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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

嶺北地区橋梁補修他工事

鏡

（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　　　　　　　

（至）福井県越前市行松町地先

　１）　発注年月　　　　　令和 2年 9月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　福井河川国道事務所　道路管理課          　　　　　

　３）　工事番号　　　　　7060010030　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　  155日間 　　　　自　　　令和 2年 9月25日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年 2月26日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　福井県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　鯖江市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道８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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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 　　　　　　　      1,546,196 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年 7月17日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　令和 2年 9月 3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

嶺北地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

橋梁保全工事

（行松高架橋(上り)）

式         1          5,717,290

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

　橋梁付属物工

　

式         1             18,048

　　排水施設工

　　

式         1             16,280

　　　排水管取替

　　　

鋼管　呼び径200

m         1           16,280            16,280

単-1号

　　ﾎﾞﾙﾄ取替工

　　

式         1              1,768

　　　ﾎﾞﾙﾄ取替

　　　

S10T M22×55

本         1            1,768             1,768

単-2号

　橋梁補修工

　

式         1            564,565

　　ひび割れ補修工

　　

式         1            148,400

　　　低圧注入工法

　　　

25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物         1          148,400           148,400

単-3号

　　断面修復工

　　

式         1            411,514

　　　左官工法

　　　(A)

0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ

ﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防

錆処理有 構造物         1          208,300           208,300

単-4号

　　　左官工法

　　　(B)

0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ

ﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防

錆処理有 構造物         1          203,200           203,200

単-5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

嶺北地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　人力積込

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

m3         0.004         3,633                14

単-6号

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

　　表面保護工

　　

式         1              4,651

　　　下地処理

　　　

m2         0.4          3,850             1,540

単-7号

　　　表面保護

　　　

ｱﾙｺｷｼｼﾗﾝ系含浸材(2層

)

m2         0.4          7,779             3,111

単-8号

　現場塗装工

　

式         1             27,580

　　道路付属構造物塗装工

　　

式         1             27,580

　　　素地調整

　　　

3種ｹﾚﾝ

m2         4            1,823             7,292

単-9号

　　　下塗

　　　

ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗装･下

塗･淡彩 排水管 0.25k

g/m2 m2         4            1,760             7,040

単-10号

　　　中塗

　　　

長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･

中塗･淡彩 排水管 0.1

2kg/m2 m2         4            1,656             6,624

単-11号

　　　上塗

　　　

長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･

上塗･淡彩 排水管 0.1

1kg/m2 m2         4            1,656             6,624

単-12号

　構造物撤去工

　

式         1             23,497

　　運搬処理工

　　

式         1             23,497
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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

嶺北地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.004         3,296                13

単-13号

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.004         3,525                14

単-14号

　　　現場発生品運搬

　　　

排水管・ﾎﾞﾙﾄ

回         1           23,470            23,470

単-15号

　仮設工

　

式         1          5,083,600

　　橋梁足場工

　　

式         1          4,666,600

　　　足場

　　　

安全ネット必要

m2       680            4,719         3,208,920

単-16号

　　　足場

　　　

安全ネット必要

掛m2       380            3,836         1,457,680

単-17号

　　交通管理工

　　

式         1            417,000

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        30           13,900           417,000

単-18号

橋梁保全工事

（行松高架橋(下り)）

式         1         42,768,140

　舗装工

　

式         1         34,513,561

　　路面切削工

　　

式         1          4,641,891
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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

嶺北地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　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     5,470              510.3       2,791,341

単-19号

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       438              700           306,600

単-20号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       438            3,525         1,543,950

単-21号

　　ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　

式         1         29,871,670

　　　ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層

　　　

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟ

ﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄII型(20

)DS≧3000 舗装厚(平

均) 40mm 平均幅員3.0

 m超 m2     5,470            3,956        21,639,320

単-22号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟ

ﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄII型(20

)DS≧5000 舗装厚(平

均) 40mm 平均幅員3.0

 m超 m2     5,470            1,505         8,232,350

単-23号

　区画線工

　

式         1            854,549

　　区画線工

　　

式         1            854,549

　　　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       150              278.1          41,715

単-24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       750              296.6         222,450

単-25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

嶺北地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　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       130              699.7          90,961

単-26号

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

　　　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       450              635.6         286,020

単-27号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装無 黄色 m        44              738.3          32,485

単-28号

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

　　　

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 

15cm 加熱 白色

m     1,040              127.7         132,808

単-29号

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

　　　

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 

15cm 加熱 白色

m       340              141.5          48,110

単-30号

　橋梁付属物工

　

式         1             17,680

　　ﾎﾞﾙﾄ取替工

　　

式         1             17,680

　　　ﾎﾞﾙﾄ取替

　　　

S10T M22×55

本        10            1,768            17,680

単-31号

　橋梁補修工

　

式         1            737,038

　　ひび割れ補修工

　　

式         1            308,193

　　　充てん工法

　　　

20m未満 可とう製ｴﾎﾟｷ

ｼ樹脂系

構造物         1           81,990            81,990

単-32号

　　　人力積込

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

m3         0.001         3,633                 3

単-33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

嶺北地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　低圧注入工法

　　　

25m以上 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物         1          226,200           226,200

単-34号

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

　　断面修復工

　　

式         1            428,845

　　　左官工法

　　　(A)

0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ

ﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋

防錆処理有 構造物         1          214,000           214,000

単-35号

　　　左官工法

　　　(B)

0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ

ﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋

防錆処理有 構造物         1          214,700           214,700

単-36号

　　　人力積込

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

m3         0.04         3,633               145

単-37号

　現場塗装工

　

式         1             27,580

　　道路付属構造物塗装工

　　

式         1             27,580

　　　素地調整

　　　

3種ｹﾚﾝ

m2         4            1,823             7,292

単-38号

　　　下塗

　　　

ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗装･下

塗･淡彩 排水管 0.25k

g/m2 m2         4            1,760             7,040

単-39号

　　　中塗

　　　

長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･

中塗･淡彩 排水管 0.1

2kg/m2 m2         4            1,656             6,624

単-40号

　　　上塗

　　　

長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･

上塗･淡彩 排水管 0.1

1kg/m2 m2         4            1,656             6,624

単-41号

　構造物撤去工

　

式         1                272
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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

嶺北地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　運搬処理工

　　

式         1                272

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.04         3,296               131

単-42号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.04         3,525               141

単-43号

　仮設工

　

式         1          6,617,460

　　橋梁足場工

　　

式         1          5,449,860

　　　足場

　　　

安全ネット必要

m2       610            4,658         2,841,380

単-44号

　　　足場

　　　

安全ネット必要

掛m2       680            3,836         2,608,480

単-45号

　　交通管理工

　　

式         1          1,167,600

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        84           13,900         1,167,600

単-46号

直接工事費

式         1         48,485,430

共通仮設費

式         1          8,535,950

　共通仮設費

　

式         1            720,950
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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

嶺北地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　運搬費

　　

式         1            130,680

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

　　　建設機械運搬費

　　　

台         2           65,340           130,680

単-47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            539,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          7,815,000

純工事費

式         1         57,021,380

　現場管理費

　

式         1         20,131,000

工事原価

式         1         83,044,790

　一般管理費等

　

式         1         13,145,210

工事価格

式         1         96,190,000

消費税相当額

式         1          9,619,000
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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

嶺北地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事費計

式         1        105,809,000

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]
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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

嶺北地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

橋梁保全工事

（岩見橋）

式         1          1,116,366

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

　橋梁補修工

　

式         1          1,114,352

　　ひび割れ補修工

　　

式         1            217,263

　　　充てん工法

　　　

20m未満 可とう製ｴﾎﾟｷ

ｼ樹脂系

構造物         1           81,560            81,560

単-1号

　　　人力積込

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

m3         0.001         3,633                 3

単-2号

　　　低圧注入工法

　　　

25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物         1          135,700           135,700

単-3号

　　断面修復工

　　

式         1            897,089

　　　左官工法

　　　(A)

0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ

ﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆

処理有 構造物         1          216,300           216,300

単-4号

　　　左官工法

　　　(B)

0.1m3以上 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ

ﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆

処理有 構造物         1          679,700           679,700

単-5号

　　　人力積込

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

m3         0.3          3,633             1,089

単-6号

　構造物撤去工

　

式         1              2,014

　　運搬処理工

　　

式         1              2,014

              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

嶺北地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.3          3,662             1,098

単-7号

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.3          3,055               916

単-8号

直接工事費

式         1          1,116,366

共通仮設費

式         1            304,000

　共通仮設費

　

式         1             27,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1             27,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1            277,000

純工事費

式         1          1,420,366

　現場管理費

　

式         1            729,000

工事原価

式         1          2,149,366

              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

嶺北地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

橋梁保全工事

（染北跨道橋(下り)）

式         1          1,947,044

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

　橋梁補修工

　

式         1          1,547,869

　　ひび割れ補修工

　　

式         1            221,653

　　　充てん工法

　　　

20m未満 可とう製ｴﾎﾟｷ

ｼ樹脂系

構造物         1           86,950            86,950

単-1号

　　　人力積込

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

m3         0.001         3,633                 3

単-2号

　　　低圧注入工法

　　　

25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物         1          134,700           134,700

単-3号

　　断面修復工

　　

式         1          1,326,216

　　　左官工法

　　　(A)

