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工事地名

３．予算科目

２．工事内容

工事名

4)  事業名：3)  目の細分：2)  目：1)  予算科目：

１．工事名

国道８号下河端地区路面補修工事

鏡

（自）福井県鯖江市神中町地先　　　　　　　　　　　　　　　　

（至）福井県鯖江市水落町地先

　１）　発注年月　　　　　令和 3年 3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　　　　　7060030007　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　４）　契約区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　舗装工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  204日間 　　　　自　　　令和 3年 4月 5日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年10月25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 3年 2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　　　　　　　2021年 3月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2021年 3月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　      4,050,695 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年 2月12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

国道８号下河端地区路面補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

式         1        102,977,675

　舗装工

　

式         1         93,037,621

　　路面切削工

　　(夜間)

式         1            603,502

　　　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       685              603.6         413,466

単-1号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）

m3        55              870.2          47,861

単-2号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）

m3        55            2,585           142,175

単-3号

　　ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　(夜間)

式         1          3,817,505

　　　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≧5000 舗装厚(平

均) 40mm 平均幅員3.0

 m超 m2       685            3,950         2,705,750

単-4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

.0m超 m2       685            1,623         1,111,755

単-5号

　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　(夜間)

式         1         88,616,614

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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

単価

設計内訳書

国道８号下河端地区路面補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 

50ｍｍ

m        35              667.2          23,352

単-6号

　　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

　　　

7cm以下 一層 段差す

りつけ無 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 m2    30,250            2,756        83,369,000

単-7号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）

m3     1,512              870.2       1,315,742

単-8号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）

m3     1,512            2,585         3,908,520

単-9号

　区画線工

　

式         1          5,313,454

　　区画線工

　　(夜間)

式         1          5,313,454

　　　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       710              351.2         249,352

単-10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       390              377.8         147,342

単-11号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 45cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m     1,830              765.9       1,401,597

単-12号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装無 白色 m     2,390              855.6       2,044,884

単-13号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装無 黄色 m       390              958.3         373,737

単-14号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道８号下河端地区路面補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　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     5,880              150.8         886,704

単-15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     1,230              170.6         209,838

単-16号

　仮設工

　

式         1          4,626,600

　　交通管理工

　　

式         1          4,626,600

　　　交通誘導警備員

　　　(夜間)

人日       220           21,030         4,626,600

単-17号

直接工事費

式         1        102,977,675

共通仮設費

式         1         16,572,490

　共通仮設費

　

式         1          2,464,490

　　運搬費

　　

式         1            136,200

　　　建設機械運搬費

　　　

台         1          136,200           136,200

単-18号

　　技術管理費

　　

式         1             53,290

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

式         1             53,290

内-1号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道８号下河端地区路面補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1          2,275,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1         14,108,000

純工事費

式         1        119,550,165

　現場管理費

　

式         1         36,798,000

工事原価

式         1        156,348,165

　一般管理費等

　

式         1         22,631,835

工事価格

式         1        178,980,000

消費税相当額

式         1         17,898,000

工事費計

式         1        196,878,000
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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 2021. 3

第  1号内訳書 2021. 3

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

式         1             53,290   

        合  計

         53,290   
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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

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－2号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）

m3

        1              870.2 

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

                                                

                                                 ｍ３         1              870.2             870.2 

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－1号

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無

m2

        1              603.6 

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用       

                                                

                                                 ｍ２         1              603.6             603.6 

               計

            603.6 

               単価

          603.6 円／m2

               計

            870.2 

               単価

          870.2 円／m3
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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

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－4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≧500

0 舗装厚(平均) 40mm 平均幅員3.0m超 m2

        1            3,950   

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            1,573             1,573   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－3号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）

m3

        1            2,585   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,585             2,585   

               計

          2,585   

               単価

        2,585   円／m3

塗膜系防水 補修 有 9.64m/100m2 有                          

9.64m/100m2 有                                  

                                                 ｍ２         1            2,377             2,377   

               計

          3,950   

               単価

        3,950   円／m2
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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

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－6号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 50ｍｍ

m

        1              667.2 

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

                                                

                                                ｍ         1              667.2             667.2 

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－5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            1,623   

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            1,623             1,623   

               計

          1,623   

               単価

        1,623   円／m2

               計

            667.2 

               単価

          667.2 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－8号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）

m3

        1              870.2 

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

                                                

                                                 ｍ３         1              870.2             870.2 

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－7号

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 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 m2

        1            2,756   

切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 50mm 各種                       

2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ                                 

                                                 ｍ２         1            2,756             2,756   

               計

          2,756   

               単価

        2,756   円／m2

               計

            870.2 

               単価

          870.2 円／m3
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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

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－10号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              351.2 

区画線設置 有り 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              351.2             351.2 

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－9号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）

m3

        1            2,585   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,585             2,585   

               計

          2,585   

               単価

        2,585   円／m3

               計

            351.2 

               単価

          351.2 円／m
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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

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－12号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              765.9 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 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              765.9             765.9 

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－11号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              377.8 

区画線設置 有り 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              377.8             377.8 

               計

            377.8 

               単価

          377.8 円／m

               計

            765.9 

               単価

          765.9 円／m
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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

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－14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              958.3 

区画線設置 有り 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              958.3             958.3 

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－13号

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

性舗装無 白色 m

        1              855.6 

区画線設置 有り 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              855.6             855.6 

               計

            855.6 

               単価

          855.6 円／m

               計

            958.3 

               単価

          958.3 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－16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              170.6 

区画線設置 有り 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              170.6             170.6 

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－15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              150.8 

