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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号一本田地区路面補修他工事

鏡

（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　　　　　　 

（至）福井県坂井市丸岡町一本田地先

　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　　　　　7060010034　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　舗装工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  268日間 　　　　自　　　令和 3年 4月 5日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年12月28日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　福井県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　福井市　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 　　　　　　　      3,690,446 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年 2月16日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道８号一本田地区路面補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

(一本田地区)

式         1         65,064,964

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

　舗装工

　

式         1         57,814,030

　　路面切削工

　　(橋梁部)(夜間施工)

式         1            230,080

　　　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       250              603.6         150,900

単-1号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3        20            1,045            20,900

単-2号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3        20            2,914            58,280

単-3号

　　ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　(橋梁部)（夜間施工）

式         1          1,380,500

　　　基層(車道・路肩部)

　　　(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

)DS5000 舗装厚 40ｍ

ｍ 3.0m超 m2       250            3,929           982,250

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

)DS5000 舗装厚 40ｍ

ｍ 3.0m超 m2       250            1,593           398,250

単-5号

　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　(一般部)（夜間施工）

式         1         56,203,450

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 

50ｍｍ

m       110              667.2          73,392

単-6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号一本田地区路面補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　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)DS5000 m2    19,250            2,718        52,321,500

単-7号

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       962            1,045         1,005,290

単-8号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       962            2,914         2,803,268

単-9号

　区画線工

　

式         1          4,222,614

　　区画線工

　　(夜間施工)

式         1          4,222,614

　　　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       440              351.2         154,528

単-10号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 黄色 m         5              436.8           2,184

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       180              377.8          68,004

単-12号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m     1,060              862           913,720

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 白色 m     2,610              855.6       2,233,116

単-14号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装無 黄色 m       180              958.3         172,494

単-15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号一本田地区路面補修他工事 (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     3,640              150.8         548,912

単-16号

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

　　　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       760              170.6         129,656

単-17号

　仮設工

　

式         1          3,028,320

　　交通管理工

　　(夜間施工)

式         1          3,028,320

　　　交通誘導警備員

　　　

人日       144           21,030         3,028,320

単-18号

直接工事費

式         1         65,064,964

共通仮設費

式         1         10,569,957

　共通仮設費

　

式         1            799,957

　　運搬費

　　

式         1             75,670

　　　建設機械運搬費

　　　

台         1           75,670            75,670

単-19号

　　技術管理費

　　

式         1             53,287

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

式         1             53,287

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号一本田地区路面補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            671,000

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          9,770,000

純工事費

式         1         75,634,921

　現場管理費

　

式         1         25,174,000

工事原価

式         1        165,043,579

　一般管理費等

　

式         1         22,816,421

工事価格

式         1        187,860,000

消費税相当額

式         1         18,786,000

工事費計

式         1        206,646,000
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道８号一本田地区路面補修他工事(熊坂地区) (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

橋梁保全工事

(金山橋)

式         1         13,557,570

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

　橋梁補修工

　

式         1          4,493,210

　　橋梁補修工

　　

式         1          4,298,000

　　　あて板補修

　　　

t         1.4      2,848,000         3,987,200

単-1号

　　　部材撤去

　　　

t         0.2      1,554,000           310,800

単-2号

　　支承取替工

　　

式         1             82,140

　　　ﾎﾞﾙﾄ取替

　　　

M22×70

本        12            6,845            82,140

単-3号

　　桁補修工

　　

式         1            113,070

　　　桁亀裂補修

　　　

ｽﾄｯﾌﾟﾎ-ﾙ削孔 径16mm

箇所         1            6,212             6,212

単-4号

　　　桁溶接補修

　　　

m         0.2         16,490             3,298

単-5号

　　　ｼｰﾙ材

　　　

ｴﾎﾟｷｼ　25×70

m         3           34,520           103,560

単-6号

　現場塗装工

　

式         1          8,113,600
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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号一本田地区路面補修他工事(熊坂地区) (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　橋梁塗装工

　　Rc-Ⅱ

式         1          8,113,600

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

　　　塗膜除去

　　　

塗膜剥離剤塗布･塗膜

除去(2回)

m2       400           12,680         5,072,000

単-7号

　　　素地調整

　　　

2種ｹﾚﾝ(動力工具と手

工具の併用)

m2       400            2,643         1,057,200

単-8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 2回 m2       400            1,739           695,600