0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ

ﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆

処理有 構造物         1          204,400           204,400

単-4号

　　　左官工法

　　　(B)

0.1m3以上 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ

ﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆

処理有 構造物         1        1,120,000         1,120,000

単-5号

　　　人力積込

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

m3         0.5          3,633             1,816

単-6号

　構造物撤去工

　

式         1              3,555

　　運搬処理工

　　

式         1              3,555

              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

嶺北地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.5          4,760             2,380

単-7号

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.5          2,350             1,175

単-8号

　仮設工

　

式         1            395,620

　　橋梁足場工

　　

式         1            268,520

　　　足場

　　　

安全ﾈｯﾄ必要

掛m2        70            3,836           268,520

単-9号

　　交通管理工

　　

式         1            127,100

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        10           12,710           127,100

単-10号

直接工事費

式         1          1,947,044

共通仮設費

式         1            526,000

　共通仮設費

　

式         1             42,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1             42,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1            484,000

              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

嶺北地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

純工事費

式         1          2,473,044

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

　現場管理費

　

式         1          1,270,000

工事原価

式         1          3,743,044

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 2020.09

第  1号内訳書 2020.09

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

人         1           51,270            51,270   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

        合  計

         51,270   

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－1号

排水管取替 鋼管　呼び径200

m

        1           16,280   

排水管撤去 鋼管 呼び径200

ｍ         1            3,355             3,355   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

排水管設置 鋼管 標準                                       

                                                

                                                ｍ         1            6,710             6,710   

排水管（材料費）

ｍ         1            6,210             6,210   

               計

         16,275   

               単価

       16,280   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－3号

低圧注入工法 25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物

        1          148,400   

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満 0.198kg 1.348kg 45個                    

                                                

                                                構造物         1          148,400           148,400   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－2号

ﾎﾞﾙﾄ取替 S10T M22×55

本

        1            1,768   

ﾎﾞﾙﾄ取替（S10T M22×55） 作業性の悪い箇所等 全ての費用 

本         1            1,624             1,624   

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５

組         1              143.2             143.2 

               計

          1,767.2 

               単価

        1,768   円／本

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

        148,400   

               単価

      148,400   円／構造物

              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－5号

左官工法

(B)

0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有

構造物

        1          203,200   

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.004m3                          

                                                

                                                構造物         1          203,200           203,200   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－4号

左官工法

(A)

0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有

構造物

        1          208,300   

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.018m3                          

                                                

                                                構造物         1          208,300           208,300   

               計

        208,300   

               単価

      208,300   円／構造物

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

        203,200   

               単価

      203,200   円／構造物

              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－7号

下地処理

m2

       10            3,850   

下地処理 表面保護工

m2        10            3,850            38,500   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－6号

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

m3

        1            3,633   

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

 ｍ３         1            3,633             3,633   

               計

          3,633   

               単価

        3,633   円／m3

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

         38,500   

               単価

        3,850   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

1.000-00-00-2-0

単－9号

素地調整 3種ｹﾚﾝ

m2

        1            1,823   

素地調整 全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類 持込                  

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1            1,823             1,823   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－8号

表面保護 ｱﾙｺｷｼｼﾗﾝ系含浸材(2層)

m2

       10            7,779   

表面保護 ｱﾙｺｷｼｼﾗﾝ系含浸材(2層)

 ｍ２        10            3,189            31,890   

表面含浸材 ﾊﾟｰﾐｴｲﾄ(HS-300 ｸﾘｱｰ) 同等品

kg         3           15,300            45,900   

               計

         77,790   

               単価

        7,779   円／m2

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

          1,823   

               単価

        1,823   円／m2

              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－11号

中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･中塗･淡彩 排水管 0.12kg/m2

m2

        1            1,656   

付属構造物塗替 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 中塗 淡彩                   

全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類 持込                  

全ての費用                                       ｍ２         1            1,656             1,656   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－10号

下塗 ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗装･下塗･淡彩 排水管 0.25kg/m2

m2

        1            1,760   

付属構造物塗替 ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗装 下塗 淡彩                      

全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類 持込                  

全ての費用                                       ｍ２         1            1,760             1,760   

               計

          1,760   

               単価

        1,760   円／m2

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

          1,656   

               単価

        1,656   円／m2

              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－13号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,296   

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

人力積込 無し 3.0km以下 全ての費用              

                                                 ｍ３         1            3,296             3,296   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－12号

上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･上塗･淡彩 排水管 0.11kg/m2

m2

        1            1,656   

付属構造物塗替 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 上塗 淡彩                   

全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類 持込                  

全ての費用                                       ｍ２         1            1,656             1,656   

