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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

姫路管内区画線設置工事

鏡

兵庫県姫路市大塩町宮前７（姫路維持出張所管内）

　１）　発注年月　　　　　令和 2年 9月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　姫路河川国道事務所　道路管理第二課      　　　　　

　３）　工事番号　　　　　5162010010　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　道路維持工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  126日間 　　　　自　　　令和 2年10月13日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年 2月15日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　兵庫県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　姫路市（旧宍粟郡安富町除く）　他　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道２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 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年 7月28日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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

単価

設計内訳書

姫路管内区画線設置工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

式         1          9,600,020

　区画線工

　

式         1          6,073,400

　　区画線工

　　

式         1          1,150,635

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装無 m       500              304.7         152,350

単-1号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装有 m       500              362.9         181,450

単-2号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 20cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装無 m       200              357.7          71,540

単-3号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 20cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装有 m       200              432.8          86,560

単-4号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 30cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装無 m        50              529            26,450

単-5号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 45cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装無 m        50              681.1          34,055

単-6号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装無 m        50              326.3          16,315

単-7号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装有 m        50              385.5          19,275

単-8号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 30cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装無 m        50              571            28,550

単-9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

姫路管内区画線設置工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 30cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装有 m        50              684.7          34,235

単-10号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 45cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装無 m        50              715.9          35,795

単-11号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15c

m 白 厚1.5mm 排水性

舗装無 m        50              339.6          16,980

単-12号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 20c

m 白 厚1.5mm 排水性

舗装無 m        50              397.7          19,885

単-13号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30c

m 白 厚1.5mm 排水性

舗装無 m        50              588.4          29,420

単-14号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30c

m 白 厚1.5mm 排水性

舗装有 m        50              703.1          35,155

単-15号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 白 厚1.5mm 排水性

舗装無 m        50              759            37,950

単-16号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 白 厚1.5mm 排水性

舗装有 m        50              925.1          46,255

単-17号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 白 厚

1.5mm 排水性舗装無 m        50              716.2          35,810

単-18号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 白 厚

1.5mm 排水性舗装有 m        50              803.6          40,180

単-19号

　　　高視認性区画線

　　　

ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 2

0cm 白

m       200              984.7         196,940

単-20号

　　　区画線消去

　　　

削取り式

m        10              548.5           5,485

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

単価

設計内訳書

姫路管内区画線設置工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　区画線工(夜間)

　　

式         1          4,922,765

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装無 m     2,000              391.7         783,400

単-22号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装有 m     2,000              454.3         908,600

単-23号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 20cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装無 m     1,500              450.7         676,050

単-24号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 20cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装有 m     1,500              530.5         795,750

単-25号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 30cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装無 m       100              668            66,800

単-26号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 45cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装無 m       100              839.1          83,910

単-27号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装無 m       100              422.3          42,230

単-28号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装有 m       100              486.3          48,630

単-29号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 30cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装無 m       100              729            72,900

単-30号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 30cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装有 m       100              850.6          85,060

単-31号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 45cm

 白 厚1.5mm 排水性舗

装無 m       100              889.9          88,990

単-32号

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



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

姫路管内区画線設置工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15c

m 白 厚1.5mm 排水性

舗装無 m       100              441.6          44,160

単-33号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 20c

m 白 厚1.5mm 排水性

舗装無 m       100              509.7          50,970

単-34号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30c

m 白 厚1.5mm 排水性

舗装無 m       100              754.4          75,440

単-35号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30c

m 白 厚1.5mm 排水性

舗装有 m       100              877.4          87,740

単-36号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 白 厚1.5mm 排水性

舗装無 m       100              952            95,200

単-37号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 白 厚1.5mm 排水性

舗装有 m       100            1,127           112,700

単-38号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 白 厚

1.5mm 排水性舗装無 m       100              976.6          97,660

単-39号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 白 厚

1.5mm 排水性舗装有 m       100            1,077           107,700

単-40号

　　　高視認性区画線

　　　

ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 2

0cm 白

m       500            1,117           558,500

単-41号

　　　区画線消去

　　　