単-9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 2回 m2       400            1,475           590,000

単-10号

　　　中塗

　　　

弱溶剤形ふっ素樹脂塗

料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗

装回数 1回 m2       400              715           286,000

単-11号

　　　上塗

　　　

弱溶剤形ふっ素樹脂塗

料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗

装回数 1回 m2       400            1,032           412,800

単-12号

　構造物撤去工

　

式         1            130,280

　　運搬処理工

　　

式         1            130,280

　　　現場発生品運搬

　　　

回         1           10,280            10,280

単-13号

　　　廃材運搬

　　　

塗膜くず(鉛)

回         1           80,000            80,000

単-14号

　　　廃材処分

　　　

塗膜くず(鉛) 200kg未

満

式         1             40,000

内-1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

国道８号一本田地区路面補修他工事(熊坂地区) (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　仮設工

　

式         1            820,480

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

　　橋梁足場工

　　

式         1            596,160

　　　足場

　　　

安全ネット必要

m2       120            4,968           596,160

単-15号

　　交通管理工

　　

式         1            224,320

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        16           14,020           224,320

単-16号

橋梁保全工事

(金山橋側道橋(上))

式         1          9,481,720

　橋梁補修工

　

式         1          4,837,000

　　橋梁補修工

　　

式         1          4,837,000

　　　あて板補修

　　　

t         1.4      2,789,000         3,904,600

単-17号

　　　部材撤去

　　　

t         0.6      1,554,000           932,400

単-18号

　現場塗装工

　

式         1          3,651,120

　　橋梁塗装工

　　Rc-Ⅱ

式         1          3,651,120
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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号一本田地区路面補修他工事(熊坂地区) (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　塗膜除去

　　　

塗膜剥離剤塗布･塗膜

除去(2回)

m2       180           12,680         2,282,400

単-19号

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

　　　素地調整

　　　

2種ｹﾚﾝ(動力工具と手

工具の併用)

m2       180            2,643           475,740

単-20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 2回 m2       180            1,739           313,020

単-21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 2回 m2       180            1,475           265,500

単-22号

　　　中塗

　　　

弱溶剤形ふっ素樹脂塗

料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗

装回数 1回 m2       180              715           128,700

単-23号

　　　上塗

　　　

弱溶剤形ふっ素樹脂塗

料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗

装回数 1回 m2       180            1,032           185,760

単-24号

　構造物撤去工

　

式         1            131,370

　　運搬処理工

　　

式         1            131,370

　　　現場発生品運搬

　　　

回         1           11,370            11,370

単-25号

　　　廃材運搬

　　　

塗膜くず(鉛)

回         1           80,000            80,000

単-26号

　　　廃材処分

　　　

塗膜くず(鉛) 200kg未

満

式         1             40,000

内-2号

　仮設工

　

式         1            862,230
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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号一本田地区路面補修他工事(熊坂地区) (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　橋梁足場工

　　

式         1            637,910

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

　　　足場

　　　

安全ネット必要

m2       130            4,907           637,910

単-27号

　　交通管理工

　　

式         1            224,320

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        16           14,020           224,320

単-28号

道路修繕

(熊坂地区)

式         1         17,668,668

　舗装工

　

式         1         15,381,757

　　路面切削工

　　(橋梁部)（夜間施工）

式         1            107,083

　　　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       108              603.6          65,188

単-29号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3         9            1,741            15,669

単-30号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3         9            2,914            26,226

単-31号

　　ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　(橋梁部)（夜間施工）

式         1            634,284
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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号一本田地区路面補修他工事(熊坂地区) (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　基層(車道・路肩部)

　　　(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

)DS5000 舗装厚 40ｍ

ｍ 3.0m超 m2       108            4,280           462,240

単-32号

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

　　　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 40ｍ

ｍ 3.0m超 m2       108            1,593           172,044

単-33号

　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　(一般部)（夜間施工）

式         1         14,640,390

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 

50ｍｍ

m         7              667.2           4,670

単-34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)DS5000 m2     4,960            2,718        13,481,280

単-35号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       248            1,741           431,768

単-36号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       248            2,914           722,672

単-37号

　区画線工

　

式         1          1,361,591

　　区画線工

　　(夜間施工)

式         1          1,361,591

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 30cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 黄色 m       750              773.4         580,050

単-38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       650              855.6         556,140

単-39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

国道８号一本田地区路面補修他工事(熊坂地区) (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　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     1,480              150.8         223,184

単-40号

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

　　　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        13              170.6           2,217

単-41号

　仮設工

　

式         1            925,320

　　交通管理工

　　(夜間施工)

式         1            925,320

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        44           21,030           925,320

単-42号

直接工事費

式         1         40,707,958

共通仮設費

式         1          7,096,700

　共通仮設費

　

式         1            715,700

　　運搬費

　　

式         1            155,900

　　　建設機械運搬費

　　　

台         1          155,900           155,900

単-43号

　　技術管理費

　　

式         1            120,800

　　　有害物質分析試験費

　　　

鉛、PCB、六価クロム

式         1            120,800

内-3号

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



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

単価

設計内訳書

国道８号一本田地区路面補修他工事(熊坂地区) (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            439,000

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          6,381,000

純工事費

式         1         47,804,658

　現場管理費

　

式         1         16,430,000

工事原価

式         1         64,234,658

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



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             53,287   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

        合  計

         53,287   

              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
廃材処分 2021. 3

第  1号内訳書 2021. 3

1.000-00-00-2-0

廃材処分費 塗膜くず(鉛) 200kg未満

式         1             40,000   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

        合  計

         40,000   

              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

一式当たり内訳書
廃材処分 2021. 3

第  2号内訳書 2021. 3

1.000-00-00-2-0

廃材処分費 塗膜くず(鉛) 200kg未満

式         1             40,000   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

        合  計

         40,000   

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



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
有害物質分析試験費 2021. 3

第  3号内訳書 2021. 3

1.000-00-00-2-0

有害物質分析試験費 鉛、PCB、六価クロム

橋         2           60,400           120,800   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

        合  計

        120,800   

              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

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            1,045   

殻運搬（路面切削） 無し 4.0km以下 全ての費用                       

                                                

                                                 ｍ３         1            1,045             1,045   

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

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

          1,045   

               単価

        1,045   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－4号

基層(車道・路肩部)

(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)DS5000 

舗装厚 40ｍｍ 3.0m超 m2

        1            3,929   

基層（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(各種) 全ての費用                          ｍ２         1            1,553             1,553   

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            2,914   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,914             2,914   

               計

          2,914   

               単価

        2,914   円／m3

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

塗膜系防水 補修 有 9.604m/100m2 有                         

9.604m/100m2 有                                 

                                                 ｍ２         1            2,376             2,376   

               計

          3,929   

               単価

        3,929   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

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)DS5000 

舗装厚 40ｍｍ 3.0m超 m2

        1            1,593   

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            1,593             1,593   

               計

          1,593   

               単価

        1,593   円／m2

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               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            1,045   

殻運搬（路面切削） 無し 4.0km以下 全ての費用                       

                                                

                                                 ｍ３         1            1,045             1,045   

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)DS5000 m2

        1            2,718   

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            2,718             2,718   

               計

          2,718   

               単価

        2,718   円／m2

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

          1,045   

               単価

        1,045   円／m3

              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

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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            2,914   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,914             2,914   

               計

          2,914   

               単価

        2,914   円／m3

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

            351.2 

               単価

          351.2 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－12号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              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 

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－11号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色

m

        1              436.8 

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%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 ｍ         1              436.8             436.8 

               計

            436.8 

               単価

          436.8 円／m

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

            377.8 

               単価

          377.8 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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 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 

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－13号

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

m

        1              862   

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              862               862   

               計

            862   

               単価

          862   円／m

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

            855.6 

               単価

          855.6 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

1.000-00-00-2-50

単－16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 

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－15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 

               計

            958.3 

               単価

          958.3 円／m

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

            150.8 

               単価

          150.8 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

1.000-00-00-2-50

単－18号

交通誘導警備員

人日

      144           21,030   

交通誘導警備員Ａ

人日        72           22,530         1,622,160   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－17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 

               計

            170.6 

               単価

          170.6 円／m

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

交通誘導警備員Ｂ

人日        72           19,530         1,406,160   

               計

      3,028,320   

               単価

       21,030   円／人日

              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

１次単価表 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－19号

建設機械運搬費

台

        1           75,670   

【福井市役所～一本田地区】

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

貨物自動車による運搬（１車１回） 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m          

38840円 0円 無 0円 0円 0円 0円                  

                                                台         1           66,500            66,500   

運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機 輸送日数=0.1日

台         1            9,170             9,170   

               計

         75,670   

               単価

       75,670   円／台

              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

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,914   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

 ｍ３       100            2,914           291,400   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

        291,400   

               単価

        2,914   円／ｍ３

              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

塗膜系防水 補修 有 9.604m/100m2 有                         

9.604m/100m2 有                                 

                                                

 ｍ２

      100            2,376   

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   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

排水用導水管 外径18mm×長さ5m ｽﾃﾝﾚｽ製

ｍ        10.084         1,170            11,798   

成形目地材 ｾﾛｼｰﾙ同等品 厚5mm 幅40mm

ｍ        10.084           496             5,001   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

        237,600   

               単価

        2,376   円／ｍ２

              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            2,718   

土木一般世話役  

人         0.11        36,067             3,967   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         0.33        32,287            10,654   

普通作業員  

人         0.549        27,405            15,045   

アスファルト混合物 密粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型(DS≧5,000)

ｔ        12.573        13,100           164,706   

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             12,617   

              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

1.000-00-00-2-50

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            2,718   

               計

        271,800   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               単価

        2,718   円／ｍ２

              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

1.000-00-00-2-50

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   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        44              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- 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

1.000-00-00-2-50

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%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用

ｍ

    1,000              436.8 

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   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ       570              305           173,850   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        44              112             4,928   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,522   

               計

        436,800   

               単価

          436.8 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

1.000-00-00-2-50

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   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        49              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- 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

1.000-00-00-2-50

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              862   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無

ｍ     1,000              522           522,000   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              162           275,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              350            26,250   

軽油  １．２号

Ｌ        98              112            10,976   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,124   

               計

        862,000   

               単価

          862   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

1.000-00-00-2-50

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   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       684              162           110,808   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       132              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- 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

1.000-00-00-2-50

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   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ       684              305           208,620   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       132              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- 20 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント 加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白

Ｌ        70              635            44,450   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        59              150             8,850   

軽油  １．２号

Ｌ        34              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- 21 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント 加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白

Ｌ        70              635            44,450   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        59              150             8,850   

軽油  １．２号

Ｌ        41              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- 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

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

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

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- 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

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 路面切削機 輸送日数=0.1日

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   

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          

38840円 0円 無 0円 0円 0円 0円                  

                                                

台

        1           66,500   

貨物自動車運送料金 距離制運賃

台         1           66,500            66,500   

               計

         66,500   

               単価

       66,500   円／台

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

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- 24 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 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           53,287   

技術員  

人         1.75        30,450            53,287   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

               計

         53,287   

               単価

       53,287   円／式

              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

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   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

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- 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

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   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

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- 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

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   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

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- 28 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（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   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

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- 29 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（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   

[（自）福井県あわら市熊坂地先　　　　　　　　　　]

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- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－1号

あて板補修

t

        1.4      2,848,000   

あて板設置

m2        12           41,410           496,920   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

工場製作材料費（ｔ）

SM400A ﾒｯｷ含む

ｔ         0.23     1,300,000           299,000   

工場製作材料費（ｔ）

SM400A ﾒｯｷ含まない

ｔ         1.01     1,070,000         1,080,700   

工場製作材料費（ｔ）

鋼製ｻﾝﾄﾞﾙ

ｔ         0.16     2,200,000           352,000   

本締め工 446本                                           

                                                

                                                本       446            1,019           454,474   

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０

組         9              162.5           1,462.5 

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５

組         9              167.2           1,504.8 

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０

組       108              172            18,576   

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５

組       108              176.5          19,062   

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０

組        72              190.5          13,716   

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９５

組       108              195.2          21,081.6 

              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 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－1号

あて板補修

t

        1.4      2,848,000   

高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ M24×G20

組         8            2,940            23,520   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

高力ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ M24×G30

組         8            2,940            23,520   

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×８０

組        16              227             3,632   

コンクリートアンカーボルト設置

本       112            1,233           138,096   

コンクリートアンカーボルト設置

本        16            1,939            31,024   

ｽﾍﾟｰｻｰ M22(丸座金)

枚       828                7.1           5,878.8 

芯出し素地調整

m2        10           28,430           284,300   

ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着材  

ｋｇ        32            3,000            96,000   

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

                                                

