
令和２年１０⽉１６⽇（令和２年１０⽉２８⽇）

国道１号他舗装修繕⼯事

【⼯事設計書（公表資料）】

⼤阪国道事務所
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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１号他舗装修繕工事

鏡

（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府枚方市出屋敷

西町１丁目地先他

　１）　発注年月　　　　　令和 2年 9月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　大阪国道事務所　管理第二課              　　　　　

　３）　工事番号　　　　　4251010011　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　舗装工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  133日間 　　　　自　　　令和 2年10月17日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年 2月26日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　大阪府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　東大阪市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 2年 7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 9月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2020年 9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 　　　　　　　      4,965,550 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年 7月31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

国道１号他舗装修繕工事 (当　初) 道路新設･改築
舗装

舗装

国道1号東田宮地区

式         1         41,281,838

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

　舗装工

　

式         1         37,021,348

　　路面切削工

　　(夜間)

式         1          8,725,934

　　　路面切削

　　　

全面切削6cmを超え12c

m以下 段差すりつけ撤

去作業無 m2     7,200              661         4,759,200

単-1号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       698            3,333         2,326,434

単-2号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       698            2,350         1,640,300

単-3号

　　橋面舗装工

　　(夜間)

式         1          5,872,160

　　　橋面防水

　　　

塗膜防水

m2     1,120            2,367         2,651,040

単-4号

　　　基層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌ

ｧﾙﾄⅡ(20) 舗装厚 40m

m 3.0m超 m2     1,120            1,362         1,525,440

単-5号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

密粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ

Ⅱ(20) 舗装厚 40mm 3

.0m超 m2     1,120            1,514         1,695,680

単-6号

　　排水性舗装工

　　(夜間)

式         1         22,423,254

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌ

ｧﾙﾄⅡ(20) 舗装厚 50m

m 3.0m超 m2     5,920            1,688         9,992,960

単-7号

              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１号他舗装修繕工事 (当　初) 道路新設･改築
舗装

　　　中間層(車道･路肩部)(路肩排水部)

　　　

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20

) 舗装厚 50mm 1.4m未

満 m2       162            5,947           963,414

単-8号

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

　　　排水性舗装・表層（車道・路肩部）

　　　

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13

) 舗装厚 50mm 2.4m以

上 m2     6,080            1,886        11,466,880

単-9号

　区画線工

　

式         1          1,503,585

　　区画線工

　　(夜間)

式         1          1,503,585

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m       210              399.9          83,979

単-10号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 黄色 m       140              485.5          67,970

単-11号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m        69              432.5          29,842

単-12号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 45cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m         5              907.3           4,536

単-13号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15c

m 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m        30              451.8          13,554

単-14号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30c

m 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m        16              770.8          12,332

単-15号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m        14              971.4          13,599

単-16号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装無 白色 m        59            1,002            59,118

単-17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１号他舗装修繕工事 (当　初) 道路新設･改築
舗装

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装無 黄色 m        43            1,105            47,515

単-18号

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       640              462.9         296,256

単-19号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 黄色 m       160              591.3          94,608

単-20号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m        97              497            48,209

単-21号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 45cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       230            1,080           248,400

単-22号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15c

m 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       130              517.3          67,249

単-23号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30c

m 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       170              894.6         152,082

単-24号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m        11            1,148            12,628

単-25号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 白色 m       130            1,104           143,520

単-26号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 黄色 m        86            1,258           108,188

単-27号

　構造物撤去工

　

式         1            112,305

　　構造物取壊し工

　　(夜間)

式         1            112,305
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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１号他舗装修繕工事 (当　初) 道路新設･改築
舗装

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m       150              748.7         112,305

単-28号

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

　仮設工

　

式         1          2,644,600

　　交通管理工

　　(夜間)

式         1          2,644,600

　　　交通誘導警備員

　　　

人日       140           18,890         2,644,600

単-29号

直接工事費

式         1         41,281,838

共通仮設費

式         1          8,116,510

　共通仮設費

　

式         1          1,285,510

　　運搬費

　　(夜間)

式         1            164,240

　　　建設機械運搬費

　　　

台         2           82,120           164,240

単-30号

　　技術管理費

　　

式         1             51,270

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

式         1             51,270

内-1号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1          1,070,000
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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

国道１号他舗装修繕工事 (当　初) 道路新設･改築
舗装

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          6,831,000

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

純工事費

式         1         49,398,348

　現場管理費

　

式         1         17,795,000

工事原価

式         1        161,189,507

　一般管理費等

　

式         1         21,320,493

工事価格

式         1        182,510,000

消費税相当額

式         1         18,251,000

工事費計

式         1        200,761,000
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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

国道１号他舗装修繕工事【国道1号出屋敷地区】 (当　初) 道路新設･改築
舗装

舗装

国道1号出屋敷地区

式         1          9,698,076

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

　舗装工

　

