25        24,885             6,221   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         0.5         22,050            11,025   

普通作業員  

人         0.5         20,265            10,132   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              1,362   

               計

         28,740   

               単価

        2,874   円／ｍ２

              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）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           13,860   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           13,860            13,860   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            4,700   

処分費 Co殻(無筋)【昼間】㈱平成建機 和歌山北ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

 ｍ３       100            4,700           470,000   

               計

        470,000   

               単価

        4,700   円／ｍ３

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         13,860   

               単価

       13,860   円／人日

              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）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           20,790   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           20,790            20,790   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           11,870   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           11,865            11,865   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         11,870   

               単価

       11,870   円／人日

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         20,790   

               単価

       20,790   円／人日

              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）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

塗膜系防水 補修 無 無 有                                   

                                                

                                                

 ｍ２

      100            2,185   

橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系） 補修

 ｍ２       100            2,185           218,500   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-50

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   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         17,800   

               単価

       17,800   円／人日

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        218,500   

               単価

        2,185   円／ｍ２

              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

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

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

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              400.8 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              286           286,000   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

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              103             4,532   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,428   

               計

        400,800   

               単価

          400.8 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

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

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

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              433.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              318           318,000   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

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              103             5,047   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,413   

               計

        433,300   

               単価

          433.3 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

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

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

著しく有り 1.5mm 無し 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000              972.1 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              633           633,000   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

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              103            10,094   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,106   

               計

        972,100   

               単価

          972.1 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

参考資料（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

ひび割れ補修工（充てん工法） 20m未満 0.768kg                                 

                                                

                                                

構造物

        1           86,710   

土木一般世話役  

人         0.85        24,885            21,152   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         1.3         22,050            28,665   

普通作業員  

人         1.1         20,265            22,291   

ひび割れ充填材 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

ｋｇ         0.922         2,550             2,351   

諸雑費（率＋まるめ）

        17%

式         1             12,251   

               計

         86,710   

               単価

       86,710   円／構造物

              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（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満 0.003kg 0.01kg 1個                      

                                                

                                                

構造物

        1          134,700   

土木一般世話役  

人         1.5         24,885            37,327   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         2.4         22,050            52,920   

普通作業員  

人         1.8         20,265            36,477   

ひび割れ注入材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 3種

ｋｇ         0.003         2,890                 8   

ひび割れｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

ｋｇ         0.014         2,040                28   

ひび割れ注入器具 低圧注入器

個         1              380               380   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              7,560   

               計

        134,700   

               単価

      134,700   円／構造物

              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（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

ひび割れ補修工(注入工法) 25m未満

構造物

        1          151,100   

土木一般世話役  

人         1.5         24,885            37,327   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         3           22,050            66,150   

普通作業員  

人         1.8         20,265            36,477   

諸雑費（率＋まるめ）

       8%

式         1             11,146   

               計

        151,100   

               単価

      151,100   円／構造物

              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（１） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.584m3                          

                                                

                                                

構造物

        1        1,455,000   

土木一般世話役  

人        13.432        24,885           334,255   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人        22.192        22,050           489,333   

普通作業員  

人        14.6         20,265           295,869   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.689       309,000           212,901   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1            122,642   

               計

      1,455,000   

               単価

    1,455,000   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

断面修復工（左官工法） 無し 0.1m3以上 0.323m3                          

                                                

                                                

構造物

        1          682,400   

土木一般世話役  

人         6.137        24,885           152,719   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人        10.336        22,050           227,908   

普通作業員  

人         6.783        20,265           137,457   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.381       309,000           117,729   

諸雑費（率＋まるめ）

         9%

式         1             46,587   

               計

        682,400   

               単価

      682,400   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

下地処理(表面含浸) 100m2未満 固定足場

 ｍ２

       10            5,199   

土木一般世話役  

人         0.5         24,885            12,442   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         0.7         22,050            15,435   

普通作業員  

人         1           20,265            20,265   

諸雑費（率＋まるめ）

       8%

式         1              3,848   

               計

         51,990   

               単価

        5,199   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事

        1           51,270   

技術員  

人         1.75        29,295            51,266   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         51,270   

               単価

       51,270   円／工事

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

既設目地材撤去

ｍ

       10           20,760   

橋りょう世話役  

人         0.67        57,994            38,855   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

橋りょう特殊工  

人         1.33        50,094            66,625   

普通作業員  

人         1.33        34,653            46,088   

諸雑費（率＋まるめ）

       37%

式         1             56,032   

               計

        207,600   

               単価

       20,760   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

不陸修正工

ｍ

       10           18,180   

橋りょう世話役  

人         0.67        57,994            38,855   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

橋りょう特殊工  

人         1.33        50,094            66,625   

普通作業員  

人         1.33        34,653            46,088   

諸雑費（率＋まるめ）

       20%

式         1             30,232   

               計

        181,800   

               単価

       18,180   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

遊間部伸縮装置設置 遊間幅20mm

ｍ

       10           18,180   

橋りょう世話役  

人         0.67        57,994            38,855   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

橋りょう特殊工  

人         1.33        50,094            66,625   

普通作業員  

人         1.33        34,653            46,088   

諸雑費（率＋まるめ）

       20%

式         1             30,232   

               計

        181,800   

               単価

       18,180   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

誘発目地設置

ｍ

       10           11,660   

橋りょう世話役  

人         0.33        57,994            19,138   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

橋りょう特殊工  

人         1.33        50,094            66,625   

普通作業員  

人         0.33        34,653            11,435   

諸雑費（率＋まるめ）

       20%

式         1             19,402   

               計

        116,600   

               単価

       11,660   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 54 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

橋面防水設置 ｱｽﾌｧﾙﾄ系常温塗膜防水

m2

      100            2,024   

橋りょう世話役  

人         1           57,994            57,994   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

橋りょう特殊工  

人         2           50,094           100,188   

普通作業員  

人         1           34,653            34,653   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              9,565   

               計

        202,400   

               単価

        2,024   円／m2

              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

参考資料（２）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

乾式ﾓﾙﾀﾙｻｲﾛ運転 400V 3t級

時間

        1            5,020   

乾式ﾓﾙﾀﾙｻｲﾛ mini mix 3.0t 400V 50hz

時間         1            5,020             5,020   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

吹付機械運転 400V 0.5～2.5m3級

時間

        1            5,110   

乾式吹付機 WM14FU 400V 50～60hz

時間         1            5,110             5,110   

               計

          5,110   

               単価

        5,110   円／時間

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

          5,020   

               単価

        5,020   円／時間

              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

参考資料（２）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

発動発電機運転 400V 45kVA

時間

        1            1,588   

軽油  １．２号

Ｌ         6.7            103               690   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

空気圧縮機運転 7.0m3/min 除湿式

時間

        1            3,333   

軽油  １．２号

Ｌ        11              103             1,133   

空気圧縮機 7.0m3/min 除湿式

時間         1            2,200             2,200   

               計

          3,333   

               単価

        3,333   円／時間

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 排出ｶﾞｽ対策型(1次) 37/45kVA

時間         1              898               898   

               計

          1,588   

               単価

        1,588   円／時間

              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

参考資料（２）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転 4t積 2.9t吊

時間

        1            2,618   

軽油  １．２号

Ｌ         6              103               618   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

給水設備運転 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

時間

        1              582   

給水設備 加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 230V 50hz

時間         1              582               582   

               計

            582   

               単価

          582   円／時間

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ

時間         1            2,000             2,000   

               計

          2,618   

               単価

        2,618   円／時間

              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

参考資料（２） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

空気圧縮機運転 超低騒音 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 3.5～3.7m3/min

時間

        1            1,714   

軽油  １．２号

Ｌ         4.9            103               504   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

空気圧縮機 超低騒音 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 3.5～3.7m3/min

時間         1            1,210             1,210   

               計

          1,714   

               単価

        1,714   円／時間

              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 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－1号

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有

m

       56.3        262,800   

橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 2車線相当(車道用)

ｍ        47          156,800         7,369,600   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 2車線相当(歩道用)

ｍ         9.3        225,100         2,093,430   

橋梁用伸縮装置 車道用 伸縮量30mm(NL-30FL)