               計

          1,656   

               単価

        1,656   円／m2

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

          3,296   

               単価

        3,296   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－15号

現場発生品運搬 排水管・ﾎﾞﾙﾄ

回

        1           23,470   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 4

6.0km以下 0.1t以下 

回         1           23,470            23,470   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－14号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,525   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,525             3,525   

               計

          3,525   

               単価

        3,525   円／m3

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

         23,470   

               単価

       23,470   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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－16号

足場 安全ネット必要

m2

      680            4,719   

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 1.2月                              

                                                

                                                 ｍ２       680            4,332         2,945,760   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 1.2月                                  

                                                

                                                 ｍ２       680              353           240,040   

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 1.2月                         

                                                

                                                 ｍ２        70              330            23,100   

               計

      3,208,900   

               単価

        4,719   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－18号

交通誘導警備員

人日

       30           13,900   

交通誘導警備員Ａ

人日        20           14,490           289,800   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－17号

足場 安全ネット必要

掛m2

        1            3,836   

足場工 手摺先行型枠組足場 必要 標準                    

                                                

                                                掛ｍ２         1            3,836             3,836   

               計

          3,836   

               単価

        3,836   円／掛m2

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

交通誘導警備員Ｂ

人日        10           12,710           127,100   

               計

        416,900   

               単価

       13,900   円／人日

              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－20号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1              700   

殻運搬（路面切削） 無し 3.0km以下 全ての費用                       

                                                

                                                 ｍ３         1              700               700   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－19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              510.3 

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用       

                                                

                                                 ｍ２         1              510.3             510.3 

               計

            510.3 

               単価

          510.3 円／m2

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

            700   

               単価

          700   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－22号

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄII型(20)DS≧300

0 舗装厚(平均) 40mm 平均幅員3.0m超 m2

        1            3,956   

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            1,457             1,457   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－21号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            3,525   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,525             3,525   

               計

          3,525   

               単価

        3,525   円／m3

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

シート系防水 補修 有 12.533m/100m2 有                        

12.533m/100m2 無                                

                                                 ｍ２         1            2,499             2,499   

               計

          3,956   

               単価

        3,956   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－24号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              278.1 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              278.1             278.1 

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－23号

表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄII型(20)DS≧500

0 舗装厚(平均) 40mm 平均幅員3.0m超 m2

        1            1,505   

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            1,505             1,505   

               計

          1,505   

               単価

        1,505   円／m2

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

            278.1 

               単価

          278.1 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－26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              699.7 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              699.7             699.7 

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－25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              296.6 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              296.6             296.6 

               計

            296.6 

               単価

          296.6 円／m

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

            699.7 

               単価

          699.7 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

1.000-00-00-2-0

単－28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              738.3 

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

15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し                   

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              ｍ         1              738.3             738.3 

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

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

性舗装無 白色 m

        1              635.6 

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

15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し                   

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1              635.6             635.6 

               計

            635.6 

               単価

          635.6 円／m

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

            738.3 

               単価

          738.3 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－30号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白色

m

        1              141.5 

区画線設置 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し       

無し 加熱 白 全ての費用                         

                                                ｍ         1              141.5             141.5 

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－29号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色

m

        1              127.7 

区画線設置 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し       

無し 加熱 白 全ての費用                         

                                                ｍ         1              127.7             127.7 

               計

            127.7 

               単価

          127.7 円／m

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

            141.5 

               単価

          141.5 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－32号

充てん工法 20m未満 可とう製ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物

        1           81,990   

ひび割れ補修工（充てん工法） 20m未満 0.579kg                                 

                                                

                                                構造物         1           81,990            81,990   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－31号

ﾎﾞﾙﾄ取替 S10T M22×55

本

        1            1,768   

ﾎﾞﾙﾄ取替（S10T M22×55） 作業性の悪い箇所等 全ての費用 

本         1            1,624             1,624   

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５

組         1              143.2             143.2 

               計

          1,767.2 

               単価

        1,768   円／本

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

         81,990   

               単価

       81,990   円／構造物

              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－34号

低圧注入工法 25m以上 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物

        1          226,200   

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m以上 33m 0.678kg 3.871kg                     

127個                                           

                                                構造物         1          226,200           226,200   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－33号

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

m3

        1            3,633   

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

 ｍ３         1            3,633             3,633   

               計

          3,633   

               単価

        3,633   円／m3

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

        226,200   

               単価

      226,200   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－36号

左官工法

(B)

0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理

有 構造物

        1          214,700   

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.035m3                          

                                                

                                                構造物         1          214,700           214,700   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－35号

左官工法

(A)

0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理

有 構造物

        1          214,000   

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.033m3                          

                                                

                                                構造物         1          214,000           214,000   

               計

        214,000   

               単価

      214,000   円／構造物

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

        214,700   

               単価

      214,700   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－38号

素地調整 3種ｹﾚﾝ

m2

        1            1,823   

素地調整 全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類 持込                  

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1            1,823             1,823   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－37号