削取り式

m        50              807.5          40,375

単-42号

　仮設工

　

式         1          3,526,620

　　交通管理工

　　

式         1            724,520
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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

姫路管内区画線設置工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員A

人日        12           14,280           171,360

単-43号

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員B

人日        10           11,870           118,700

単-44号

　　　標識車

　　　

2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発

動発電機

日         6           12,930            77,580

単-45号

　　　後尾警戒車

　　　

2tﾄﾗｯｸ 一般運転手 電

光標識板 発動発電機

日         8           44,610           356,880

単-46号

　　交通管理工（夜間）

　　

式         1          2,802,100

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員A

人日        28           21,420           599,760

単-47号

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員B

人日        28           17,800           498,400

単-48号

　　　標識車

　　　

2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発

動発電機

日         7           10,600            74,200

単-49号

　　　標識車

　　　

2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発

動発電機

日         7           12,000            84,000

単-50号

　　　後尾警戒車

　　　

2tﾄﾗｯｸ 一般運転手 電

光標識板 発動発電機

日        14           51,580           722,120

単-51号

　　　後尾警戒車

　　　

2tﾄﾗｯｸ 一般運転手 電

光標識板 発動発電機

日        14           58,830           823,620

単-52号

直接工事費

式         1          9,600,020
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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

姫路管内区画線設置工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

共通仮設費

式         1          1,855,850

　共通仮設費

　

式         1            226,850

　　技術管理費

　　

式         1            226,850

　　　施工調査費

　　　

式         1            226,850

内-1号

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          1,629,000

純工事費

式         1         11,455,870

　現場管理費

　

式         1          6,588,000

工事原価

式         1         18,043,870

　一般管理費等

　

式         1          3,546,130

工事価格

式         1         21,590,000

消費税相当額

式         1          2,159,000

工事費計

式         1         23,749,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
施工調査費 2020.09

第  1号内訳書 2020.09

1.000-00-00-2-0

事前調査 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転8.0時間 一般運転手 普通作業員

日         5           45,370           226,850   

        合  計

        226,850   

              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

1.000-00-00-2-0

単－2号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              362.9 

区画線設置 無し 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              362.9             362.9 

WB821210

単－  54号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－1号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              304.7 

区画線設置 無し 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              304.7             304.7 

WB821210

単－  53号

               計

            304.7 

               単価

          304.7 円／m

               計

            362.9 

               単価

          362.9 円／m

              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

1.000-00-00-2-0

単－4号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 白 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              432.8 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 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              432.8             432.8 

WB821210

単－  56号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－3号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              357.7 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 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              357.7             357.7 

WB821210

単－  55号

               計

            357.7 

               単価

          357.7 円／m

               計

            432.8 

               単価

          432.8 円／m

              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

1.000-00-00-2-0

単－6号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 45cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              681.1 

区画線設置 無し 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              681.1             681.1 

WB821210

単－  58号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－5号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              529   

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 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              529               529   

WB821210

単－  57号

               計

            529   

               単価

          529   円／m

               計

            681.1 

               単価

          681.1 円／m

              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

1.000-00-00-2-0

単－8号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              385.5 

区画線設置 無し 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              385.5             385.5 

WB821210

単－  60号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－7号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              326.3 

区画線設置 無し 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              326.3             326.3 

WB821210

単－  59号

               計

            326.3 

               単価

          326.3 円／m

               計

            385.5 

               単価

          385.5 円／m

              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

1.000-00-00-2-0

単－10号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              684.7 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              684.7             684.7 

WB821210

単－  62号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－9号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              571   

区画線設置 無し 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              571               571   

WB821210

単－  61号

               計

            571   

               単価

          571   円／m

               計

            684.7 

               単価

          684.7 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

1.000-00-00-2-0

単－12号

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

m

        1              339.6 

区画線設置 無し 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              339.6             339.6 

WB821210

単－  64号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－11号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 45cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              715.9 

区画線設置 無し 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              715.9             715.9 