式         1          8,092,787

　　路面切削工

　　(夜間)

式         1          2,048,328

　　　路面切削

　　　

全面切削6cmを超え12c

m以下 段差すりつけ撤

去作業無 m2     1,620              661         1,070,820

単-1号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       162            3,684           596,808

単-2号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       162            2,350           380,700

単-3号

　　排水性舗装工

　　(夜間)

式         1          6,044,459

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌ

ｧﾙﾄⅡ(20) 舗装厚 50m

m 3.0m超 m2     1,570            1,688         2,650,160

単-4号

　　　中間層(車道･路肩部)(路肩排水部)

　　　

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20

) 舗装厚 50mm 1.4m未

満 m2        57            5,947           338,979

単-5号

　　　排水性舗装・表層（車道・路肩部）

　　　

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13

) 舗装厚 50mm 2.4m以

上 m2     1,620            1,886         3,055,320

単-6号

　区画線工

　

式         1            797,684

　　区画線工

　　(夜間)

式         1            797,684
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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１号他舗装修繕工事【国道1号出屋敷地区】 (当　初) 道路新設･改築
舗装

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       390              462.9         180,531

単-7号

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 黄色 m        61              591.3          36,069

単-8号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       260              497           129,220

単-9号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m        11            1,148            12,628

単-10号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 白色 m       350            1,104           386,400

単-11号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 黄色 m        42            1,258            52,836

単-12号

　構造物撤去工

　

式         1             14,225

　　構造物取壊し工

　　(夜間)

式         1             14,225

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m        19              748.7          14,225

単-13号

　仮設工

　

式         1            793,380

　　交通管理工

　　(夜間)

式         1            793,380

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        42           18,890           793,380

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１号他舗装修繕工事【国道1号出屋敷地区】 (当　初) 道路新設･改築
舗装

直接工事費

式         1          9,698,076

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

共通仮設費

式         1          2,655,240

　共通仮設費

　

式         1            487,240

　　運搬費

　　(夜間)

式         1            164,240

　　　建設機械運搬費

　　　

台         2           82,120           164,240

単-15号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            323,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          2,168,000

純工事費

式         1         12,353,316

　現場管理費

　

式         1          5,700,000

工事原価

式         1         18,053,316
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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１号他舗装修繕工事【国道1号BP讃良地区】 (当　初) 道路新設･改築
舗装

舗装

国道1号BP讃良地区

式         1         30,934,286

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

　舗装工

　

式         1         27,460,430

　　路面切削工

　　(夜間)

式         1          6,963,840

　　　路面切削

　　　

全面切削6cmを超え12c

m以下 段差すりつけ撤

去作業無 m2     5,580              661         3,688,380

単-1号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       558            1,170           652,860

単-2号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       558            4,700         2,622,600

単-3号

　　排水性舗装工

　　(夜間)

式         1         20,496,590

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌ

ｧﾙﾄⅡ(20) 舗装厚 50m

m 3.0m超 m2     5,450            1,688         9,199,600

単-4号

　　　中間層(車道･路肩部)(路肩排水部)

　　　

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20

) 舗装厚 50mm 1.4m未

満 m2       130            5,947           773,110

単-5号

　　　排水性舗装・表層（車道・路肩部）

　　　

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13

) 舗装厚 50mm 2.4m以

上 m2     5,580            1,886        10,523,880

単-6号

　区画線工

　

式         1          1,118,592

　　区画線工

　　(夜間)

式         1          1,118,592

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



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１号他舗装修繕工事【国道1号BP讃良地区】 (当　初) 道路新設･改築
舗装

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m     1,190              462.9         550,851

単-7号

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 黄色 m        91              591.3          53,808

単-8号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       460              497           228,620

単-9号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 45cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m        80            1,080            86,400

単-10号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15c

m 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       120              517.3          62,076

単-11号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30c

m 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m        53              894.6          47,413

単-12号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 白色 m        81            1,104            89,424

単-13号

　構造物撤去工

　

式         1            239,584

　　構造物取壊し工

　　(夜間)

式         1            239,584

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m       320              748.7         239,584

単-14号

　仮設工

　

式         1          2,115,680

　　交通管理工

　　(夜間)

式         1          2,115,680

              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

国道１号他舗装修繕工事【国道1号BP讃良地区】 (当　初) 道路新設･改築
舗装

　　　交通誘導警備員

　　　

人日       112           18,890         2,115,680

単-15号

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

直接工事費

式         1         30,934,286

共通仮設費

式         1          6,216,360

　共通仮設費

　

式         1            977,360

　　運搬費

　　(夜間)

式         1            168,360

　　　建設機械運搬費

　　　

台         2           84,180           168,360

単-16号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            809,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          5,239,000

純工事費

式         1         37,150,646

　現場管理費

　