ｍ        24.9         57,200         1,424,280   

橋梁用伸縮装置 車道用 伸縮量40mm(NL-40FL)

ｍ        22.1         71,800         1,586,780   

橋梁用伸縮装置 歩道用 伸縮量20㎜(GS-20)

ｍ         3.1         54,100           167,710   

橋梁用伸縮装置 歩道用 伸縮量30㎜(GS-30)

ｍ         6.2         62,700           388,740   

二次止水材 連続止水本体取付型 30mm用

ｍ        24.9         33,700           839,130   

二次止水材 連続止水本体取付型 40mm用

ｍ        22.1         33,700           744,770   

シール材 シリコーン系　プライマー含む

L         9            4,670            42,030   

バックアップ材 ウレタンフォーム

L        21              370             7,770   

排水管設置工 φ25mm

ｍ        25            5,148           128,700   

              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 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－1号

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有

m

       56.3        262,800   

               計

     14,792,940   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               単価

      262,800   円／m

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3

        1            9,517   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            9,517             9,517   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－2号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3

        1            6,672   

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            6,672             6,672   

               計

          6,672   

               単価

        6,672   円／m3

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

          9,517   

               単価

        9,517   円／m3

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－5号

ﾎﾞﾙﾄ再設置 高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M22×70

本

        1            3,183   

ﾎﾞﾙﾄ再設置工 高力ﾎﾞﾙﾄ

本         1            3,026             3,026   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－4号

現場発生品運搬 伸縮装置

回

        1           49,130   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m

 46.0km以下 2.0t超2.6t以下 

回         1           49,130            49,130   

               計

         49,130   

               単価

       49,130   円／回

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０

組         1              156.7             156.7 

               計

          3,182.7 

               単価

        3,183   円／本

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－7号

低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 62.27m ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物

        1          456,800   

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m以上 62.27m 0.956kg                          

6.353kg 280個                                   

                                                構造物         1          456,800           456,800   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－6号

充てん工法 20m未満(6.70m) 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

構造物

        1           86,820   

ひび割れ補修工（充てん工法） 20m未満 0.804kg                                 

                                                

                                                構造物         1           86,820            86,820   

               計

         86,820   

               単価

       86,820   円／構造物

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

        456,800   

               単価

      456,800   円／構造物

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－9号

左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.116m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄

筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理無 構造物

        1          245,100   

断面修復工（左官工法） 無し 0.1m3以上 0.116m3                          

                                                

                                                構造物         1          245,100           245,100   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－8号

左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.159m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄

筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 構造物

        1          396,400   

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.159m3                          

                                                

                                                構造物         1          396,400           396,400   

               計

        396,400   

               単価

      396,400   円／構造物

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

        245,100   

               単価

      245,100   円／構造物

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－11号

左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.003m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄

筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理無 構造物

        1           10,200   

断面修復工（左官工法） 無し 0.1m3以上 0.003m3                          

                                                

                                                構造物         1           10,200            10,200   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－10号

左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.007m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄

筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 構造物

        1           27,930   

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.007m3                          

                                                

                                                構造物         1           27,930            27,930   

               計

         27,930   

               単価

       27,930   円／構造物

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

         10,200   

               単価

       10,200   円／構造物

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－13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   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－12号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            8,507   

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                                        

                                                

                                                 ｍ３         1            4,053             4,053   

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 6.0km以下 全ての費用              

                                                 ｍ３         1            4,454             4,454   

               計

          8,507   

               単価

        8,507   円／m3

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

          5,875   

               単価

        5,875   円／m3

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－15号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            7,931   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            7,931             7,931   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

単－14号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1           13,610   

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                                        

                                                

                                                 ｍ３         1            6,931             6,931   

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 6.0km以下 全ての費用              

                                                 ｍ３         1            6,672             6,672   

               計

         13,603   

               単価

       13,610   円／m3

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

          7,931   

               単価

        7,931   円／m3

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－17号

足場 吊足場

m2

        1            5,150   

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m以上 0.7月                              

                                                

                                                 ｍ２         1            4,811             4,811   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－16号