WB821210

単－  63号

               計

            715.9 

               単価

          715.9 円／m

               計

            339.6 

               単価

          339.6 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

1.000-00-00-2-0

単－14号

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

m

        1              588.4 

区画線設置 無し 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              588.4             588.4 

WB821210

単－  66号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－13号

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

m

        1              397.7 

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

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              397.7             397.7 

WB821210

単－  65号

               計

            397.7 

               単価

          397.7 円／m

               計

            588.4 

               単価

          588.4 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

1.000-00-00-2-0

単－16号

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

m

        1              759   

区画線設置 無し 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              759               759   

WB821210

単－  68号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－15号

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

m

        1              703.1 

区画線設置 無し 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              703.1             703.1 

WB821210

単－  67号

               計

            703.1 

               単価

          703.1 円／m

               計

            759   

               単価

          759   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

1.000-00-00-2-0

単－18号

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

水性舗装無 m

        1              716.2 

区画線設置 無し 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              716.2             716.2 

WB821210

単－  70号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－17号

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

m

        1              925.1 

区画線設置 無し 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              925.1             925.1 

WB821210

単－  69号

               計

            925.1 

               単価

          925.1 円／m

               計

            716.2 

               単価

          716.2 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

1.000-00-00-2-0

単－20号

高視認性区画線 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 20cm 白

m

        1              984.7 

高視認性区画線設置 無し リブ式 無し 実線 20cm 著しく有り           

無し 1335kg/1000m JIS R                         

3301 1号のみ 78kg/1000m                         ｍ         1              984.7             984.7 

WB821310

単－  72号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－19号

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

水性舗装有 m

        1              803.6 

区画線設置 無し 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              803.6             803.6 

WB821210

単－  71号

               計

            803.6 

               単価

          803.6 円／m

               計

            984.7 

               単価

          984.7 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

1.000-00-00-2-0

単－22号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              391.7 

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              391.7             391.7 

WB821210

単－  74号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－21号

区画線消去 削取り式

m

        1              548.5 

区画線消去 無し 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用        

                                                

                                                ｍ         1              548.5             548.5 

WB821220

単－  73号

               計

            548.5 

               単価

          548.5 円／m

               計

            391.7 

               単価

          391.7 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

1.000-00-00-2-0

単－24号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              450.7 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 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              450.7             450.7 

WB821210

単－  76号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－23号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              454.3 

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% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              454.3             454.3 

WB821210

単－  75号

               計

            454.3 

               単価

          454.3 円／m

               計

            450.7 

               単価

          450.7 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

1.000-00-00-2-0

単－26号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              668   

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 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              668               668   

WB821210

単－  78号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－25号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 白 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              530.5 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 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              530.5             530.5 

WB821210

単－  77号

               計

            530.5 

               単価

          530.5 円／m

               計

            668   

               単価

          668   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

1.000-00-00-2-0

単－28号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              422.3 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              422.3             422.3 

WB821210

単－  80号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－27号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 45cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              839.1 

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              839.1             839.1 

WB821210

単－  79号

               計

            839.1 

               単価

          839.1 円／m

               計

            422.3 

               単価

          422.3 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

1.000-00-00-2-0

単－30号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              729   

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              729               729   

WB821210

単－  82号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－29号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              486.3 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              486.3             486.3 

WB821210

単－  81号

               計

            486.3 

               単価

          486.3 円／m

               計

            729   

               単価

          729   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－32号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 45cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              889.9 

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              889.9             889.9 

WB821210

単－  84号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－31号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 白 厚1.5mm 排水性舗装有

m

        1              850.6 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              850.6             850.6 

WB821210

単－  83号

               計

            850.6 

               単価

          850.6 円／m

               計

            889.9 

               単価

          889.9 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－34号

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

m

        1              509.7 

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

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              509.7             509.7 

WB821210

単－  86号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－33号

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

m

        1              441.6 

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              441.6             441.6 

WB821210

単－  85号

               計

            441.6 

               単価

          441.6 円／m

               計

            509.7 

               単価

          509.7 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－36号

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

m

        1              877.4 

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              877.4             877.4 

WB821210

単－  88号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－35号

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

m

        1              754.4 

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              754.4             754.4 

WB821210

単－  87号

               計

            754.4 

               単価

          754.4 円／m

               計

            877.4 

               単価

          877.4 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－38号

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

m

        1            1,127   

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            1,127             1,127   

WB821210

単－  90号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－37号

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

m

        1              952   

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              952               952   

WB821210

単－  89号

               計

            952   

               単価

          952   円／m

               計

          1,127   

               単価

        1,127   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－40号

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

水性舗装有 m

        1            1,077   

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            1,077             1,077   

WB821210

単－  92号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－39号

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

水性舗装無 m

        1              976.6 

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              976.6             976.6 

WB821210

単－  91号

               計

            976.6 

               単価

          976.6 円／m

               計

          1,077   

               単価

        1,077   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－42号

区画線消去 削取り式

m

        1              807.5 

区画線消去 有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用        

                                                

                                                ｍ         1              807.5             807.5 

WB821220

単－  94号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－41号

高視認性区画線 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 20cm 白

m

        1            1,117   

高視認性区画線設置 有り リブ式 無し 実線 20cm 著しく有り           

無し 1335kg/1000m JIS R                         

3301 1号のみ 78kg/1000m                         ｍ         1            1,117             1,117   

WB821310

単－  93号

               計

          1,117   

               単価

        1,117   円／m

               計

            807.5 

               単価

          807.5 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－44号

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

人日

        1           11,870   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           11,870            11,870   

WB010212

単－  96号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－43号

交通誘導警備員 交通誘導警備員A

人日

        1           14,280   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           14,280            14,280   

WB010211

単－  95号

               計

         14,280   

               単価

       14,280   円／人日

               計

         11,870   

               単価

       11,870   円／人日

              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

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－45号

標識車 2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発動発電機

日

        6           12,930   

標識車 2tﾄﾗｯｸ 運転時間 8時間

日         6           11,680            70,080   

WYB00013

単－  97号

電光表示板 1,400×1,800mm 基本料

台         1            5,600             5,600   

電光表示板 1,400×1,800 賃料

台・日         6              312             1,872   

               計

         77,552   

               単価

       12,930   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－46号

後尾警戒車 2tﾄﾗｯｸ 一般運転手 電光標識板 発動発電機

日

        8           44,610   

後尾警戒車 2tﾄﾗｯｸ 運転時間8時間 一般運転手

日         8           42,890           343,120   

WYB00008

単－  98号

電光表示板 1,400×1,800mm 基本料

台         2            5,600            11,200   

電光表示板 1,400×1,800 賃料

台・日         8              312             2,496   

               計

        356,816   

               単価

       44,610   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－48号

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

人日

        1           17,800   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           17,800            17,800   

WB010212

単－ 100号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－47号

交通誘導警備員 交通誘導警備員A

人日

        1           21,420   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           21,420            21,420   

WB010211

単－  99号

               計

         21,420   

               単価

       21,420   円／人日

               計

         17,800   

               単価

       17,800   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－50号

標識車 2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発動発電機

日

        1           12,000   

標識車 2tﾄﾗｯｸ 運転時間 8時間

日         1           11,680            11,680   

WYB00009

単－ 102号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－49号

標識車 2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発動発電機

日

        1           10,600   

標識車 2tﾄﾗｯｸ 運転時間 7時間

日         1           10,280            10,280   

WYB00019

単－ 101号

電光表示板 1,400×1,800 賃料

台・日         1              312               312   

               計

         10,592   

               単価

       10,600   円／日

電光表示板 1,400×1,800 賃料

台・日         1              312               312   

               計

         11,992   

               単価

       12,000   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－52号

後尾警戒車 2tﾄﾗｯｸ 一般運転手 電光標識板 発動発電機

日

        1           58,830   

後尾警戒車 2tﾄﾗｯｸ 運転時間8時間 一般運転手 

日         1           58,510            58,510   

WYB00006

単－ 104号

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－51号

後尾警戒車 2tﾄﾗｯｸ 一般運転手 電光標識板 発動発電機

日

        1           51,580   

後尾警戒車　 2tﾄﾗｯｸ 運転時間7時間 一般運転手  

日         1           51,260            51,260   

WYB00003

単－ 103号

電光表示板 1,400×1,800 賃料

台・日         1              312               312   

               計

         51,572   

               単価

       51,580   円／日

電光表示板 1,400×1,800 賃料

台・日         1              312               312   

               計

         58,822   

               単価

       58,830   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－53号

区画線設置 無し 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              304.7 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              190           190,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        44              102             4,488   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,372   

