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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

嶺南地区橋梁補修他工事

鏡

(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　　　　　　  

(至)福井県敦賀市河原地先

　１）　発注年月　　　　　令和 2年11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　　　　　7060030003　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　橋梁保全工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  326日間 　　　　自　　　令和 2年12月10日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年10月31日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　福井県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　敦賀市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 2年10月　　　　　　　　　　　　　　　

１３）　機械損料一括補正　　　　　 0　　　　労務費一括割増　　　　  0％ 　　

１４）　単価適用年月　　　　　　　2020年11月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2020年11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 　　　　　　　        355,199 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年10月 9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

嶺南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

(河原高架橋(上))

式         1         15,509,001

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

　橋梁付属物工

　

式         1            516,633

　　ﾎﾞﾙﾄ脱落対策工

　　

式         1            516,633

　　　ﾎﾞﾙﾄ落下防止ｷｬｯﾌﾟ

　　　

F11T(M22)ﾎﾞﾙﾄ用

個     1,984              260.4         516,633

単-1号

　橋梁補修工

　

式         1          1,915,197

　　支承取替工

　　

式         1             12,160

　　　支承ﾎﾞﾙﾄ取替

　　　

M24×100

箇所         1           12,160            12,160

単-2号

　　鋼桁補修工

　　

式         1            488,320

　　　あて板補修

　　　

SM490YA

t         0.07     6,976,000           488,320

単-3号

　　ひび割れ補修工

　　

式         1          1,191,414

　　　充てん工法

　　　

20m未満 可とう性ｴﾎﾟｷ

ｼ樹脂系

構造物         1          102,400           102,400

単-4号

　　　人力積込

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

m3         0.004         3,633                14

単-5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

嶺南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

　　　

1構造物当り補修延べ

延長 162m ｴﾎﾟｷｼ樹脂

系 構造物         1        1,089,000         1,089,000

単-6号

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

　　断面修復工

　　

式         1            223,303

　　　左官工法

　　　

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          223,300           223,300

単-7号

　　　人力積込

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

m3         0.001         3,633                 3

単-8号

　現場塗装工

　

式         1          4,123,814

　　橋梁塗装工

　　

Rc-Ⅱ

式         1          3,908,180

　　　塗膜除去

　　　

塗膜剥離剤塗布･塗膜

除去(2回)

m2       190           12,680         2,409,200

単-9号

　　　素地調整

　　　

2種ｹﾚﾝ(動力工具と手

工具の併用)

m2       190            2,643           502,170

単-10号

　　　素地調整

　　　

4種ｹﾚﾝ(動力工具と手

工具の併用)

m2        14              480             6,720

単-11号

　　　下塗

　　　

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回

塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 

　 塗装回数 1回 m2       190            1,739           330,410

単-12号

　　　下塗

　　　

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹

脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ

 塗装回数 1回 m2       190            1,475           280,250

単-13号

　　　中塗

　　　

弱溶剤形ふっ素樹脂塗

料 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 　

 塗装回数 1回 m2       190              754           143,260

単-14号

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



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

嶺南地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　上塗

　　　

弱溶剤形ふっ素樹脂塗

料 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 　

 塗装回数 1回 m2       190            1,243           236,170

単-15号

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

　　橋梁塗装工

　　

Rd-Ⅲ

式         1            215,634

　　　塗膜除去

　　　

塗膜剥離剤塗布･塗膜

除去(2回)

m2        11           12,680           139,480

単-16号

　　　素地調整

　　　

3種ｹﾚﾝA(動力工具と手

工具の併用)

m2        11            3,326            36,586

単-17号

　　　素地調整

　　　

4種ｹﾚﾝ(動力工具と手

工具の併用)

m2         1              859.2             859

単-18号

　　　下塗

　　　

無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹

脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ

 　 塗装回数 1回 m2        11            3,519            38,709

単-19号

　構造物撤去工

　

式         1            120,027

　　運搬処理工

　　

式         1            120,027

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.005         2,194                10

単-20号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.005         3,525                17

単-21号

　　　廃材運搬

　　　

鉛塗膜片

回         1           80,000            80,000

単-22号

　　　廃材処分

　　　

鉛塗膜片 200kg未満

式         1             40,000

内-1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

嶺南地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　仮設工

　

式         1          8,833,330

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

　　橋梁足場工

　　

式         1          8,055,280

　　　足場

　　　

吊り足場

m2       920            6,254         5,753,680

単-23号

　　　足場

　　　

枠組足場　　　　　　

　　　　　　安全ネッ

ト必要 掛m2       600            3,836         2,301,600

単-24号

　　交通管理工

　　

式         1            778,050

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        57           13,650           778,050

単-25号

橋梁保全工事

(河原高架橋(下))