足場 単管足場 安全ﾈｯﾄ必要

掛m2

        1            3,896   

足場工 単管足場 必要 標準                              

                                                

                                                掛ｍ２         1            3,896             3,896   

               計

          3,896   

               単価

        3,896   円／掛m2

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 0.7月                                  

                                                

                                                 ｍ２         1              339               339   

               計

          5,150   

               単価

        5,150   円／m2

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－19号

足場 高所作業車運転

日

        1           30,580   

高所作業車運転 作業床高 9.7m

日         1           30,580            30,580   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－18号

防護 吊足場用ｼｰﾄ張防護 片側朝顔

m2

        1               72   

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 ｼ-ﾄ張防護 0.7月                        

                                                

                                                 ｍ２         1               72                72   

               計

             72   

               単価

           72   円／m2

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

         30,580   

               単価

       30,580   円／日

              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

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-50

単－21号

交通誘導警備員

（夜間） 人日

      112           18,550   

交通誘導警備員Ａ

人日        28           20,790           582,120   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

単－20号

交通誘導警備員

人日

       32           13,860   

交通誘導警備員Ａ

人日        32           13,860           443,520   

               計

        443,520   

               単価

       13,860   円／人日

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

交通誘導警備員Ｂ

人日        84           17,800         1,495,200   

               計

      2,077,320   

               単価

       18,550   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 71 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 2車線相当(車道用)

ｍ

        1          156,800   

橋りょう世話役  

人         0.14        57,994             8,119   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         1.39        37,705            52,409   

普通作業員  

人         0.69        34,653            23,910   

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2t吊

時間         0.07         9,012               630   

諸雑費（率＋まるめ）

       85%

式         1             71,732   

               計

        156,800   

               単価

      156,800   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 72 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 2車線相当(歩道用)

ｍ

        1          225,100   

橋りょう世話役  

人         0.28        57,994            16,238   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         1.67        37,705            62,967   

普通作業員  

人         0.83        34,653            28,761   

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2t吊

時間         0.07         9,012               630   

諸雑費（率＋まるめ）

       108%

式         1            116,504   

               計

        225,100   

               単価

      225,100   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 73 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

排水管設置工 φ25mm

ｍ

       10            5,148   

土木一般世話役  

人         0.1         42,553             4,255   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         0.25        37,705             9,426   

普通作業員  

人         0.5         34,653            17,326   

繊維補強式排水ﾎｰｽ φ25

ｍ        10            1,800            18,000   

諸雑費（率＋まるめ）

       8%

式         1              2,473   

               計

         51,480   

               単価

        5,148   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 74 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            9,517   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)【夜間】(株)南興業

 ｍ３       100            9,517           951,700   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

        951,700   

               単価

        9,517   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 75 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

ﾎﾞﾙﾄ再設置工 高力ﾎﾞﾙﾄ

本

        1            3,026   

土木一般世話役  

人         0.01        24,885               248   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         0.04        22,050               882   

普通作業員  

人         0.08        20,265             1,621   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1                275   

               計

          3,026   

               単価

        3,026   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 76 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

ひび割れ補修工（充てん工法） 20m未満 0.804kg                                 

                                                

                                                

構造物

        1           86,820   

土木一般世話役  

人         0.85        24,885            21,152   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         1.3         22,050            28,665   

普通作業員  

人         1.1         20,265            22,291   

ひび割れ充填材 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

ｋｇ         0.965         2,550             2,460   

諸雑費（率＋まるめ）

        17%

式         1             12,252   

               計

         86,820   

               単価

       86,820   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 77 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m以上 62.27m 0.956kg                          

6.353kg 280個                                   

                                                

構造物

        1          456,800   

土木一般世話役  

人         3.612        24,885            89,884   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         5.978        22,050           131,814   

普通作業員  

人         4.421        20,265            89,591   

ひぴ割れ注入材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 3種

ｋｇ         0.956         2,890             2,762   

ひび割れｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

ｋｇ         8.704         2,040            17,756   

ひび割れ注入器具 低圧注入器

個       280              380           106,400   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1             18,593   