式         1         13,639,000

工事原価

式         1         50,789,646

              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

国道１号他舗装修繕工事【国道163号下田原地区】 (当　初) 道路新設･改築
舗装

舗装

国道163号下田原地区

式         1         14,186,717

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

　舗装工

　

式         1         12,463,986

　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　(夜間)

式         1         12,463,986

　　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

　　　

7cmを超え12cm以下 二

層 各種 各種

m2     2,740            3,870        10,603,800

単-1号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       274            5,614         1,538,236

単-2号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       274            1,175           321,950

単-3号

　区画線工

　

式         1            610,985

　　区画線工

　　(夜間)

式         1            610,985

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m       520              399.9         207,948

単-4号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 黄色 m       240              485.5         116,520

単-5号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 45cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m         3              854.4           2,563

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 白色 m        65              432.5          28,112

単-7号

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



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１号他舗装修繕工事【国道163号下田原地区】 (当　初) 道路新設･改築
舗装

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 30cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m        31              744.3          23,073

単-8号

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15c

m 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m       170              451.8          76,806

単-9号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30c

m 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m        54              770.8          41,623

単-10号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装無 白色 m        70            1,002            70,140

単-11号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装無 黄色 m        40            1,105            44,200

単-12号

　構造物撤去工

　

式         1             53,906

　　構造物取壊し工

　　(夜間)

式         1             53,906

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m        72              748.7          53,906

単-13号

　仮設工

　

式         1          1,057,840

　　交通管理工

　　(夜間)

式         1          1,057,840

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        56           18,890         1,057,840

単-14号

直接工事費

式         1         14,186,717

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



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１号他舗装修繕工事【国道163号下田原地区】 (当　初) 道路新設･改築
舗装

共通仮設費

式         1          3,327,480

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

　共通仮設費

　

式         1            374,480

　　運搬費

　　(夜間)

式         1            172,480

　　　建設機械運搬費

　　　

台         2           86,240           172,480

単-15号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            202,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          2,953,000

純工事費

式         1         17,514,197

　現場管理費

　

式         1          7,639,000

工事原価

式         1         25,153,197

              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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－2号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            3,333   

殻運搬（路面切削） 有り 19.0km以下 全ての費用                      

                                                

                                                 ｍ３         1            3,333             3,333   

CB430020

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－1号

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無

m2

        1              661   

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用       

                                                

                                                 ｍ２         1              661               661   

CB430010

               計

            661   

               単価

          661   円／m2

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

          3,333   

               単価

        3,333   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－4号

橋面防水 塗膜防水

m2

        1            2,367   

塗膜系防水 補修 無 有 19.5m/100m2 有                       

                                                

                                                 ｍ２         1            2,367             2,367   

WB812920

単－  32号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

WB020051

単－  31号

               計

          2,350   

               単価

        2,350   円／m3

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

          2,367   

               単価

        2,367   円／m2

              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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－6号

表層(車道・路肩部) 密粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ(20) 舗装厚 40mm 3.0m超

m2

        1            1,514   

表層（車道・路肩部） 3.0m超 40mm                                     

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            1,514             1,514   

CB410260

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－5号

基層(車道・路肩部) 再生粗粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ(20) 舗装厚 40mm 3.0m超

m2

        1            1,362   

基層（車道・路肩部） 3.0m超 40mm                                     

各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し                 

全ての費用                                       ｍ２         1            1,362             1,362   

CB410240

               計

          1,362   

               単価

        1,362   円／m2

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

          1,514   

               単価

        1,514   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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－8号

中間層(車道･路肩部)(路肩排水部) ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満

m2

        1            5,947   

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(2.00以上2.10t/m3未満)                 

ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用                          ｍ２         1            3,283             3,283   

CB410250

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－7号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超

m2

        1            1,688   

中間層（車道・路肩部） 3.0m超 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            1,688             1,688   

CB410250

               計

          1,688   

               単価

        1,688   円／m2

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

導水ﾊﾟｲﾌﾟ φ20

ｍ         3.33           800             2,664   

               計

          5,947   

               単価

        5,947   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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－10号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              399.9 

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              399.9             399.9 

WB821210

単－  33号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－9号

排水性舗装・表層（車道・路肩部） ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上

m2

        1            1,886   

排水性舗装・表層（車道・路肩部） 2.4m以上 50mm 無し                              

各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)                  

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            1,886             1,886   

CB410510

               計

          1,886   

               単価

        1,886   円／m2

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

            399.9 

               単価

          399.9 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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－12号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              432.5 

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              432.5             432.5 

WB821210

単－  35号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－11号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色

m

        1              485.5 

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%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 ｍ         1              485.5             485.5 

WB821210

単－  34号

               計

            485.5 

               単価

          485.5 円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

            432.5 

               単価

          432.5 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－14号

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

m

        1              451.8 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 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               ｍ         1              451.8             451.8 

WB821210

単－  37号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－13号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              907.3 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 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 全ての費用                     ｍ         1              907.3             907.3 