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

m3

        1            3,633   

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

 ｍ３         1            3,633             3,633   

               計

          3,633   

               単価

        3,633   円／m3

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

          1,823   

               単価

        1,823   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－40号

中塗 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･中塗･淡彩 排水管 0.12kg/m2

m2

        1            1,656   

付属構造物塗替 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 中塗 淡彩                   

全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類 持込                  

全ての費用                                       ｍ２         1            1,656             1,656   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－39号

下塗 ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗装･下塗･淡彩 排水管 0.25kg/m2

m2

        1            1,760   

付属構造物塗替 ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗装 下塗 淡彩                      

全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類 持込                  

全ての費用                                       ｍ２         1            1,760             1,760   

               計

          1,760   

               単価

        1,760   円／m2

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

          1,656   

               単価

        1,656   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－42号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,296   

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

人力積込 無し 3.0km以下 全ての費用              

                                                 ｍ３         1            3,296             3,296   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－41号

上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料･上塗･淡彩 排水管 0.11kg/m2

m2

        1            1,656   

付属構造物塗替 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 上塗 淡彩                   

全高4m以上10m未満のﾎﾟｰﾙ類 持込                  

全ての費用                                       ｍ２         1            1,656             1,656   

               計

          1,656   

               単価

        1,656   円／m2

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

          3,296   

               単価

        3,296   円／m3

              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－43号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,525   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,525             3,525   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

          3,525   

               単価

        3,525   円／m3

              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－44号

足場 安全ネット必要

m2

      610            4,658   

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 1月                                

                                                

                                                 ｍ２       610            4,247         2,590,670   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 1月                                    

                                                

                                                 ｍ２       610              348           212,280   

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 1月                           

                                                

                                                 ｍ２       120              319            38,280   

               計

      2,841,230   

               単価

        4,658   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－46号

交通誘導警備員

人日

       84           13,900   

交通誘導警備員Ａ

人日        56           14,490           811,440   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－45号

足場 安全ネット必要

掛m2

        1            3,836   

足場工 手摺先行型枠組足場 必要 標準                    

                                                

                                                掛ｍ２         1            3,836             3,836   

               計

          3,836   

               単価

        3,836   円／掛m2

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

交通誘導警備員Ｂ

人日        28           12,710           355,880   

               計

      1,167,320   

               単価

       13,900   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－47号

建設機械運搬費

台

        1           65,340   

（越前市役所～行松高架橋）

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

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          

37200円 0円 無 0円 0円 0円 0円                  

                                                台         1           63,500            63,500   

運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m

供用日         0.02        91,700             1,834   

               計

         65,334   

               単価

       65,340   円／台

              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

1.000-00-00-2-0

排水管撤去 鋼管 呼び径200

ｍ

        1            3,355   

排水管設置 鋼管 標準                                       

                                                

                                                ｍ         0.5          6,710             3,355   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

          3,355   

               単価

        3,355   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

1.000-00-00-2-0

ﾎﾞﾙﾄ取替（S10T M22×55） 作業性の悪い箇所等 全ての費用 

本

      100            1,624   

橋りょう特殊工  

人         2.85        29,400            83,790   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

普通作業員  

人         2.85        18,165            51,770   

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ １ｋＶＡ

供用日         2.85           183               521   

ガソリン レギュラー

Ｌ         5.13           126               646   

諸雑費（率＋まるめ）

       19%

式         1             25,673   

               計

        162,400   

               単価

        1,624   円／本

              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

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満 0.198kg 1.348kg 45個                    

                                                

                                                

構造物

        1          148,400   

土木一般世話役  

人         1.5         23,835            35,752   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         2.4         21,420            51,408   

普通作業員  

人         1.8         18,165            32,697   

注入材 ｴﾎﾟｷｼ

ｋｇ         0.198         2,550               504   

シール材 ｴﾎﾟｷｼ

ｋｇ         1.847         2,040             3,767   

低圧注入器  

個        45              380            17,100   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              7,172   

               計

        148,400   

               単価

      148,400   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.018m3                          

                                                

                                                

構造物

        1          208,300   

土木一般世話役  

人         2.3         23,835            54,820   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         3.8         21,420            81,396   

普通作業員  

人         2.5         18,165            45,412   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.021       320,000             6,720   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1             19,952   

               計

        208,300   

               単価

      208,300   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.004m3                          

                                                

                                                

構造物

        1          203,200   

土木一般世話役  

人         2.3         23,835            54,820   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         3.8         21,420            81,396   

普通作業員  

人         2.5         18,165            45,412   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.005       320,000             1,600   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1             19,972   

               計

        203,200   

               単価

      203,200   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,525   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　（株）高野組

 ｍ３       100            3,525           352,500   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

        352,500   

               単価

        3,525   円／ｍ３

              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

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 1.2月                              

                                                

                                                

 ｍ２

        1            4,332   

足場材損料  

月         1.2            425               510   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.13        29,400             3,822   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,332   

               単価

        4,332   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 1.2月                                  

                                                

                                                

 ｍ２

        1              353   

足場材損料  

月         0.6             50                30   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.022        14,700               323   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            353   

               単価

          353   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 1.2月                         

                                                

                                                

 ｍ２

        1              330   

防護材損料  

月         0.6            110                66   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.018        14,700               264   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            330   

               単価

          330   円／ｍ２

              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

足場工 手摺先行型枠組足場 必要 標準                    

                                                

                                                

掛ｍ２

      100            3,836   

土木一般世話役  

人         1.4         23,835            33,369   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

とび工  

人         7.7         23,310           179,487   

普通作業員  

人         1.2         18,165            21,798   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         1.4         41,600            58,240   

諸雑費（率＋まるめ）

        31%

式         1             90,706   

               計

        383,600   

               単価

        3,836   円／掛ｍ２

              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

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,710   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,705            12,705   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           14,490   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           14,490            14,490   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         14,490   

               単価

       14,490   円／人日

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         12,710   

               単価

       12,710   円／人日

              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

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,525   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)　（株）高野組

 ｍ３       100            3,525           352,500   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

        352,500   

               単価

        3,525   円／ｍ３

              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

シート系防水 補修 有 12.533m/100m2 有                        

12.533m/100m2 無                                

                                                

 ｍ２

      100            2,499   

橋面防水工　シート系防水（アスファルト系） 補修

 ｍ２       100            2,290           229,000   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

排水用導水管  ｽﾃﾝﾚｽ製 φ18

ｍ        13.16         1,170            15,397   

成形目地材 幅35mm ｔ=5mm

ｍ        13.16           415             5,461   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 42   

               計

        249,900   

               単価

        2,499   円／ｍ２

              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

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              278.1 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000              163           163,000   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        44              109             4,796   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,464   

               計

        278,100   

               単価

          278.1 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

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              296.6 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無

ｍ     1,000              181           181,000   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        49              109             5,341   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,419   

               計

        296,600   

               単価

          296.6 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

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              699.7 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無

ｍ     1,000              360           360,000   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              162           275,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        98              109            10,682   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,118   

               計

        699,700   

               単価

          699.7 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

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

15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し                   

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000              635.6 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無

ｍ     1,200              407           488,400   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       684              162           110,808   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       132              109            14,388   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,004   

               計

        635,600   

               単価

          635.6 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

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

15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し                   

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              

ｍ

    1,000              738.3 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無

ｍ     1,200              407           488,400   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

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              109            14,388   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             11,892   

               計

        738,300   

               単価

          738.3 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

区画線設置 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し       

無し 加熱 白 全ての費用                         

                                                

ｍ

    1,000              127.7 

区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000               69            69,000   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント 加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白

Ｌ        70              635            44,450   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        59              150             8,850   

軽油  １．２号

Ｌ        34              109             3,706   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              1,694   

               計

        127,700   

               単価

          127.7 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

区画線設置 無し ペイント式溶剤型 無し 破線 15cm 無し       

無し 加熱 白 全ての費用                         

                                                

ｍ

    1,000              141.5 

区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無

ｍ     1,000               82            82,000   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント 加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白

Ｌ        70              635            44,450   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        59              150             8,850   

軽油  １．２号

Ｌ        41              109             4,469   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              1,731   

               計

        141,500   

               単価

          141.5 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

ひび割れ補修工（充てん工法） 20m未満 0.579kg                                 

                                                

                                                

構造物

        1           81,990   

土木一般世話役  

人         0.85        23,835            20,259   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         1.3         21,420            27,846   

普通作業員  

人         1.1         18,165            19,981   

充填材 可とう製ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

ｋｇ         0.695         3,360             2,335   

諸雑費（率＋まるめ）

        17%

式         1             11,569   

               計

         81,990   

               単価

       81,990   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m以上 33m 0.678kg 3.871kg                     

127個                                           

                                                

構造物

        1          226,200   

土木一般世話役  

人         1.914        23,835            45,620   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         3.168        21,420            67,858   

普通作業員  

人         2.343        18,165            42,560   

注入材 ｴﾎﾟｷｼ

ｋｇ         0.678         2,550             1,728   

シール材 ｴﾎﾟｷｼ

ｋｇ         5.303         2,040            10,818   

低圧注入器  

個       127              380            48,260   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              9,356   

               計

        226,200   

               単価

      226,200   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.033m3                          

                                                