式         1         22,483,664

　舗装工

　

式         1         11,189,504

　　路面切削工

　　

式         1          1,230,464

　　　路面切削

　　　

全面切削6cmを超え12c

m以下 段差すりつけ撤

去作業無 m2     1,680              509.7         856,296

単-26号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       134              442.3          59,268

単-27号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       134            2,350           314,900

単-28号

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



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

嶺南地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　橋面防水工

　　

式         1          4,188,240

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

　　　橋面防水

　　　

ｼｰﾄ防水

m2     1,680            2,493         4,188,240

単-29号

　　ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　

式         1          5,770,800

　　　ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(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

)DS3000 舗装厚平均40

mm 3.0m超 m2     1,680            1,689         2,837,520

単-30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

)DS5000 舗装厚平均40

mm 3.0m超 m2     1,680            1,746         2,933,280

単-31号

　区画線工

　

式         1             81,674

　　区画線工

　　

式         1             81,674

　　　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        91              296.5          26,981

単-32号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 45cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m        19              662.4          12,585

単-33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       330              127.6          42,108

単-34号

　橋梁付属物工

　

式         1            516,633

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



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

嶺南地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　ﾎﾞﾙﾄ脱落対策工

　　

式         1            516,633

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

　　　ﾎﾞﾙﾄ落下防止ｷｬｯﾌﾟ

　　　

F11T(M22)ﾎﾞﾙﾄ用

個     1,984              260.4         516,633

単-35号

　橋梁補修工

　

式         1            391,189

　　鋼桁補修工

　　

式         1             22,089

　　　あて板補修

　　　

SS400

t         0.003     7,363,000            22,089

単-36号

　　ひび割れ補修工

　　

式         1            142,300

　　　低圧注入工法

　　　

25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物         1          142,300           142,300

単-37号

　　断面修復工

　　

式         1            226,800

　　　左官工法

　　　

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          226,800           226,800

単-38号

　現場塗装工

　

式         1            705,704

　　橋梁塗装工

　　

Rc-Ⅱ

式         1            391,586

　　　塗膜除去

　　　

塗膜剥離剤塗布･塗膜

除去(2回)

m2        19           12,680           240,920

単-39号

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



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

嶺南地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　素地調整

　　　

2種ｹﾚﾝ(動力工具と手

工具の併用)

m2        19            2,643            50,217

単-40号

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

　　　素地調整

　　　

4種ｹﾚﾝ(動力工具と手

工具の併用)

m2         3              480             1,440

単-41号

　　　下塗

　　　

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回

塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 

　 塗装回数 1回 m2        19            1,739            33,041

単-42号

　　　下塗

　　　

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹

脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ

 塗装回数 1回 m2        19            1,475            28,025

単-43号

　　　中塗

　　　

弱溶剤形ふっ素樹脂塗

料 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 　

 塗装回数 1回 m2        19              754            14,326

単-44号

　　　上塗

　　　

弱溶剤形ふっ素樹脂塗

料 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 　

 塗装回数 1回 m2        19            1,243            23,617

単-45号

　　橋梁塗装工

　　

Rd-Ⅲ

式         1            314,118

　　　塗膜除去

　　　

塗膜剥離剤塗布･塗膜

除去(2回)

m2        16           12,680           202,880

単-46号

　　　素地調整

　　　

3種ｹﾚﾝA(動力工具と手

工具の併用)

m2        16            3,326            53,216

単-47号

　　　素地調整

　　　

4種ｹﾚﾝ(動力工具と手

工具の併用)

m2         2              859.2           1,718

単-48号

　　　下塗

　　　

無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹

脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ

 　 塗装回数 1回 m2        16            3,519            56,304

単-49号

　仮設工

　

式         1          9,598,960

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



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

嶺南地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　橋梁足場工

　　

式         1          8,000,740

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

　　　足場

　　　

吊り足場

m2       470            5,270         2,476,900

単-50号

　　　足場

　　　

枠組足場　　　　　　

　　　　　　安全ネッ

ト必要 掛m2     1,440            3,836         5,523,840

単-51号

　　交通管理工

　　

式         1          1,598,220

　　　交通誘導警備員

　　　

人日       117           13,660         1,598,220

単-52号

直接工事費

式         1         37,992,665

共通仮設費

式         1          8,454,666

　共通仮設費

　

式         1            645,666

　　運搬費

　　

式         1            145,400

　　　建設機械運搬費

　　　

台         1          145,400           145,400

単-53号

　　技術管理費

　　

式         1             51,266

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

式         1             51,266

内-2号

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



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

嶺南地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            449,000

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          7,809,000

純工事費

式         1         46,447,331

　現場管理費

　

式         1         26,000,000

工事原価

式         1         73,517,775

　一般管理費等

　

式         1         11,962,225

工事価格

式         1         85,480,000

消費税相当額

式         1          8,548,000

工事費計

式         1         94,028,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



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

単価

設計内訳書

嶺南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

(阿曽1号橋)

式         1            411,444

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

　橋梁補修工

　

式         1            410,490

　　ひび割れ補修工

　　

式         1            127,900

　　　低圧注入工法

　　　

25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物         1          127,900           127,900

単-1号

　　断面修復工

　　

式         1            282,590

　　　左官工法

　　　

1構造物当り修復延べ

体積 0.118m3 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          282,300           282,300

単-2号

　　　人力積込

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

m3         0.08         3,633               290

単-3号

　構造物撤去工

　

式         1                954

　　運搬処理工

　　

式         1                954

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.08         8,408               672

単-4号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.08         3,525               282

単-5号

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



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

単価

設計内訳書

嶺南地区橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

直接工事費

式         1            411,444

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

共通仮設費

式         1            175,000

　共通仮設費

　

式         1             12,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1             12,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1            163,000

純工事費

式         1            586,444

　現場管理費

　

式         1            484,000

工事原価

式         1          1,070,444

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



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
廃材処分 2020.11

第  1号内訳書 2020.11

1.000-00-00-2-0

廃材処理費 塗膜くず(鉛) 200kg未満 

式         1             40,000   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

        合  計

         40,000   

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 2020.11

第  2号内訳書 2020.11

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

式         1             51,266   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

        合  計

         51,266   

              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)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

              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 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－1号

ﾎﾞﾙﾄ落下防止ｷｬｯﾌﾟ F11T(M22)ﾎﾞﾙﾄ用

個

        1              260.4 

ﾎﾞﾙﾄ落下防止ｷｬｯﾌﾟ設置 F11T(M22)ﾎﾞﾙﾄ用

個         1               36.33              36.33

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

ﾎﾞﾙﾄ落下防止ｷｬｯﾌﾟ F11T(M22)ﾎﾞﾙﾄ用 

個         1              224               224   

               計

            260.33

               単価

          260.4 円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－2号

支承ﾎﾞﾙﾄ取替 M24×100

箇所

        1           12,160   

支承ﾎﾞﾙﾄ取替 M24×100

本         4            2,928            11,712   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

六角ボルト Ｍ２４×１００

本         4               75.7             302.8 

丸座金（ワッシャー） Ｍ２４×３．２

枚         4               10.4              41.6 

六角ナット Ｍ２４

個         4               24.6              98.4 

               計

         12,154.8 

               単価

       12,160   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－3号

あて板補修 SM490YA

t

        0.07     6,976,000   

あて板設置

t         0.07     1,924,000           134,680   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

工場製作材料費（ｔ）

ｔ         0.07     2,606,000           182,420   

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５

組       120              143.2          17,184   

現場孔明（鋼構造物） 10本以上/箇所 全ての費用                        

                                                

                                                本       120            1,129           135,480   

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 標準以外 2回       

0.5kg/m2                                        

                                                 ｍ２         0.3         10,760             3,228   

廃材の回収・積込 無し 無し                                       

                                                

                                                 ｍ２         0.3          1,912               573.6 

塗替塗装 素地調整 無し 無し 無し                         

2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)                  

                                                 ｍ２         0.3          2,643               792.9 

塗替塗装 下塗り 無し 無し 無し                           

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰＩＩ       

                                                 ｍ２         0.3          1,739               521.7 

塗替塗装 下塗り 無し 無し 無し                           

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ         

                                                 ｍ２         0.3          1,475               442.5 

塗替塗装 中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料    

はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩                                  

                                                 ｍ２         0.3            754               226.2 

塗替塗装 上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料    

はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩                                  

                                                 ｍ２         0.3          1,243               372.9 

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－3号

あて板補修 SM490YA

t

        0.07     6,976,000   

継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装） 動力工具処理 無し 無し                          

                                                

                                                 ｍ２         2            4,056             8,112   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し                

                                                

                                                 ｍ２         2            2,122             4,244   

               計

        488,277.8 

               単価

    6,976,000   円／t

              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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－5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   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－4号

充てん工法 20m未満 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物

        1          102,400   

ひび割れ補修工（充てん工法） 20m未満 5.66kg                                  

                                                

                                                構造物         1          102,400           102,400   

               計

        102,400   

               単価

      102,400   円／構造物

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          3,633   

               単価

        3,633   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－7号

左官工法 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          223,300   

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.058m3                          

                                                

                                                構造物         1          223,300           223,300   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－6号

低圧注入工法 1構造物当り補修延べ延長 162m ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物

        1        1,089,000   

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m以上 162m 3.411kg                            

16.492kg 585個                                  

                                                構造物         1        1,089,000         1,089,000   

               計

      1,089,000   

               単価

    1,089,000   円／構造物

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

        223,300   

               単価

      223,300   円／構造物

              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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－9号

塗膜除去 塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(2回)

m2

        1           12,680   

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 標準以外 2回       

0.5kg/m2                                        

                                                 ｍ２         1           10,760            10,760   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－8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)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

廃材の回収・積込 無し 無し                                       

                                                

                                                 ｍ２         1            1,912             1,912   

               計

         12,672   

               単価

       12,680   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－11号

素地調整 4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)

m2

        1              480   

塗替塗装 素地調整 無し 無し 無し                         

4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)                  

                                                 ｍ２         1              480               480   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－10号

素地調整 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)

m2

        1            2,643   

塗替塗装 素地調整 無し 無し 無し                         

2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)                  

                                                 ｍ２         1            2,643             2,643   

               計

          2,643   

               単価

        2,643   円／m2

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            480   

               単価

          480   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－13号

下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 塗装回数

 1回 m2

        1            1,475   

塗替塗装 下塗り 無し 無し 無し                           

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ         

                                                 ｍ２         1            1,475             1,475   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－12号

下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 　 塗装

回数 1回 m2

        1            1,739   

塗替塗装 下塗り 無し 無し 無し                           

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰＩＩ       

                                                 ｍ２         1            1,739             1,739   

               計

          1,739   

               単価

        1,739   円／m2

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          1,475   

               単価

        1,475   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－15号

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 　 塗装回

数 1回 m2

        1            1,243   

塗替塗装 上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料    

はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩                                  

                                                 ｍ２         1            1,243             1,243   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－14号

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 　 塗装回

数 1回 m2

        1              754   

塗替塗装 中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料    

はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩                                  

                                                 ｍ２         1              754               754   

               計

            754   

               単価

          754   円／m2

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          1,243   

               単価

        1,243   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－17号

素地調整 3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)

m2

        1            3,326   

塗替塗装 素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し             

3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)                 

                                                 ｍ２         1            3,326             3,326   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－16号

塗膜除去 塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(2回)

m2

        1           12,680   

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 標準以外 2回       

0.5kg/m2                                        

                                                 ｍ２         1           10,760            10,760   

廃材の回収・積込 無し 無し                                       

                                                

                                                 ｍ２         1            1,912             1,912   

               計

         12,672   

               単価

       12,680   円／m2

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          3,326   

               単価

        3,326   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－19号

下塗 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 　 塗装

回数 1回 m2

        1            3,519   

塗替塗装 下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し               

無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ         

                                                 ｍ２         1            3,519             3,519   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－18号

素地調整 4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)

m2

        1              859.2 

塗替塗装 素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し             

4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)                  

                                                 ｍ２         1              859.2             859.2 

               計

            859.2 

               単価

          859.2 円／m2

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          3,519   

               単価

        3,519   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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－21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   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－20号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            2,194   

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 1.5km以下 全ての費用              

                                                 ｍ３         1            2,194             2,194   

               計

          2,194   

               単価

        2,194   円／m3

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          3,525   

               単価

        3,525   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－22号

廃材運搬 鉛塗膜片

回

        1           80,000   

収集運搬費 福井県内 4tﾄﾗｯｸ

回収         1           80,000            80,000   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

         80,000   

               単価

       80,000   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－23号

足場 吊り足場

m2

      920            6,254   

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m以上 2.9月                              

                                                

                                                 ｍ２       920            5,861         5,392,120   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 2.9月                                  

                                                

                                                 ｍ２       270              395           106,650   

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 2.9月                         

                                                

                                                 ｍ２       270              423           114,210   

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 ｼ-ﾄ張防護 2.9月                        

                                                

                                                 ｍ２     1,190              118           140,420   

               計

      5,753,400   

               単価

        6,254   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－25号

交通誘導警備員

人日

       57           13,650   

交通誘導警備員Ａ

人日        30           14,490           434,700   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－24号

足場 枠組足場　　　　　　　　　　　　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)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

交通誘導警備員Ｂ

人日        27           12,710           343,170   

               計

        777,870   

               単価

       13,650   円／人日

              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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－27号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1              442.3 

殻運搬（路面切削） 無し 1.5km以下 全ての費用                       

                                                

                                                 ｍ３         1              442.3             442.3 

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－26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              509.7 

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用       

                                                

                                                 ｍ２         1              509.7             509.7 

               計

            509.7 

               単価

          509.7 円／m2

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            442.3 

               単価

          442.3 円／m3

              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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－29号

橋面防水 ｼｰﾄ防水

m2

        1            2,493   

シート系防水 補修 有 9.638m/100m2 有                         

19.277m/100m2 無                                

                                                 ｍ２         1            2,493             2,493   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－28号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

               計

          2,350   

               単価

        2,350   円／m3

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          2,493   

               単価

        2,493   円／m2

              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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－31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)DS5000 

舗装厚平均40mm 3.0m超 m2

        1            1,746   

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            1,746             1,746   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－30号

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(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)DS3000 

舗装厚平均40mm 3.0m超 m2

        1            1,689   

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

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)DS3000 

無し 全ての費用                                  ｍ２         1            1,689             1,689   

               計

          1,689   

               単価

        1,689   円／m2

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          1,746   

               単価

        1,746   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－33号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              662.4 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 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              662.4             662.4 

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－32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              296.5 

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              296.5             296.5 

               計

            296.5 

               単価

          296.5 円／m

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            662.4 

               単価

          662.4 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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－35号

ﾎﾞﾙﾄ落下防止ｷｬｯﾌﾟ F11T(M22)ﾎﾞﾙﾄ用

個

        1              260.4 

ﾎﾞﾙﾄ落下防止ｷｬｯﾌﾟ設置 F11T(M22)ﾎﾞﾙﾄ用

個         1               36.33              36.33

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－34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              127.6 

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              127.6             127.6 

               計

            127.6 

               単価

          127.6 円／m

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

ﾎﾞﾙﾄ落下防止ｷｬｯﾌﾟ F11T(M22)ﾎﾞﾙﾄ用 

個         1              224               224   

               計

            260.33

               単価

          260.4 円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－36号

あて板補修 SS400

t

        0.003     7,363,000   

あて板設置

t         0.003     1,924,000             5,772   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

工場製作材料費（ｔ）

ｔ         0.003     2,700,000             8,100   

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５

組         5              143.2             716   

現場孔明（鋼構造物） 10本以上/箇所 全ての費用                        

                                                

                                                本         5            1,129             5,645   

継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装） 動力工具処理 無し 無し                          

                                                

                                                 ｍ２         0.3          4,056             1,216.8 

継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し                

                                                

                                                 ｍ２         0.3          2,122               636.6 

               計

         22,086.4 

               単価

    7,363,000   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－38号

左官工法 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          226,800   

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.067m3                          

                                                

                                                構造物         1          226,800           226,800   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－37号

低圧注入工法 25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物

        1          142,300   

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満 0.241kg 0.908kg 32個                    

                                                

                                                構造物         1          142,300           142,300   

               計

        142,300   

               単価

      142,300   円／構造物

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

        226,800   

               単価

      226,800   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－40号

素地調整 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)

m2

        1            2,643   

塗替塗装 素地調整 無し 無し 無し                         

2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)                  

                                                 ｍ２         1            2,643             2,643   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－39号

塗膜除去 塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(2回)

m2

        1           12,680   

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 標準以外 2回       

0.5kg/m2                                        

                                                 ｍ２         1           10,760            10,760   

廃材の回収・積込 無し 無し                                       

                                                

                                                 ｍ２         1            1,912             1,912   

               計

         12,672   

               単価

       12,680   円／m2

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          2,643   

               単価

        2,643   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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－42号

下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 　 塗装

回数 1回 m2

        1            1,739   

塗替塗装 下塗り 無し 無し 無し                           

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰＩＩ       

                                                 ｍ２         1            1,739             1,739   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－41号

素地調整 4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)

m2

        1              480   

塗替塗装 素地調整 無し 無し 無し                         

4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)                  

                                                 ｍ２         1              480               480   

               計

            480   

               単価

          480   円／m2

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          1,739   

               単価

        1,739   円／m2

              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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－44号

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 　 塗装回

数 1回 m2

        1              754   

塗替塗装 中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料    

はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩                                  

                                                 ｍ２         1              754               754   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－43号

下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 塗装回数

 1回 m2

        1            1,475   

塗替塗装 下塗り 無し 無し 無し                           

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ         

                                                 ｍ２         1            1,475             1,475   

               計

          1,475   

               単価

        1,475   円／m2

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            754   

               単価

          754   円／m2

              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

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－46号

塗膜除去 塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(2回)

m2

        1           12,680   

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 標準以外 2回       

0.5kg/m2                                        

                                                 ｍ２         1           10,760            10,760   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－45号

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 　 塗装回

数 1回 m2

        1            1,243   

塗替塗装 上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料    

はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩                                  

                                                 ｍ２         1            1,243             1,243   

               計

          1,243   

               単価

        1,243   円／m2

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

廃材の回収・積込 無し 無し                                       

                                                

                                                 ｍ２         1            1,912             1,912   

               計

         12,672   

               単価

       12,680   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－48号

素地調整 4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)

m2

        1              859.2 

塗替塗装 素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し             

4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)                  

                                                 ｍ２         1              859.2             859.2 

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－47号

素地調整 3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)

m2

        1            3,326   

塗替塗装 素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し             

3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)                 

                                                 ｍ２         1            3,326             3,326   

               計

          3,326   

               単価

        3,326   円／m2

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            859.2 

               単価

          859.2 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－49号

下塗 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 　 塗装

回数 1回 m2

        1            3,519   

塗替塗装 下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し               

無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ         

                                                 ｍ２         1            3,519             3,519   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          3,519   

               単価

        3,519   円／m2

              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

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－50号

足場 吊り足場

m2

      470            5,270   

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

                                                

                                                 ｍ２       470            4,968         2,334,960   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

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

                                                

                                                 ｍ２       140              348            48,720   

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

                                                

                                                 ｍ２       140              319            44,660   

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 ｼ-ﾄ張防護 1月                          

                                                

                                                 ｍ２       610               79            48,190   

               計

      2,476,530   

               単価

        5,270   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－52号

交通誘導警備員

人日

      117           13,660   

交通誘導警備員Ａ

人日        62           14,490           898,380   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－51号

足場 枠組足場　　　　　　　　　　　　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)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

交通誘導警備員Ｂ

人日        55           12,710           699,050   

               計

      1,597,430   

               単価

       13,660   円／人日

              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

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－53号

建設機械運搬費

台

        1          145,400   

【敦賀市役所～河原高架橋】

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

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         2           63,500           127,000   

運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機

台         2            9,170            18,340   

               計

        145,340   

               単価

      145,400   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

ﾎﾞﾙﾄ落下防止ｷｬｯﾌﾟ設置 F11T(M22)ﾎﾞﾙﾄ用

個

      100               36.33

普通作業員  

人         0.2         18,165             3,633   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          3,633   

               単価

           36.33 円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

支承ﾎﾞﾙﾄ取替 M24×100

本

      100            2,928   

橋りょう特殊工  

人         3           29,400            88,200   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

普通作業員  

人         9           18,165           163,485   

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ １ｋＶＡ

供用日         3              183               549   

ガソリン レギュラー

Ｌ        43              124             5,332   

諸雑費（率＋まるめ）

       14%

式         1             35,234   

               計

        292,800   

               単価

        2,928   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

あて板設置

t

        1        1,924,000   

土木一般世話役  

人        18           23,835           429,030   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人        40           21,420           856,800   

普通作業員  

人        12           18,165           217,980   

諸雑費（率＋まるめ）

       28%

式         1            420,190   

               計

      1,924,000   

               単価

    1,924,000   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

工場製作材料費（ｔ）

ｔ

        1        2,606,000   

あて板製作材料費 SM490YA 加工費 工場塗装 運搬費含む 

ｔ         1        2,606,000         2,606,000   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

      2,606,000   

               単価

    2,606,000   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 無し 無し 鈑桁構造・箱桁構造 標準以外 2回       

0.5kg/m2                                        

                                                

 ｍ２

        1           10,760   

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間 鈑桁構造・箱桁構造 時間制約無

 ｍ２         2            4,092             8,184   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

塗膜剥離剤 水性塗膜剥離剤

ｋｇ         1.07         2,400             2,568   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         10,760   

               単価

       10,760   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 37 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

塗替塗装 素地調整 無し 無し 無し                         

2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)                  

                                                

 ｍ２

      100            2,643   

橋梁塗装工　塗替塗装 昼間 素地調整 ２種ケレン 制約無

 ｍ２       100            2,643           264,300   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

廃材の回収・積込 無し 無し                                       

                                                

                                                

 ｍ２

        1            1,912   

廃材の回収・積込 昼間 時間制約無

 ｍ２         1            1,912             1,912   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,912   

               単価

        1,912   円／ｍ２

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        264,300   

               単価

        2,643   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

塗替塗装 下塗り 無し 無し 無し                           

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ         

                                                

 ｍ２

      100            1,475   

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り 昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約・

 ｍ２       100            1,475           147,500   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

塗替塗装 下塗り 無し 無し 無し                           

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰＩＩ       

                                                

 ｍ２

      100            1,739   

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り 昼間 有機ジンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII 制

 ｍ２       100            1,739           173,900   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        173,900   

               単価

        1,739   円／ｍ２

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        147,500   

               単価

        1,475   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

塗替塗装 上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料    

はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩                                  

                                                

 ｍ２

      100            1,243   

橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 制約無

 ｍ２       100            1,243           124,300   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

塗替塗装 中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料    

はけ･ﾛｰﾗｰ 濃彩                                  

                                                