WB821210

単－  36号

               計

            907.3 

               単価

          907.3 円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

            451.8 

               単価

          451.8 円／m

              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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－16号

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

m

        1              971.4 

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              971.4             971.4 

WB821210

単－  39号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－15号

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

m

        1              770.8 

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

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              770.8             770.8 

WB821210

単－  38号

               計

            770.8 

               単価

          770.8 円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

            971.4 

               単価

          971.4 円／m

              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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－18号

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

性舗装無 黄色 m

        1            1,105   

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し             

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              ｍ         1            1,105             1,105   

WB821210

単－  41号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－17号

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

性舗装無 白色 m

        1            1,002   

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

15cm換算 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            1,002             1,002   

WB821210

単－  40号

               計

          1,002   

               単価

        1,002   円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

          1,105   

               単価

        1,105   円／m

              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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－20号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 黄色

m

        1              591.3 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 ｍ         1              591.3             591.3 

WB821210

単－  43号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－19号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              462.9 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 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              462.9             462.9 

WB821210

単－  42号

               計

            462.9 

               単価

          462.9 円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

            591.3 

               単価

          591.3 円／m

              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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－22号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1            1,080   

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 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            1,080             1,080   

WB821210

単－  45号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－21号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              497   

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 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              497               497   

WB821210

単－  44号

               計

            497   

               単価

          497   円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

          1,080   

               単価

        1,080   円／m

              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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－24号

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

m

        1              894.6 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 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               ｍ         1              894.6             894.6 

WB821210

単－  47号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－23号

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

m

        1              517.3 

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

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               ｍ         1              517.3             517.3 

WB821210

単－  46号

               計

            517.3 

               単価

          517.3 円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

            894.6 

               単価

          894.6 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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－26号

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

性舗装有 白色 m

        1            1,104   

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

15cm換算 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               ｍ         1            1,104             1,104   

WB821210

単－  49号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－25号

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

m

        1            1,148   

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 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1            1,148             1,148   

WB821210

単－  48号

               計

          1,148   

               単価

        1,148   円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

          1,104   

               単価

        1,104   円／m

              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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－28号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              748.7 

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

                                                

                                                ｍ         1              748.7             748.7 

CB430510

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－27号

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

性舗装有 黄色 m

        1            1,258   

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              ｍ         1            1,258             1,258   

WB821210

単－  50号

               計

          1,258   

               単価

        1,258   円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

            748.7 

               単価

          748.7 円／m

              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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－30号

建設機械運搬費

台

        2           82,120   

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 0円 0円 0円                  

                                                台         2           78,000           156,000   

WB010010

単－  53号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－29号

交通誘導警備員

人日

      140           18,890   

交通誘導警備員Ａ

人日        40           20,790           831,600   

WB010211

単－  51号

交通誘導警備員Ｂ

人日       100           18,120         1,812,000   

WB010212

単－  52号

               計

      2,643,600   

               単価

       18,890   円／人日

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機

供用日         0.08       103,000             8,240   

               計

        164,240   

               単価

       82,120   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－31号

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,350   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

 ｍ３       100            2,350           235,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

        235,000   

               単価

        2,350   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－32号

塗膜系防水 補修 無 有 19.5m/100m2 有                       

                                                

                                                

 ｍ２

      100            2,367   

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   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

目地材 橋面防水用 舗装幅80mm×厚5mm

ｍ        20.475           886            18,140   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 60   

               計

        236,700   

               単価

        2,367   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－33号

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              399.9 

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              285           285,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

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              106             4,664   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,396   

               計

        399,900   

               単価

          399.9 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－34号

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%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用

ｍ

    1,000              485.5 

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              285           285,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ       570              305           173,850   

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              106             4,664   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,486   

               計

        485,500   

               単価

          485.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－35号

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              432.5 

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              317           317,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

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              106             5,194   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,466   

               計

        432,500   

               単価

          432.5 円／ｍ

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－36号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 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 全ての費用                     

ｍ

    1,000              907.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              569           569,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              162           275,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        88              106             9,328   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,072   

               計

        907,300   

               単価

          907.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－37号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 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               

ｍ

    1,000              451.8 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              336           336,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        52              106             5,512   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,448   

               計

        451,800   

               単価

          451.8 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－38号

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

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              770.8 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              543           543,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,130              162           183,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        84              106             8,904   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,836   

               計

        770,800   

               単価

          770.8 円／ｍ

              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

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－39号

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              971.4 

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              632           632,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

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              106            10,388   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,112   

               計

        971,400   

               単価

          971.4 円／ｍ

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－40号

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

15cm換算 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            1,002   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              713           855,600   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       684              162           110,808   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       132              106            13,992   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              6,600   

               計

      1,002,000   

               単価

        1,002   円／ｍ

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－41号

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し             

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              

ｍ

    1,000            1,105   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              713           855,600   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ       684              305           208,620   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       132              106            13,992   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             11,788   