               計

        456,800   

               単価

      456,800   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 78 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.159m3                          

                                                

                                                

構造物

        1          396,400   

土木一般世話役  

人         3.657        24,885            91,004   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         6.042        22,050           133,226   

普通作業員  

人         3.975        20,265            80,553   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.188       309,000            58,092   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1             33,525   

               計

        396,400   

               単価

      396,400   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 79 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

断面修復工（左官工法） 無し 0.1m3以上 0.116m3                          

                                                

                                                

構造物

        1          245,100   

土木一般世話役  

人         2.204        24,885            54,846   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         3.712        22,050            81,849   

普通作業員  

人         2.436        20,265            49,365   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.137       309,000            42,333   

諸雑費（率＋まるめ）

         9%

式         1             16,707   

               計

        245,100   

               単価

      245,100   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 80 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.007m3                          

                                                

                                                

構造物

        1           27,930   

土木一般世話役  

人         0.161        42,553             6,851   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         0.266        37,705            10,029   

普通作業員  

人         0.175        34,653             6,064   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.008       309,000             2,472   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1              2,514   

               計

         27,930   

               単価

       27,930   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 81 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

断面修復工（左官工法） 無し 0.1m3以上 0.003m3                          

                                                

                                                

構造物

        1           10,200   

土木一般世話役  

人         0.057        42,553             2,425   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

特殊作業員  

人         0.096        37,705             3,619   

普通作業員  

人         0.063        34,653             2,183   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.004       309,000             1,236   

諸雑費（率＋まるめ）

         9%

式         1                737   

               計

         10,200   

               単価

       10,200   円／構造物

              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

参考資料（１）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            7,931   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【夜間】(株)南興業

 ｍ３       100            7,931           793,100   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            5,875   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【昼間】(株)南興業

 ｍ３       100            5,875           587,500   

               計

        587,500   

               単価

        5,875   円／ｍ３

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

               計

        793,100   

               単価

        7,931   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 83 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

足場工 単管足場 必要 標準                              

                                                

                                                

掛ｍ２

      100            3,896   

土木一般世話役  

人         1.7         24,885            42,304   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

とび工  

人         7.7         25,200           194,040   

普通作業員  

人         1.6         20,265            32,424   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         0.8         41,600            33,280   

諸雑費（率＋まるめ）

        29%

式         1             87,552   

               計

        389,600   

               単価

        3,896   円／掛ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 84 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m以上 0.7月                              

                                                

                                                

 ｍ２

        1            4,811   

足場材損料  

月         0.7            470               329   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

橋りょう特殊工  

人         0.153        29,295             4,482   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,811   

               単価

        4,811   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 85 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 0.7月                                  

                                                

                                                

 ｍ２

        1              339   

足場材損料  

月         0.35            50                17   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

橋りょう特殊工  

人         0.022        14,647               322   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            339   

               単価

          339   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 86 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 ｼ-ﾄ張防護 0.7月                        

                                                

                                                

 ｍ２

        1               72   

シート張防護材損料  

月         0.35            42                14   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

橋りょう特殊工  

人         0.004        14,647                58   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

             72   

               単価

           72   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 87 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

高所作業車運転 作業床高 9.7m

日

        1           30,580   

運転手（特殊）  

人         1           20,370            20,370   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

軽油  １．２号

Ｌ        22              103             2,266   

高所作業車（トラック架装リフト車） ［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ

日         1            7,940             7,940   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         30,580   

               単価

       30,580   円／日

              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

参考資料（１）

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           20,790   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           20,790            20,790   

2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           13,860   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           13,860            13,860   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         13,860   

               単価

       13,860   円／人日

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         20,790   

               単価

       20,790   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 89 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-50

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   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

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- 90 -



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） 2020.12

2020.12

1.000-00-00-2-71

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 2t吊

時間

        1            9,012   

運転手（特殊）  

人         0.2         34,832             6,966   

  [（自）和歌山県有田郡広川町広地先（至）和歌山県]

軽油  １．２号

Ｌ         2              103               206   

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ

時間         1            1,840             1,840   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,012   

               単価

        9,012   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 91 -