               計

        304,700   

               単価

          304.7 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

1.000-00-00-2-0

単－54号

区画線設置 無し 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              362.9 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              199.5         199,500   

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              102             4,692   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,698   

               計

        362,900   

               単価

          362.9 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

1.000-00-00-2-0

単－55号

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 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              357.7 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              206           206,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       760              162           123,120   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        48              102             4,896   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,184   

               計

        357,700   

               単価

          357.7 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

1.000-00-00-2-0

単－56号

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 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              432.8 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              216.3         216,300   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,140              162           184,680   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        50              102             5,100   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,220   

               計

        432,800   

               単価

          432.8 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

1.000-00-00-2-0

単－57号

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 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              529   

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              303           303,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,130              162           183,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        71              102             7,242   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,698   

               計

        529,000   

               単価

          529   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

1.000-00-00-2-0

単－58号

区画線設置 無し 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              681.1 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              344           344,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              162           275,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        80              102             8,160   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,040   

               計

        681,100   

               単価

          681.1 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

1.000-00-00-2-0

単－59号

区画線設置 無し 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              326.3 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              211           211,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        49              102             4,998   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,462   

               計

        326,300   

               単価

          326.3 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

1.000-00-00-2-0

単－60号

区画線設置 無し 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              385.5 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              221.55         221,550   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       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              102             5,202   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,738   

               計

        385,500   

               単価

          385.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－61号

区画線設置 無し 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              571   

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              344           344,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,130              162           183,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        80              102             8,160   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,780   

               計

        571,000   

               単価

          571   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－62号

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              684.7 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              361.2         361,200   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,695              162           274,590   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        84              102             8,568   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             15,342   

               計

        684,700   

               単価

          684.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 37 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－63号

区画線設置 無し 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              715.9 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              378           378,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              162           275,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        88              102             8,976   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,024   

               計

        715,900   

               単価

          715.9 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－64号

区画線設置 無し 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              339.6 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              224           224,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        52              102             5,304   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,456   

               計

        339,600   

               単価

          339.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－65号

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

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              397.7 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              245           245,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       760              162           123,120   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        57              102             5,814   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,266   

               計

        397,700   

               単価

          397.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－66号

区画線設置 無し 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              588.4 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              361           361,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,130              162           183,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        84              102             8,568   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,772   

               計

        588,400   

               単価

          588.4 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－67号

区画線設置 無し 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              703.1 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              379.05         379,050   

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              102             9,078   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             15,382   

               計

        703,100   

               単価

          703.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 42 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－68号

区画線設置 無し 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              759   

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              420           420,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              162           275,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        98              102             9,996   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,104   

               計

        759,000   

               単価

          759   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 43 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－69号

区画線設置 無し 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              925.1 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              441           441,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     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              102            10,506   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             22,994   

               計

        925,100   

               単価

          925.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－70号

区画線設置 無し 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              716.2 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              475           570,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       684              162           110,808   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       132              102            13,464   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              6,928   

               計

        716,200   

               単価

          716.2 円／ｍ

              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

1.000-00-00-2-0

単－71号

区画線設置 無し 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              803.6 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              498.75         598,500   

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            102            14,198   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,690   

               計

        803,600   

               単価

          803.6 円／ｍ

              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

1.000-00-00-2-0

単－72号

高視認性区画線設置 無し リブ式 無し 実線 20cm 著しく有り           

無し 1335kg/1000m JIS R                         

3301 1号のみ 78kg/1000m                         

ｍ

    1,000              984.7 

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              300           300,000   

塗料(ﾘﾌﾞ式) ﾊﾞｲﾌﾞﾗﾗｲﾝ 溶融型 白

ｋｇ     1,335              480           640,800   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        78              150            11,700   

プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        68              102             6,936   

ガソリン レギュラー

Ｌ         2.9            126               365   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1             13,349   

               計

        984,700   

               単価

          984.7 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

1.000-00-00-2-0

単－73号

区画線消去 無し 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用        

                                                

                                                

ｍ

    1,000              548.5 

区画線消去 昼間　豪雪無　削取り式　制約著しく受ける

ｍ     1,000              537           537,000   

軽油  １．２号

Ｌ        67              102             6,834   

ガソリン レギュラー

Ｌ        37              126             4,662   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

        548,500   

               単価

          548.5 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

1.000-00-00-2-0

単－74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              391.7 

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              277           277,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        44              102             4,488   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,372   

               計

        391,700   

               単価

          391.7 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

1.000-00-00-2-0

単－75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              454.3 

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              290.85         290,850   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       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              102             4,692   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,748   

               計

        454,300   

               単価

          454.3 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

1.000-00-00-2-0

単－76号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 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              450.7 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              299           299,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       760              162           123,120   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        48              102             4,896   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,184   

               計

        450,700   

               単価

          450.7 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

1.000-00-00-2-0

単－77号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 20cm 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              530.5 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              313.95         313,950   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,140              162           184,680   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        50              102             5,100   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,270   

               計

        530,500   

               単価

          530.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－78号

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 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              668   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              442           442,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,130              162           183,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        71              102             7,242   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,698   

               計

        668,000   

               単価

          668   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－79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              839.1 

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              502           502,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              162           275,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        80              102             8,160   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,040   

               計

        839,100   

               単価

          839.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 54 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－80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              422.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              307           307,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       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              102             4,998   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,462   

               計

        422,300   

               単価

          422.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



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

1.000-00-00-2-0

単－81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              486.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              322.35         322,350   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       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              102             5,202   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,738   

               計

        486,300   

               単価

          486.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



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

1.000-00-00-2-0

単－82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              729   

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              502           502,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,130              162           183,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        80              102             8,160   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,780   

               計

        729,000   

               単価

          729   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



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

1.000-00-00-2-0

単－83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 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              850.6 

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              527.1         527,100   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,695              162           274,590   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        84              102             8,568   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             15,342   

               計

        850,600   

               単価

          850.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－84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              889.9 

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              552           552,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              162           275,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        88              102             8,976   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,024   

               計

        889,900   

               単価

          889.9 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 59 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－85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              441.6 

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              326           326,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        52              102             5,304   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,456   

               計

        441,600   

               単価

          441.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 60 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－86号

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

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              509.7 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              357           357,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       760              162           123,120   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        33              150             4,950   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        57              102             5,814   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,266   

               計

        509,700   

               単価

          509.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 61 -



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

1.000-00-00-2-0

単－87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              754.4 

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              527           527,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,130              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              102             8,568   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,772   

               計

        754,400   

               単価

          754.4 円／ｍ

              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

1.000-00-00-2-0

単－88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              877.4 

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              553.35         553,350   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     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              102             9,078   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             15,382   

               計

        877,400   

               単価

          877.4 円／ｍ

              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

1.000-00-00-2-0

単－89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              952   

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              613           613,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              162           275,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        98              102             9,996   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,104   

               計

        952,000   

               単価

          952   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

1.000-00-00-2-0

単－90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            1,127   

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              643.65         643,650   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     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              102            10,506   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             22,244   

               計

      1,127,000   

               単価

        1,127   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

1.000-00-00-2-0

単－91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              976.6 

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              692           830,400   

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              102            13,464   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              6,928   

               計

        976,600   

               単価

          976.6 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

1.000-00-00-2-0

単－92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            1,077   

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              726.6         871,920   

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            102            14,198   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,670   

               計

      1,077,000   

               単価

        1,077   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

1.000-00-00-2-0

単－93号

高視認性区画線設置 有り リブ式 無し 実線 20cm 著しく有り           

無し 1335kg/1000m JIS R                         

3301 1号のみ 78kg/1000m                         

ｍ

    1,000            1,117   

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              433           433,000   