               計

      1,105,000   

               単価

        1,105   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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－42号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 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              462.9 

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              299.25         299,250   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              162           138,510   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        46              106             4,876   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,764   

               計

        462,900   

               単価

          462.9 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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－43号

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用

ｍ

    1,000              591.3 

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              299.25         299,250   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ       855              305           260,775   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        46              106             4,876   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             13,899   

               計

        591,300   

               単価

          591.3 円／ｍ

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－44号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 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              497   

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              332.85         332,850   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              162           138,510   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        51              106             5,406   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,734   

               計

        497,000   

               単価

          497   円／ｍ

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－45号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 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            1,080   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              597.45         597,450   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     2,550              162           413,100   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        93              106             9,858   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             22,092   

               計

      1,080,000   

               単価

        1,080   円／ｍ

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－46号

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

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               

ｍ

    1,000              517.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              352.8         352,800   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              162           138,510   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        54              106             5,724   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,766   

               計

        517,300   

               単価

          517.3 円／ｍ

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－47号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 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               

ｍ

    1,000              894.6 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              570.15         570,150   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,695              162           274,590   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        89              106             9,434   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             15,426   

               計

        894,600   

               単価

          894.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－48号

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 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,148   

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              663.6         663,600   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     2,550              162           413,100   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ       103              106            10,918   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             22,882   

               計

      1,148,000   

               単価

        1,148   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－49号

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

15cm換算 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               

ｍ

    1,000            1,104   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              748.65         898,380   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,026              162           166,212   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            106            14,755   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,653   

               計

      1,104,000   

               単価

        1,104   円／ｍ

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－50号

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              

ｍ

    1,000            1,258   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              748.65         898,380   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ     1,026              305           312,930   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            106            14,755   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,935   

               計

      1,258,000   

               単価

        1,258   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



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）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－52号

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           18,120   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           18,112            18,112   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－51号

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   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         20,790   

               単価

       20,790   円／人日

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         18,120   

               単価

       18,120   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－54号

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

式

        1           51,270   

技術員  

人         1.75        29,295            51,266   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－53号

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 0円 0円 0円                  

                                                

台

        1           78,000   

貨物自動車運送料金 距離制運賃

台         1           78,000            78,000   

               計

         78,000   

               単価

       78,000   円／台

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         51,270   

               単価

       51,270   円／式

              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

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－2号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            3,684   

殻運搬（路面切削） 有り 22.0km以下 全ての費用                      

                                                

                                                 ｍ３         1            3,684             3,684   

CB430020

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－1号

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無

m2

        1              661   

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用       

                                                

                                                 ｍ２         1              661               661   

CB430010

               計

            661   

               単価

          661   円／m2

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

          3,684   

               単価

        3,684   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

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－4号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超

m2

        1            1,688   

中間層（車道・路肩部） 3.0m超 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            1,688             1,688   

CB410250

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

WB020051

単－  16号

               計

          2,350   

               単価

        2,350   円／m3

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

          1,688   

               単価

        1,688   円／m2

              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

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－6号

排水性舗装・表層（車道・路肩部） ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上

m2

        1            1,886   

排水性舗装・表層（車道・路肩部） 2.4m以上 50mm 無し                              

各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)                  

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            1,886             1,886   

CB410510

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－5号

中間層(車道･路肩部)(路肩排水部) ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満

m2

        1            5,947   

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(2.00以上2.10t/m3未満)                 

ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用                          ｍ２         1            3,283             3,283   

CB410250

導水ﾊﾟｲﾌﾟ φ20

ｍ         3.33           800             2,664   

               計

          5,947   

               単価

        5,947   円／m2

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

          1,886   

               単価

        1,886   円／m2

              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

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－8号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 黄色

m

        1              591.3 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 ｍ         1              591.3             591.3 

WB821210

単－  18号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－7号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              462.9 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 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              462.9             462.9 

WB821210

単－  17号

               計

            462.9 

               単価

          462.9 円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

            591.3 

               単価

          591.3 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－10号

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

m

        1            1,148   

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 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1            1,148             1,148   

WB821210

単－  20号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－9号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              497   

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 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              497               497   

WB821210

単－  19号

               計

            497   

               単価

          497   円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

          1,148   

               単価

        1,148   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 42 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－12号

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

性舗装有 黄色 m

        1            1,258   

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              ｍ         1            1,258             1,258   

WB821210

単－  22号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－11号

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

性舗装有 白色 m

        1            1,104   

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

15cm換算 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               ｍ         1            1,104             1,104   

WB821210

単－  21号

               計

          1,104   

               単価

        1,104   円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

          1,258   

               単価

        1,258   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 43 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－14号

交通誘導警備員

人日

       42           18,890   

交通誘導警備員Ａ

人日        12           20,790           249,480   

WB010211

単－  23号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－13号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              748.7 