 ｍ２

      100              754   

橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り 昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー濃彩 制約無

 ｍ２       100              754            75,400   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         75,400   

               単価

          754   円／ｍ２

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        124,300   

               単価

        1,243   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

継手部下塗り（新橋現場・新橋継手

部現場塗装）

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 無し 無し                

                                                

                                                

 ｍ２

      100            2,122   

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 制約無

 ｍ２       100            2,121.12         212,112   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

継手部素地調整（新橋現場・新橋継

手部現場塗装）

動力工具処理 無し 無し                          

                                                

                                                

 ｍ２

      100            4,056   

橋梁塗装工　新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無

 ｍ２       100            4,056           405,600   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        405,600   

               単価

        4,056   円／ｍ２

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 88   

               計

        212,200   

               単価

        2,122   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

ひび割れ補修工（充てん工法） 20m未満 5.66kg                                  

                                                

                                                

構造物

        1          102,400   

土木一般世話役  

人         0.85        23,835            20,259   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

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         6.792         3,360            22,821   

諸雑費（率＋まるめ）

        17%

式         1             11,493   

               計

        102,400   

               単価

      102,400   円／構造物

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m以上 162m 3.411kg                            

16.492kg 585個                                  

                                                

構造物

        1        1,089,000   

土木一般世話役  

人         9.396        23,835           223,953   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人        15.552        21,420           333,123   

普通作業員  

人        11.502        18,165           208,933   

注入材 ｴﾎﾟｷｼ 

ｋｇ         3.411         2,550             8,698   

シール材 ｴﾎﾟｷｼ 

ｋｇ        22.594         2,040            46,091   

低圧注入器

個       585              380           222,300   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1             45,902   

               計

      1,089,000   

               単価

    1,089,000   円／構造物

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.058m3                          

                                                

                                                

構造物

        1          223,300   

土木一般世話役  

人         2.3         23,835            54,820   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

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         0.068       320,000            21,760   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1             19,912   

               計

        223,300   

               単価

      223,300   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

塗替塗装 素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し             

3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)                 

                                                

 ｍ２

      100            3,326   

橋梁塗装工　塗替塗装 昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 制約無

 ｍ２       100            3,325.82         332,582   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

塗替塗装 素地調整 無し 無し 無し                         

4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)                  

                                                

 ｍ２

      100              480   

橋梁塗装工　塗替塗装 昼間 素地調整 ４種ケレン 制約無

 ｍ２       100              480            48,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         48,000   

               単価

          480   円／ｍ２

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 18   

               計

        332,600   

               単価

        3,326   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 45 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

塗替塗装 下塗り 箱桁構造の密閉部 無し 無し               

無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ         

                                                

 ｍ２

      100            3,519   

橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り 昼間 無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約・

 ｍ２       100            3,518.76         351,876   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

塗替塗装 素地調整 箱桁構造の密閉部 無し 無し             

4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)                  

                                                

 ｍ２

      100              859.2 

橋梁塗装工　塗替塗装 昼間 素地調整 ４種ケレン 制約無

 ｍ２       100              859.2          85,920   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         85,920   

               単価

          859.2 円／ｍ２

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 24   

               計

        351,900   

               単価

        3,519   円／ｍ２

              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） 2020.11

2020.11

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)

 ｍ３       100            3,525           352,500   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

        352,500   

               単価

        3,525   円／ｍ３

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m以上 2.9月                              

                                                

                                                

 ｍ２

        1            5,861   

足場材損料  

月         2.9            470             1,363   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.153        29,400             4,498   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,861   

               単価

        5,861   円／ｍ２

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 2.9月                                  

                                                

                                                

 ｍ２

        1              395   

足場材損料  

月         1.45            50                72   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.022        14,700               323   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            395   

               単価

          395   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 2.9月                         

                                                

                                                

 ｍ２

        1              423   

防護材損料  

月         1.45           110               159   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.018        14,700               264   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            423   

               単価

          423   円／ｍ２

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 ｼ-ﾄ張防護 2.9月                        

                                                

                                                

 ｍ２

        1              118   

シート張防護材損料  

月         1.45            42                60   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.004        14,700                58   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            118   

               単価

          118   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） 2020.11

2020.11

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)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

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- 52 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.11

2020.11

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   

2020.11

2020.11

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)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

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- 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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,350   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

 ｍ３       100            2,350           235,000   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

        235,000   

               単価

        2,350   円／ｍ３

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

シート系防水 補修 有 9.638m/100m2 有                         

19.277m/100m2 無                                

                                                

 ｍ２

      100            2,493   

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)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

排水用導水管 外径18mm×長さ5m ｽﾃﾝﾚｽ製

ｍ        10.12         1,170            11,840   

成形目地材 ｾﾛｼｰﾙ同等品 厚5mm 幅35mm

ｍ        20.241           415             8,400   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 60   