区画線設置 有り 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              150.8             150.8 

               計

            150.8 

               単価

          150.8 円／m

               計

            170.6 

               単価

          170.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－18号

建設機械運搬費

台

        1          136,200   

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   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－17号

交通誘導警備員

(夜間) 人日

      220           21,030   

交通誘導警備員Ａ

人日       110           22,530         2,478,300   

交通誘導警備員Ｂ

人日       110           19,530         2,148,300   

               計

      4,626,600   

               単価

       21,030   円／人日

運搬される建設機械の運搬中の損料

台         1            9,170             9,170   

               計

        136,170   

               単価

      136,200   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



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） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,585   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)　(株)清水組

 ｍ３       100            2,585           258,500   

               計

        258,500   

               単価

        2,585   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



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） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

塗膜系防水 補修 有 9.64m/100m2 有                          

9.64m/100m2 有                                  

                                                

 ｍ２

      100            2,377   

橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系） 補修

 ｍ２       100            2,208           220,800   

排水用導水管 外径18mm×5m ｽﾃﾝﾚｽ製

ｍ        10.122         1,170            11,842   

成形目地材 ｾﾛｼｰﾙ同等品 厚5mm 幅40mm

ｍ        10.122           496             5,020   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 38   

               計

        237,700   

               単価

        2,377   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



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） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 50mm 各種                       

2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ                                 

                                                

 ｍ２

      100            2,756   

土木一般世話役  

人         0.11        36,067             3,967   

特殊作業員  

人         0.33        32,287            10,654   

普通作業員  

人         0.549        27,405            15,045   

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS5000 (夜間)

ｔ        12.573        13,400           168,478   

アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用

Ｌ        43               94             4,042   

路面切削機運転 7cm以下 一層 

日         0.11       261,700            28,787   

路面清掃車運転 7cm以下 一層 

日         0.11        78,500             8,635   

アスファルトフィニッシャ運転 7cm以下 一層 

日         0.11       118,400            13,024   

ロードローラ運転 7cm以下 一層 

日         0.11        53,520             5,887   

タイヤローラ運転 7cm以下 一層 

日         0.11        40,330             4,436   

諸雑費（率＋まるめ）

        14%

式         1             12,645   

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



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） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 50mm 各種                       

2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ                                 

                                                

 ｍ２

      100            2,756   

               計

        275,600   

               単価

        2,756   円／ｍ２

              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

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 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              351.2 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000              236           236,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        44              112             4,928   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,432   

               計

        351,200   

               単価

          351.2 円／ｍ

              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

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 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              377.8 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約無

ｍ     1,000              262           262,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        49              112             5,488   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,472   

               計

        377,800   

               単価

          377.8 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 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              765.9 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線45cm　制約無

ｍ     1,000              428           428,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              162           275,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        80              112             8,960   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,040   

               計

        765,900   

               単価

          765.9 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 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              855.6 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無

ｍ     1,200              590           708,000   

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       684              162           110,808   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       132              112            14,784   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,008   

               計

        855,600   

               単価

          855.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 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              958.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無

ｍ     1,200              590           708,000   

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              112            14,784   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             11,896   

               計

        958,300   

               単価

          958.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 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              150.8 

区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000               92            92,000   

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              112             3,808   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              1,692   

               計

        150,800   

               単価

          150.8 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

区画線設置 有り 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              170.6 

区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約無

ｍ     1,000              111           111,000   

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              112             4,592   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              1,708   

               計

        170,600   

               単価

          170.6 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

参考資料（１）

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           19,530   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           19,530            19,530   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           22,530   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           22,522            22,522   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         22,530   

               単価

       22,530   円／人日

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         19,530   

               単価

       19,530   円／人日

              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

参考資料（１）

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

運搬される建設機械の運搬中の損料

台

        1            9,170   

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         0.1         91,700             9,170   

2021. 3

2021. 3

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

               計

          9,170   

               単価

        9,170   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

式

        1           53,290   

技術員  

人         1.75        30,450            53,287   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         53,290   

               単価

       53,290   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

路面切削機運転 7cm以下 一層 

日

        1          261,700   

運転手（特殊）  

人         1           31,815            31,815   

軽油  １．２号

Ｌ       204              112            22,848   

路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ 排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ

供用日         1.31       158,000           206,980   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 57   

               計

        261,700   

               単価

      261,700   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

路面清掃車運転 7cm以下 一層 

日

        1           78,500   

運転手（一般）  

人         0.98        31,342            30,715   

軽油  １．２号

Ｌ        43              112             4,816   

路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］ ホッパ容量１．５ｍ３

供用日         1.31        32,800            42,968   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         78,500   

               単価

       78,500   円／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

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

アスファルトフィニッシャ運転 7cm以下 一層 

日

        1          118,400   

運転手（特殊）  

人         1           31,815            31,815   

軽油  １．２号

Ｌ        48              112             5,376   

ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．４～６．０ｍ

供用日         1.39        58,400            81,176   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 33   

               計

        118,400   

               単価

      118,400   円／日

              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（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

ロードローラ運転 7cm以下 一層 

日

        1           53,520   

運転手（特殊）  

人         1           31,815            31,815   

軽油  １．２号

Ｌ        25              112             2,800   

ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

供用日         1.39        13,600            18,904   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         53,520   

               単価

       53,520   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

タイヤローラ運転 7cm以下 一層 

日

        1           40,330   

運転手（特殊）  

人         1           31,815            31,815   

軽油  １．２号

Ｌ        26              112             2,912   

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ

日         1.16         4,830             5,602   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         40,330   

               単価

       40,330   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -