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

                                                

                                                ｍ         1              748.7             748.7 

CB430510

               計

            748.7 

               単価

          748.7 円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

交通誘導警備員Ｂ

人日        30           18,120           543,600   

WB010212

単－  24号

               計

        793,080   

               単価

       18,890   円／人日

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－15号

建設機械運搬費

台

        2           82,120   

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 0円 0円 0円                  

                                                台         2           78,000           156,000   

WB010010

単－  25号

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機

供用日         0.08       103,000             8,240   

               計

        164,240   

               単価

       82,120   円／台

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－16号

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,350   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

 ｍ３       100            2,350           235,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

        235,000   

               単価

        2,350   円／ｍ３

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－17号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 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              462.9 

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              299.25         299,250   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              162           138,510   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        46              106             4,876   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,764   

               計

        462,900   

               単価

          462.9 円／ｍ

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－18号

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用

ｍ

    1,000              591.3 

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              299.25         299,250   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ       855              305           260,775   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        46              106             4,876   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             13,899   

               計

        591,300   

               単価

          591.3 円／ｍ

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－19号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 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              497   

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              332.85         332,850   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              162           138,510   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        51              106             5,406   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,734   

               計

        497,000   

               単価

          497   円／ｍ

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－20号

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 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,148   

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              663.6         663,600   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     2,550              162           413,100   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ       103              106            10,918   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             22,882   

               計

      1,148,000   

               単価

        1,148   円／ｍ

              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（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－21号

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

15cm換算 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               

ｍ

    1,000            1,104   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              748.65         898,380   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,026              162           166,212   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            106            14,755   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,653   

               計

      1,104,000   

               単価

        1,104   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（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－22号

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              

ｍ

    1,000            1,258   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              748.65         898,380   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ     1,026              305           312,930   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            106            14,755   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,935   

               計

      1,258,000   

               単価

        1,258   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－24号

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           18,120   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           18,112            18,112   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－23号

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   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         20,790   

               単価

       20,790   円／人日

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         18,120   

               単価

       18,120   円／人日

              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（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－25号

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 0円 0円 0円                  

                                                

台

        1           78,000   

貨物自動車運送料金 距離制運賃

台         1           78,000            78,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

         78,000   

               単価

       78,000   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 54 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－2号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            1,170   

殻運搬（路面切削） 有り 4.5km以下 全ての費用                       

                                                

                                                 ｍ３         1            1,170             1,170   

CB430020

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－1号

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無

m2

        1              661   

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用       

                                                

                                                 ｍ２         1              661               661   

CB430010

               計

            661   

               単価

          661   円／m2

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

          1,170   

               単価

        1,170   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－4号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超

m2

        1            1,688   

中間層（車道・路肩部） 3.0m超 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            1,688             1,688   

CB410250

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            4,700   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            4,700             4,700   

WB020051

単－  17号

               計

          4,700   

               単価

        4,700   円／m3

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

          1,688   

               単価

        1,688   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－6号

排水性舗装・表層（車道・路肩部） ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上

m2

        1            1,886   

排水性舗装・表層（車道・路肩部） 2.4m以上 50mm 無し                              

各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)                  

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            1,886             1,886   

CB410510

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－5号

中間層(車道･路肩部)(路肩排水部) ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満

m2

        1            5,947   

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(2.00以上2.10t/m3未満)                 

ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用                          ｍ２         1            3,283             3,283   

CB410250

導水ﾊﾟｲﾌﾟ φ20

ｍ         3.33           800             2,664   

               計

          5,947   

               単価

        5,947   円／m2

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

          1,886   

               単価

        1,886   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－8号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 黄色

m

        1              591.3 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 ｍ         1              591.3             591.3 

WB821210

単－  19号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－7号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              462.9 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 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              462.9             462.9 

WB821210

単－  18号

               計

            462.9 

               単価

          462.9 円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

            591.3 

               単価

          591.3 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－10号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1            1,080   

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 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            1,080             1,080   

WB821210

単－  21号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－9号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              497   

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 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              497               497   

WB821210

単－  20号

               計

            497   

               単価

          497   円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

          1,080   

               単価

        1,080   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 59 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－12号

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

m

        1              894.6 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 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               ｍ         1              894.6             894.6 

WB821210

単－  23号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－11号

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

m

        1              517.3 

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

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               ｍ         1              517.3             517.3 

WB821210

単－  22号

               計

            517.3 

               単価

          517.3 円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

            894.6 

               単価

          894.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 60 -



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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－14号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              748.7 

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

                                                

                                                ｍ         1              748.7             748.7 

CB430510

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－13号

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

性舗装有 白色 m

        1            1,104   

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

15cm換算 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               ｍ         1            1,104             1,104   

WB821210

単－  24号

               計

          1,104   

               単価

        1,104   円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

            748.7 

               単価

          748.7 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

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－16号

建設機械運搬費

台

        2           84,180   

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 0円 0円 0円                  

                                                台         2           78,000           156,000   

WB010010

単－  27号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－15号

交通誘導警備員

人日

      112           18,890   

交通誘導警備員Ａ

人日        32           20,790           665,280   

WB010211

単－  25号

交通誘導警備員Ｂ

人日        80           18,120         1,449,600   

WB010212

単－  26号

               計

      2,114,880   

               単価

       18,890   円／人日

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機

供用日         0.12       103,000            12,360   

               計

        168,360   

               単価

       84,180   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 62 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－17号

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            4,700   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

 ｍ３       100            4,700           470,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

        470,000   

               単価

        4,700   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－18号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 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              462.9 

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              299.25         299,250   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              162           138,510   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        46              106             4,876   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,764   

               計

        462,900   

               単価

          462.9 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 64 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－19号

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用

ｍ

    1,000              591.3 

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              299.25         299,250   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ       855              305           260,775   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        46              106             4,876   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             13,899   

               計

        591,300   

               単価

          591.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 65 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－20号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 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              497   

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              332.85         332,850   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              162           138,510   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        51              106             5,406   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,734   

               計

        497,000   

               単価

          497   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 66 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－21号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 45cm 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            1,080   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              597.45         597,450   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     2,550              162           413,100   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        93              106             9,858   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             22,092   

               計

      1,080,000   

               単価

        1,080   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－22号

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

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               

ｍ

    1,000              517.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              352.8         352,800   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              162           138,510   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        54              106             5,724   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,766   

               計

        517,300   

               単価

          517.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 68 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－23号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 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               

ｍ

    1,000              894.6 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              570.15         570,150   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,695              162           274,590   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        89              106             9,434   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             15,426   

               計

        894,600   

               単価

          894.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 69 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－24号

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

15cm換算 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               

ｍ

    1,000            1,104   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              748.65         898,380   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,026              162           166,212   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            106            14,755   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,653   

               計

      1,104,000   

               単価

        1,104   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 70 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－26号

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           18,120   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           18,112            18,112   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－25号

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   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         20,790   

               単価

       20,790   円／人日

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         18,120   

               単価

       18,120   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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－27号

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 0円 0円 0円                  

                                                

台

        1           78,000   

貨物自動車運送料金 距離制運賃

台         1           78,000            78,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

         78,000   

               単価

       78,000   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 72 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－2号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            5,614   

殻運搬（路面切削） 有り 46.0km以下 全ての費用                      

                                                

                                                 ｍ３         1            5,614             5,614   

CB430020

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－1号

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cmを超え12cm以下 二層 各種 各種

m2

        1            3,870   

切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm                

各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3                     

ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ                                    ｍ２         1            3,870             3,870   

WB430210

単－  16号

               計

          3,870   

               単価

        3,870   円／m2

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

          5,614   

               単価

        5,614   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 73 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－4号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              399.9 

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              399.9             399.9 

WB821210

単－  18号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            1,175   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            1,175             1,175   

WB020051

単－  17号

               計

          1,175   

               単価

        1,175   円／m3

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

            399.9 

               単価

          399.9 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 74 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－6号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              854.4 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 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 全ての費用                     ｍ         1              854.4             854.4 

WB821210

単－  20号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－5号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色

m

        1              485.5 

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%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 ｍ         1              485.5             485.5 

WB821210

単－  19号

               計

            485.5 

               単価

          485.5 円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

            854.4 

               単価

          854.4 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 75 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－8号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              744.3 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 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              744.3             744.3 

WB821210

単－  22号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－7号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              432.5 

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              432.5             432.5 

WB821210

単－  21号

               計

            432.5 

               単価

          432.5 円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

            744.3 

               単価

          744.3 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 76 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－10号

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

m

        1              770.8 

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

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              770.8             770.8 

WB821210

単－  24号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－9号

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

m

        1              451.8 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 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               ｍ         1              451.8             451.8 

WB821210

単－  23号

               計

            451.8 

               単価

          451.8 円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

            770.8 

               単価

          770.8 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 77 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－12号

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

性舗装無 黄色 m

        1            1,105   

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し             

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              ｍ         1            1,105             1,105   

WB821210

単－  26号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－11号

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

性舗装無 白色 m

        1            1,002   

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

15cm換算 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            1,002             1,002   

WB821210

単－  25号

               計

          1,002   

               単価

        1,002   円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

          1,105   

               単価

        1,105   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 78 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－14号

交通誘導警備員

人日

       56           18,890   

交通誘導警備員Ａ

人日        16           20,790           332,640   

WB010211

単－  27号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－13号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              748.7 

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

                                                

                                                ｍ         1              748.7             748.7 

CB430510

               計

            748.7 

               単価

          748.7 円／m

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

交通誘導警備員Ｂ

人日        40           18,120           724,800   

WB010212

単－  28号

               計

      1,057,440   

               単価

       18,890   円／人日

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－15号

建設機械運搬費

台

        2           86,240   

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 0円 0円 0円                  

                                                台         2           78,000           156,000   

WB010010

単－  29号

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機

供用日         0.16       103,000            16,480   

               計

        172,480   

               単価

       86,240   円／台

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－16号

切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm                

各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3                     

ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ                                   

 ｍ２

      100            3,870   

土木一般世話役  

人         0.159        42,194             6,708   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

特殊作業員  

人         0.476        38,603            18,375   

普通作業員  

人         0.794        34,114            27,086   

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(夜間) 再生密粒度AS混合物(20)

ｔ        12.573         9,300           116,928   

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(夜間) 再生粗粒度AS混合物(20)

ｔ        12.573         9,000           113,157   

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       209,600            33,326   

WK430050

単－  30号

路面清掃車運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159        59,980             9,536   

WK430060

単－  31号

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       114,000            18,126   

WK430070

単－  32号

ロードローラ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159        56,640             9,005   

WK430080

単－  33号

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－16号

切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm                

各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3                     

ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ                                   

 ｍ２

      100            3,870   

タイヤローラ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159        47,180             7,501   

WK430090

単－  34号

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

諸雑費（率＋まるめ）

        15%

式         1             19,426   

               計

        387,000   

               単価

        3,870   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 82 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－17号

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            1,175   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

 ｍ３       100            1,175           117,500   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

        117,500   

               単価

        1,175   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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－18号

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              399.9 

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              285           285,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

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              106             4,664   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,396   

               計

        399,900   

               単価

          399.9 円／ｍ

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－19号

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%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用

ｍ

    1,000              485.5 

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              285           285,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ       570              305           173,850   

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              106             4,664   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,486   

               計

        485,500   

               単価

          485.5 円／ｍ

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－20号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 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 全ての費用                     

ｍ

    1,000              854.4 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              517           517,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              162           275,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        80              106             8,480   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,020   

               計

        854,400   

               単価

          854.4 円／ｍ

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－21号

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              432.5 

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              317           317,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

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              106             5,194   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,466   

               計

        432,500   

               単価

          432.5 円／ｍ

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－22号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 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              744.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              517           517,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,130              162           183,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        80              106             8,480   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,760   

               計

        744,300   

               単価

          744.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 88 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－23号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 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               

ｍ

    1,000              451.8 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              336           336,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        52              106             5,512   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,448   

               計

        451,800   

               単価

          451.8 円／ｍ

              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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－24号

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

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              770.8 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              543           543,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,130              162           183,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        84              106             8,904   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,836   

               計

        770,800   

               単価

          770.8 円／ｍ

              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（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－25号

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

15cm換算 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            1,002   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              713           855,600   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       684              162           110,808   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       132              106            13,992   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              6,600   

               計

      1,002,000   

               単価

        1,002   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 91 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－26号

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し             

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              

ｍ

    1,000            1,105   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              713           855,600   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ       684              305           208,620   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       132              106            13,992   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             11,788   

               計

      1,105,000   

               単価

        1,105   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 92 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－28号

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           18,120   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           18,112            18,112   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－27号

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   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         20,790   

               単価

       20,790   円／人日

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         18,120   

               単価

       18,120   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 93 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－29号

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 0円 0円 0円                  

                                                

台

        1           78,000   

貨物自動車運送料金 距離制運賃

台         1           78,000            78,000   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

               計

         78,000   

               単価

       78,000   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 94 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－30号

路面切削機運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1          209,600   

運転手（特殊）  

人         0.95        38,244            36,331   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

軽油  １．２号

Ｌ       144              106            15,264   

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                  5   

               計

        209,600   

               単価

      209,600   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 95 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－31号

路面清掃車運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1           59,980   

運転手（一般）  

人         0.74        32,139            23,782   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

軽油  １．２号

Ｌ        32              106             3,392   

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                  6   

               計

         59,980   

               単価

       59,980   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 96 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－32号

アスファルトフィニッシャ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1          114,000   

運転手（特殊）  

人         1           38,244            38,244   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

軽油  １．２号

Ｌ        42              106             4,452   

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                 56   

               計

        114,000   

               単価

      114,000   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 97 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－33号

ロードローラ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1           56,640   

運転手（特殊）  

人         1           38,244            38,244   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

軽油  １．２号

Ｌ        17              106             1,802   

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                  2   

               計

         56,640   

               単価

       56,640   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 98 -



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） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-71

単－34号

タイヤローラ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1           47,180   

運転手（特殊）  

人         1           38,244            38,244   

[（自）大阪府寝屋川市新家２丁目地先　（至）大阪府]

軽油  １．２号

Ｌ        25              106             2,650   

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                  7   

               計

         47,180   

               単価

       47,180   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 99 -
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