塗料(ﾘﾌﾞ式) ﾊﾞｲﾌﾞﾗﾗｲﾝ 溶融型 白

ｋｇ     1,335              480           640,800   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        78              150            11,700   

プライマー 区画線用

ｋｇ        33              350            11,550   

軽油  １．２号

Ｌ        68              102             6,936   

ガソリン レギュラー

Ｌ         2.9            126               365   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1             12,649   

               計

      1,117,000   

               単価

        1,117   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

1.000-00-00-2-0

単－94号

区画線消去 有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用        

                                                

                                                

ｍ

    1,000              807.5 

区画線消去 夜間　豪雪無　削取り式　制約著しく受ける

ｍ     1,000              796           796,000   

軽油  １．２号

Ｌ        67              102             6,834   

ガソリン レギュラー

Ｌ        37              126             4,662   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

        807,500   

               単価

          807.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 69 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－96号

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           11,870   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           11,865            11,865   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－95号

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           14,280   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           14,280            14,280   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         14,280   

               単価

       14,280   円／人日

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         11,870   

               単価

       11,870   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 70 -



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

1.000-00-00-2-0

単－97号

標識車 2tﾄﾗｯｸ 運転時間 8時間

日

        1           11,680   

トラック［普通型］ ２ｔ積

時間         8            1,249             9,992   

発動発電機運転 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　　 2KVA 1日                     

9.6L/日                                         

                                                日         1            1,682             1,682   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         11,680   

               単価

       11,680   円／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

1.000-00-00-2-0

単－98号

後尾警戒車 2tﾄﾗｯｸ 運転時間8時間 一般運転手

日

        1           42,890   

トラック［普通型］ ２ｔ積

時間         8            5,151            41,208   

発動発電機運転 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　　 2KVA 1日                     

9.6L/日                                         

                                                日         1            1,682             1,682   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         42,890   

               単価

       42,890   円／日

              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

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－100号

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           17,800   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           17,797            17,797   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－99号

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           21,420   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           21,420            21,420   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         21,420   

               単価

       21,420   円／人日

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         17,800   

               単価

       17,800   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 73 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－101号

標識車 2tﾄﾗｯｸ 運転時間 7時間

日

        1           10,280   

トラック［普通型］ ２ｔ積

時間         7            1,249             8,743   

発動発電機運転 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　　 2KVA 1日                     

8.4L/日                                         

                                                日         1            1,531             1,531   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         10,280   

               単価

       10,280   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 74 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－102号

標識車 2tﾄﾗｯｸ 運転時間 8時間

日

        1           11,680   

トラック［普通型］ ２ｔ積

時間         8            1,249             9,992   

発動発電機運転 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　　 2KVA 1日                     

9.6L/日                                         

                                                日         1            1,682             1,682   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         11,680   

               単価

       11,680   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 75 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－103号

後尾警戒車　 2tﾄﾗｯｸ 運転時間7時間 一般運転手  

日

        1           51,260   

トラック［普通型］ ２ｔ積

時間         7            7,103            49,721   

発動発電機運転 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　　 2KVA 1日                     

8.4L/日                                         

                                                日         1            1,531             1,531   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         51,260   

               単価

       51,260   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 76 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-50

単－104号

後尾警戒車 2tﾄﾗｯｸ 運転時間8時間 一般運転手 

日

        1           58,510   

トラック［普通型］ ２ｔ積

時間         8            7,103            56,824   

発動発電機運転 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　　 2KVA 1日                     

9.6L/日                                         

                                                日         1            1,682             1,682   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         58,510   

               単価

       58,510   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 77 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－105号

事前調査 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転8.0時間 一般運転手 普通作業員

日

        1           45,370   

普通作業員  

人         1           20,160            20,160   

運転手（一般）  

人         1           18,585            18,585   

ライトバン [二輪駆動] 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ

時間         8              828             6,624   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         45,370   

               単価

       45,370   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 78 -