               計

        249,300   

               単価

        2,493   円／ｍ２

              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） 2020.11

2020.11

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              296.5 

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)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

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              107             5,243   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,417   

               計

        296,500   

               単価

          296.5 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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 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              662.4 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線45cm　制約無

ｍ     1,000              324           324,000   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

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        88              107             9,416   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,084   

               計

        662,400   

               単価

          662.4 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） 2020.11

2020.11

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              127.6 

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)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

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              107             3,638   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              1,662   

               計

        127,600   

               単価

          127.6 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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

あて板設置

t

        1        1,924,000   

土木一般世話役  

人        18           23,835           429,030   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人        40           21,420           856,800   

普通作業員  

人        12           18,165           217,980   

諸雑費（率＋まるめ）

       28%

式         1            420,190   

               計

      1,924,000   

               単価

    1,924,000   円／t

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

工場製作材料費（ｔ）

ｔ

        1        2,700,000   

あて板製作材料費 SS400 加工費 工場塗装 運搬費含む 

ｔ         1        2,700,000         2,700,000   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

      2,700,000   

               単価

    2,700,000   円／ｔ

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満 0.241kg 0.908kg 32個                    

                                                

                                                

構造物

        1          142,300   

土木一般世話役  

人         1.5         23,835            35,752   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

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         0.241         2,550               614   

シール材 ｴﾎﾟｷｼ 

ｋｇ         1.244         2,040             2,537   

低圧注入器

個        32              380            12,160   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              7,132   

               計

        142,300   

               単価

      142,300   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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3未満 0.067m3                          

                                                

                                                

構造物

        1          226,800   

土木一般世話役  

人         2.3         23,835            54,820   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

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         0.079       320,000            25,280   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1             19,892   

               計

        226,800   

               単価

      226,800   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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                

 ｍ２

        1            4,968   

足場材損料  

月         1              470               470   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.153        29,400             4,498   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,968   

               単価

        4,968   円／ｍ２

              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） 2020.11

2020.11

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)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

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- 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） 2020.11

2020.11

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)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

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- 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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 ｼ-ﾄ張防護 1月                          

                                                

                                                

 ｍ２

        1               79   

シート張防護材損料  

月         0.5             42                21   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.004        14,700                58   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

             79   

               単価

           79   円／ｍ２

              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

参考資料（１）

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機

台

        1            9,170   

路面切削機損料 ﾎｲｰﾙ式：廃材積込装置付2.0×23

供用日         0.1         91,700             9,170   

2020.11

2020.11

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)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,170   

               単価

        9,170   円／台

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

式

        1           51,266   

技術員  

人         1.75        29,295            51,266   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

         51,266   

               単価

       51,266   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 68 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－2号

左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.118m3 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          282,300   

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.118m3                          

                                                

                                                構造物         1          282,300           282,300   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－1号

低圧注入工法 25m未満 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

構造物

        1          127,900   

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満 0.008kg 0.061kg 2個                     

                                                

                                                構造物         1          127,900           127,900   

               計

        127,900   

               単価

      127,900   円／構造物

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

        282,300   

               単価

      282,300   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 69 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－4号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            8,408   

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 16.0km以下 全ての費用             

                                                 ｍ３         1            8,408             8,408   

2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－3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)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          8,408   

               単価

        8,408   円／m3

              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

１次単価表 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

単－5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)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          3,525   

               単価

        3,525   円／m3

              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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

ひび割れ補修工（低圧注入工法） 25m未満 0.008kg 0.061kg 2個                     

                                                

                                                

構造物

        1          127,900   

土木一般世話役  

人         1.5         23,835            35,752   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

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         0.008         2,550                20   

シール材 ｴﾎﾟｷｼ 

ｋｇ         0.084         2,040               171   

低圧注入器

個         2              380               760   

諸雑費（率＋まるめ）

         6%

式         1              7,092   

               計

        127,900   

               単価

      127,900   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） 2020.11

2020.11

1.000-00-00-2-0

断面修復工（左官工法） 有り 0.1m3以上 0.118m3                          

                                                

                                                

構造物

        1          282,300   

土木一般世話役  

人         2.714        23,835            64,688   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         4.484        21,420            96,047   

普通作業員  

人         2.95        18,165            53,586   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 

 ｍ３         0.139       320,000            44,480   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1             23,499   

               計

        282,300   

               単価

      282,300   円／構造物

              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） 2020.11

2020.11

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)

 ｍ３       100            3,525           352,500   

[(自)福井県敦賀市阿曽地先　　　　　　　　　　　　]

               計

        352,500   

               単価

        3,525   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 74 -