                                                

構造物

        1          214,000   

土木一般世話役  

人         2.3         23,835            54,820   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         3.8         21,420            81,396   

普通作業員  

人         2.5         18,165            45,412   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.039       320,000            12,480   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1             19,892   

               計

        214,000   

               単価

      214,000   円／構造物

              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

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.035m3                          

                                                

                                                

構造物

        1          214,700   

土木一般世話役  

人         2.3         23,835            54,820   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         3.8         21,420            81,396   

普通作業員  

人         2.5         18,165            45,412   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.041       320,000            13,120   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1             19,952   

               計

        214,700   

               単価

      214,700   円／構造物

              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

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 1月                                

                                                

                                                

 ｍ２

        1            4,247   

足場材損料  

月         1              425               425   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.13        29,400             3,822   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,247   

               単価

        4,247   円／ｍ２

              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

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 1月                                    

                                                

                                                

 ｍ２

        1              348   

足場材損料  

月         0.5             50                25   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.022        14,700               323   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            348   

               単価

          348   円／ｍ２

              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

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 1月                           

                                                

                                                

 ｍ２

        1              319   

防護材損料  

月         0.5            110                55   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.018        14,700               264   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            319   

               単価

          319   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

人

        1           51,270   

技術員  

人         1.75        29,295            51,266   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

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          

37200円 0円 無 0円 0円 0円 0円                  

                                                

台

        1           63,500   

貨物自動車運送料金 距離制運賃

台         1           63,500            63,500   

               計

         63,500   

               単価

       63,500   円／台

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         51,270   

               単価

       51,270   円／人

              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

1.000-00-00-2-0

単－2号

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

m3

        1            3,633   

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

 ｍ３         1            3,633             3,633   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－1号

充てん工法 20m未満 可とう製ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物

        1           81,560   

ひび割れ補修工（充てん工法） 20m未満 0.472kg                                 

                                                

                                                構造物         1           81,560            81,560   

               計

         81,560   

               単価

       81,560   円／構造物

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

          3,633   

               単価

        3,633   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

1.000-00-00-2-0

単－4号

左官工法

(A)

0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有

構造物

        1          216,300   

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.039m3                          

                                                

                                                構造物         1          216,300           216,300   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－3号

低圧注入工法 25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物

        1          135,700   

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満 0.108kg 0.583kg 18個                    

                                                

                                                構造物         1          135,700           135,700   

               計

        135,700   

               単価

      135,700   円／構造物

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

        216,300   

               単価

      216,300   円／構造物

              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

1.000-00-00-2-0

単－6号

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

m3

        1            3,633   

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

 ｍ３         1            3,633             3,633   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－5号

左官工法

(B)

0.1m3以上 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有

構造物

        1          679,700   

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.284m3                          

                                                

                                                構造物         1          679,700           679,700   

               計

        679,700   

               単価

      679,700   円／構造物

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

          3,633   

               単価

        3,633   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－8号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,055   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,055             3,055   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－7号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,662   

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

人力積込 無し 4.0km以下 全ての費用              

                                                 ｍ３         1            3,662             3,662   

               計

          3,662   

               単価

        3,662   円／m3

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

          3,055   

               単価

        3,055   円／m3

              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

ひび割れ補修工（充てん工法） 20m未満 0.472kg                                 

                                                

                                                

構造物

        1           81,560   

土木一般世話役  

人         0.85        23,835            20,259   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         1.3         21,420            27,846   

普通作業員  

人         1.1         18,165            19,981   

充填材 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

ｋｇ         0.566         3,360             1,901   

諸雑費（率＋まるめ）

        17%

式         1             11,573   

               計

         81,560   

               単価

       81,560   円／構造物

              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

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満 0.108kg 0.583kg 18個                    

                                                

                                                

構造物

        1          135,700   

土木一般世話役  

人         1.5         23,835            35,752   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         2.4         21,420            51,408   

普通作業員  

人         1.8         18,165            32,697   

注入材 ｴﾎﾟｷｼ

ｋｇ         0.108         2,550               275   

ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ

ｋｇ         0.799         2,040             1,629   

低圧注入器  

個        18              380             6,840   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              7,099   

               計

        135,700   

               単価

      135,700   円／構造物

              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

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.039m3                          

                                                

                                                

構造物

        1          216,300   

土木一般世話役  

人         2.3         23,835            54,820   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         3.8         21,420            81,396   

普通作業員  

人         2.5         18,165            45,412   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.046       320,000            14,720   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1             19,952   

               計

        216,300   

               単価

      216,300   円／構造物

              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

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.284m3                          

                                                

                                                

構造物

        1          679,700   

土木一般世話役  

人         6.532        23,835           155,690   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人        10.792        21,420           231,164   

普通作業員  

人         7.1         18,165           128,971   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.335       320,000           107,200   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1             56,675   

               計

        679,700   

               単価

      679,700   円／構造物

              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

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,055   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　角谷木材建設（株）

 ｍ３       100            3,055           305,500   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

        305,500   

               単価

        3,055   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－2号

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

m3

        1            3,633   

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

 ｍ３         1            3,633             3,633   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－1号

充てん工法 20m未満 可とう製ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物

        1           86,950   

ひび割れ補修工（充てん工法） 20m未満 1.809kg                                 

                                                

                                                構造物         1           86,950            86,950   

               計

         86,950   

               単価

       86,950   円／構造物

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

          3,633   

               単価

        3,633   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 64 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－4号

左官工法

(A)

0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有

構造物

        1          204,400   

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.008m3                          

                                                

                                                構造物         1          204,400           204,400   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－3号

低圧注入工法 25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物

        1          134,700   

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満 0.077kg 0.527kg 16個                    

                                                

                                                構造物         1          134,700           134,700   

               計

        134,700   

               単価

      134,700   円／構造物

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

        204,400   

               単価

      204,400   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 65 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－6号

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

m3

        1            3,633   

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

 ｍ３         1            3,633             3,633   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－5号

左官工法

(B)

0.1m3以上 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有

構造物

        1        1,120,000   

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.468m3                          

                                                

                                                構造物         1        1,120,000         1,120,000   

               計

      1,120,000   

               単価

    1,120,000   円／構造物

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

          3,633   

               単価

        3,633   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 66 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－8号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－7号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            4,760   

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

人力積込 有り 6.0km以下 全ての費用              

                                                 ｍ３         1            4,760             4,760   

               計

          4,760   

               単価

        4,760   円／m3

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

          2,350   

               単価

        2,350   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－10号

交通誘導警備員

人日

        1           12,710   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           12,710            12,710   

2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

単－9号

足場 安全ﾈｯﾄ必要

掛m2

        1            3,836   

足場工 手摺先行型枠組足場 必要 標準                    

                                                

                                                掛ｍ２         1            3,836             3,836   

               計

          3,836   

               単価

        3,836   円／掛m2

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

         12,710   

               単価

       12,710   円／人日

              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

ひび割れ補修工（充てん工法） 20m未満 1.809kg                                 

                                                

                                                

構造物

        1           86,950   

土木一般世話役  

人         0.85        23,835            20,259   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         1.3         21,420            27,846   

普通作業員  

人         1.1         18,165            19,981   

充填材 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

ｋｇ         2.171         3,360             7,294   

諸雑費（率＋まるめ）

        17%

式         1             11,570   

               計

         86,950   

               単価

       86,950   円／構造物

              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

1.000-00-00-2-0

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満 0.077kg 0.527kg 16個                    

                                                

                                                

構造物

        1          134,700   

土木一般世話役  

人         1.5         23,835            35,752   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         2.4         21,420            51,408   

普通作業員  

人         1.8         18,165            32,697   

注入材 ｴﾎﾟｷｼ

ｋｇ         0.077         2,550               196   

ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ

ｋｇ         0.722         2,040             1,472   

低圧注入器  

個        16              380             6,080   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              7,095   

               計

        134,700   

               単価

      134,700   円／構造物

              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

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.008m3                          

                                                

                                                

構造物

        1          204,400   

土木一般世話役  

人         2.3         23,835            54,820   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         3.8         21,420            81,396   

普通作業員  

人         2.5         18,165            45,412   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.009       320,000             2,880   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1             19,892   

               計

        204,400   

               単価

      204,400   円／構造物

              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

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.468m3                          

                                                

                                                

構造物

        1        1,120,000   

土木一般世話役  

人        10.764        23,835           256,559   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人        17.784        21,420           380,933   

普通作業員  

人        11.7         18,165           212,530   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.552       320,000           176,640   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1             93,338   

               計

      1,120,000   

               単価

    1,120,000   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 72 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.09

2020.09

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,350   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)　サバエリサイクル共同組合

 ｍ３       100            2,350           235,000   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

        235,000   

               単価

        2,350   円／ｍ３

              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

足場工 手摺先行型枠組足場 必要 標準                    

                                                

                                                

掛ｍ２

      100            3,836   

土木一般世話役  

人         1.4         23,835            33,369   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

とび工  

人         7.7         23,310           179,487   

普通作業員  

人         1.2         18,165            21,798   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         1.4         41,600            58,240   

諸雑費（率＋まるめ）

        31%

式         1             90,706   

               計

        383,600   

               単価

        3,836   円／掛ｍ２

              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

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,710   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,705            12,705   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         12,710   

               単価

       12,710   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 75 -