                                                本       396            1,161           459,756   

ｶﾞｽ切断 鋼板厚さ20mm以下

m         8           20,200           161,600   

               計

      3,985,823.7 

              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

１次単価表 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－1号

あて板補修

t

        1.4      2,848,000   

               単価

    2,848,000   円／t

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

              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

１次単価表 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－2号

部材撤去

t

        1        1,554,000   

部材撤去

t         1        1,554,000         1,554,000   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

      1,554,000   

               単価

    1,554,000   円／t

              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

１次単価表 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－3号

ﾎﾞﾙﾄ取替 M22×70

本

        1            6,845   

ﾎﾞﾙﾄ撤去

本         1            3,729             3,729   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

ﾎﾞﾙﾄ設置

本         1            2,944             2,944   

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０

組         1              172               172   

               計

          6,845   

               単価

        6,845   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－5号

桁溶接補修

m

        1           16,490   

溶接撤去

m         1            4,757             4,757   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－4号

桁亀裂補修 ｽﾄｯﾌﾟﾎ-ﾙ削孔 径16mm

箇所

        1            6,212   

ｽﾄｯﾌﾟﾎ-ﾙ工 ｽﾄｯﾌﾟﾎ-ﾙ削孔 径16mm

箇所         1            6,212             6,212   

               計

          6,212   

               単価

        6,212   円／箇所

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

現場溶接 すみ肉脚長6mm                                   

                                                

                                                ｍ         1.36         8,624            11,728.64

               計

         16,485.64

               単価

       16,490   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－7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   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－6号

ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ　25×70

m

        3           34,520   

ｼｰﾙ材工

m         3           30,440            91,320   

シール材 エポキシ

ｋｇ         6            2,040            12,240   

               計

        103,560   

               単価

       34,520   円／m

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

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- 37 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－9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

 2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   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－8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

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

          1,739   

               単価

        1,739   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

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－11号

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1

回 m2

        1              715   

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 淡彩                                  

                                                 ｍ２         1              715               715   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－10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

 2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

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

            715   

               単価

          715   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－13号

現場発生品運搬

回

        1           10,280   

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

0.0km以下 0.1t超0.2t以下 

回         1           10,280            10,280   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－12号

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1

回 m2

        1            1,032   

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 淡彩                                  

                                                 ｍ２         1            1,032             1,032   

               計

          1,032   

               単価

        1,032   円／m2

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

         10,280   

               単価

       10,280   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－14号

廃材運搬 塗膜くず(鉛)

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   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

         80,000   

               単価

       80,000   円／回

              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

１次単価表 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－15号

足場 安全ネット必要

m2

      120            4,968   

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 1.8月                              

                                                

                                                 ｍ２       120            4,668           560,160   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 1.8月                                  

                                                

                                                 ｍ２        30              375            11,250   

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 1.8月                         

                                                

                                                 ｍ２        30              369            11,070   

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 ｼ-ﾄ張防護 1.8月                        

                                                

                                                 ｍ２       140               97            13,580   

               計

        596,060   

               単価

        4,968   円／m2

              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

１次単価表 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－16号

交通誘導警備員

人日

       16           14,020   

交通誘導警備員Ａ

人日         8           15,020           120,160   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

交通誘導警備員Ｂ

人日         8           13,020           104,160   

               計

        224,320   

               単価

       14,020   円／人日

              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

１次単価表 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－17号

あて板補修

t

        1.4      2,789,000   

あて板設置

m2        15           41,410           621,150   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

工場製作材料費（ｔ）

SM400A(加工)･SS400

ｔ         1.4      1,060,000         1,484,000   

本締め工 514本                                           

                                                

                                                本       514              880.2         452,422.8 

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５

組       428              176.5          75,542   

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０

組        48              181.2           8,697.6 

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５

組         8              186             1,488   

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０

組         6              190.5           1,143   

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９５

組        24              195.2           4,684.8 

芯出し素地調整

m2         5           28,430           142,150   

ｴﾎﾟｷｼ樹脂接着材  

ｋｇ        18            3,000            54,000   

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

                                                

                                                本       442            1,161           513,162   

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－17号

あて板補修

t

        1.4      2,789,000   

ｶﾞｽ切断 鋼板厚さ20mm以下

m        27           20,200           545,400   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

      3,903,840.2 

               単価

    2,789,000   円／t

              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

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－19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   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－18号

部材撤去

t

        1        1,554,000   

部材撤去

t         1        1,554,000         1,554,000   

               計

      1,554,000   

               単価

    1,554,000   円／t

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

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- 46 -



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－21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

 2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   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－20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

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

          1,739   

               単価

        1,739   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



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－23号

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1

回 m2

        1              715   

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 淡彩                                  

                                                 ｍ２         1              715               715   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－22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

 2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

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

            715   

               単価

          715   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



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－25号

現場発生品運搬

回

        1           11,370   

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

0.0km以下 0.5t超0.8t以下 

回         1           11,370            11,370   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－24号

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1

回 m2

        1            1,032   

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 淡彩                                  

                                                 ｍ２         1            1,032             1,032   

               計

          1,032   

               単価

        1,032   円／m2

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

         11,370   

               単価

       11,370   円／回

              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

１次単価表 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－26号

廃材運搬 塗膜くず(鉛)

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   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

         80,000   

               単価

       80,000   円／回

              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

１次単価表 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－27号

足場 安全ネット必要

m2

      130            4,907   

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 1.3月                              

                                                

                                                 ｍ２       130            4,455           579,150   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 1.3月                                  

                                                

                                                 ｍ２        60              362            21,720   

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 1.3月                         

                                                

                                                 ｍ２        60              341            20,460   

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 ｼ-ﾄ張防護 1.3月                        

                                                

                                                 ｍ２       190               87            16,530   

               計

        637,860   

               単価

        4,907   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -



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－29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 

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－28号

交通誘導警備員

人日

       16           14,020   

交通誘導警備員Ａ

人日         8           15,020           120,160   

交通誘導警備員Ｂ

人日         8           13,020           104,160   

               計

        224,320   

               単価

       14,020   円／人日

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

            603.6 

               単価

          603.6 円／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

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－31号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            2,914   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,914             2,914   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－30号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            1,741   

殻運搬（路面切削） 無し 9.0km以下 全ての費用                       

                                                

                                                 ｍ３         1            1,741             1,741   

               計

          1,741   

               単価

        1,741   円／m3

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

          2,914   

               単価

        2,914   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－33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 40ｍｍ 3.0m超 m2

        1            1,593   

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            1,593             1,593   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－32号

基層(車道・路肩部)

(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)DS5000 

舗装厚 40ｍｍ 3.0m超 m2

        1            4,280   

基層（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(各種) 全ての費用                          ｍ２         1            1,553             1,553   

塗膜系防水 補修 有 29.63m/100m2 有                         

29.63m/100m2 有                                 

                                                 ｍ２         1            2,727             2,727   

               計

          4,280   

               単価

        4,280   円／m2

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

          1,593   

               単価

        1,593   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 54 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－35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)DS5000 m2

        1            2,718   

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            2,718             2,718   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－34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 

               計

            667.2 

               単価

          667.2 円／m

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

          2,718   

               単価

        2,718   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－37号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            2,914   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,914             2,914   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－36号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            1,741   

殻運搬（路面切削） 無し 9.0km以下 全ての費用                       

                                                

                                                 ｍ３         1            1,741             1,741   

               計

          1,741   

               単価

        1,741   円／m3

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

          2,914   

               単価

        2,914   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－39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 

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－38号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色

m

        1              773.4 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 ｍ         1              773.4             773.4 

               計

            773.4 

               単価

          773.4 円／m

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

            855.6 

               単価

          855.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－41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

1.000-00-00-2-50

単－40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

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

            170.6 

               単価

          170.6 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

１次単価表 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

単－42号

交通誘導警備員

人日

       44           21,030   

交通誘導警備員Ａ

人日        22           22,530           495,660   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

交通誘導警備員Ｂ

人日        22           19,530           429,660   

               計

        925,320   

               単価

       21,030   円／人日

              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

１次単価表 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

単－43号

建設機械運搬費

台

        1          155,900   

【一本田地区～熊坂地区】

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

貨物自動車による運搬（１車１回） 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m          

38840円 0円 無 0円 0円 0円 0円                  

                                                台         1           66,500            66,500   

運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機 輸送日数=0.04日

台         1            3,668             3,668   

【熊坂地区～福井市役所】

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          

44910円 0円 無 0円 0円 0円 0円                  

                                                台         1           76,500            76,500   

運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機 輸送日数=0.1日

台         1            9,170             9,170   

               計

        155,838   

               単価

      155,900   円／台

              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） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

あて板設置

m2

      100           41,410   

土木一般世話役  

人        14           24,045           336,630   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

特殊作業員  

人       144           21,525         3,099,600   

普通作業員  

人        18           18,270           328,860   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1            375,910   

               計

      4,141,000   

               単価

       41,410   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 61 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

工場製作材料費（ｔ）

SM400A ﾒｯｷ含まない

ｔ

        1        1,070,000   

あて板(金山橋) SM400A(加工) ﾒｯｷ含まない

ｔ         1        1,070,000         1,070,000   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

工場製作材料費（ｔ）

SM400A ﾒｯｷ含む

ｔ

        1        1,300,000   

あて板(金山橋) SM400A(加工) ﾒｯｷ含む

ｔ         1        1,300,000         1,300,000   

               計

      1,300,000   

               単価

    1,300,000   円／ｔ

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

      1,070,000   

               単価

    1,070,000   円／ｔ

              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） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

工場製作材料費（ｔ）

鋼製ｻﾝﾄﾞﾙ

ｔ

        1        2,200,000   

鋼製ｻﾝﾄﾞﾙ(金山橋) SS400(加工)

ｔ         1        2,200,000         2,200,000   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

      2,200,000   

               単価

    2,200,000   円／ｔ

              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） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

本締め工 446本                                           

                                                

                                                

本

      100            1,019   

橋りょう世話役  

人         0.526        36,015            18,943   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

橋りょう特殊工  

人         2.632        30,030            79,038   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1              3,919   

               計

        101,900   

               単価

        1,019   円／本

              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） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

芯出し素地調整

m2

       10           28,430   

橋りょう世話役  

人         1           36,015            36,015   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

橋りょう特殊工  

人         4           30,030           120,120   

普通作業員  

人         6           18,270           109,620   

諸雑費（率＋まるめ）

       7%

式         1             18,545   

               計

        284,300   

               単価

       28,430   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） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

ｶﾞｽ切断 鋼板厚さ20mm以下

m

      100           20,200   

溶接工  

人        50           26,040         1,302,000   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

普通作業員  

人        10           18,270           182,700   

アセチレン ボンベ

ｋｇ       238            1,270           302,260   

酸素 ボンベ

 ｍ３       596              267           159,132   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1             73,908   

               計

      2,020,000   

               単価

       20,200   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 66 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

部材撤去

t

        1        1,554,000   

橋りょう世話役  

人        11.5         36,015           414,172   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

橋りょう特殊工  

人        30.5         30,030           915,915   

普通作業員  

人         9           18,270           164,430   

諸雑費（率＋まるめ）

       4%

式         1             59,483   

               計

      1,554,000   

               単価

    1,554,000   円／t

              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） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

ﾎﾞﾙﾄ撤去

本

       10            3,729   

橋りょう特殊工  

人         1           30,030            30,030   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

普通作業員  

人         0.25        18,270             4,567   

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

3.9L/日                                         

                                                日         1              972               972   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              1,721   

               計

         37,290   

               単価

        3,729   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 68 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

ﾎﾞﾙﾄ設置

本

       10            2,944   

橋りょう特殊工  

人         0.8         30,030            24,024   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

普通作業員  

人         0.2         18,270             3,654   

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

3.9L/日                                         

                                                日         0.4            972               388   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              1,374   

               計

         29,440   

               単価

        2,944   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 69 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

ｽﾄｯﾌﾟﾎ-ﾙ工 ｽﾄｯﾌﾟﾎ-ﾙ削孔 径16mm

箇所

       10            6,212   

橋りょう特殊工  

人         1           30,030            30,030   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

普通作業員  

人         1           18,270            18,270   

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

10L/日                                          

                                                日         1            1,753             1,753   

諸雑費（率＋まるめ）

       25%

式         1             12,067   

               計

         62,120   

               単価

        6,212   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 70 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

溶接撤去

m

       10            4,757   

土木一般世話役  

人         0.5         24,045            12,022   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

溶接工  

人         1           26,040            26,040   

諸雑費（率＋まるめ）

       25%

式         1              9,508   

               計

         47,570   

               単価

        4,757   円／m

              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） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

ｼｰﾙ材工

m

      100           30,440   

土木一般世話役  

人        33.33        24,045           801,419   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

特殊作業員  

人        66.66        21,525         1,434,856   

普通作業員  

人        33.33        18,270           608,939   

諸雑費（率＋まるめ）

       7%

式         1            198,786   

               計

      3,044,000   

               単価

       30,440   円／m

              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） 2021. 3

2021. 3

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   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

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- 73 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021. 3

2021. 3

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   

2021. 3

2021. 3

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

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

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- 74 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021. 3

2021. 3

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   

2021. 3

2021. 3

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

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

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- 75 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021. 3

2021. 3

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 淡彩                                  

                                                

 ｍ２

      100            1,032   

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

 ｍ２       100            1,032           103,200   

2021. 3

2021. 3

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 淡彩                                  

                                                

 ｍ２

      100              715   

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

 ｍ２       100              715            71,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         71,500   

               単価

          715   円／ｍ２

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        103,200   

               単価

        1,032   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 76 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 1.8月                              

                                                

                                                

 ｍ２

        1            4,668   

足場材損料  

月         1.8            425               765   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

橋りょう特殊工  

人         0.13        30,030             3,903   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,668   

               単価

        4,668   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 77 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 1.8月                                  

                                                

                                                

 ｍ２

        1              375   

足場材損料  

月         0.9             50                45   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

橋りょう特殊工  

人         0.022        15,015               330   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            375   

               単価

          375   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 78 -



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

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 1.8月                         

                                                

                                                

 ｍ２

        1              369   

防護材損料  

月         0.9            110                99   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

橋りょう特殊工  

人         0.018        15,015               270   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            369   

               単価

          369   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 79 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 ｼ-ﾄ張防護 1.8月                        

                                                

                                                

 ｍ２

        1               97   

シート張防護材損料  

月         0.9             42                37   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

橋りょう特殊工  

人         0.004        15,015                60   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

             97   

               単価

           97   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 80 -



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

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           13,020   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           13,020            13,020   

2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           15,020   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           15,015            15,015   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         15,020   

               単価

       15,020   円／人日

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         13,020   

               単価

       13,020   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 81 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

あて板設置

m2

      100           41,410   

土木一般世話役  

人        14           24,045           336,630   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

特殊作業員  

人       144           21,525         3,099,600   

普通作業員  

人        18           18,270           328,860   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1            375,910   

               計

      4,141,000   

               単価

       41,410   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 82 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

工場製作材料費（ｔ）

SM400A(加工)･SS400

ｔ

        1        1,060,000   

あて板(金山側道橋) SM400A(加工)･SS400 ﾒｯｷ含まない

ｔ         1        1,060,000         1,060,000   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

      1,060,000   

               単価

    1,060,000   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 83 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

本締め工 514本                                           

                                                

                                                

本

      100              880.2 

橋りょう世話役  

人         0.455        36,015            16,386   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

橋りょう特殊工  

人         2.273        30,030            68,258   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1              3,376   

               計

         88,020   

               単価

          880.2 円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 84 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

芯出し素地調整

m2

       10           28,430   

橋りょう世話役  

人         1           36,015            36,015   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

橋りょう特殊工  

人         4           30,030           120,120   

普通作業員  

人         6           18,270           109,620   

諸雑費（率＋まるめ）

       7%

式         1             18,545   

               計

        284,300   

               単価

       28,430   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 85 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

ｶﾞｽ切断 鋼板厚さ20mm以下

m

      100           20,200   

溶接工  

人        50           26,040         1,302,000   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

普通作業員  

人        10           18,270           182,700   

アセチレン ボンベ

ｋｇ       238            1,270           302,260   

酸素 ボンベ

 ｍ３       596              267           159,132   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1             73,908   

               計

      2,020,000   

               単価

       20,200   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 86 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 1.3月                              

                                                

                                                

 ｍ２

        1            4,455   

足場材損料  

月         1.3            425               552   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

橋りょう特殊工  

人         0.13        30,030             3,903   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,455   

               単価

        4,455   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 87 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 1.3月                                  

                                                

                                                

 ｍ２

        1              362   

足場材損料  

月         0.65            50                32   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

橋りょう特殊工  

人         0.022        15,015               330   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            362   

               単価

          362   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 88 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 1.3月                         

                                                

                                                

 ｍ２

        1              341   

防護材損料  

月         0.65           110                71   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

橋りょう特殊工  

人         0.018        15,015               270   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            341   

               単価

          341   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 89 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-0

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 ｼ-ﾄ張防護 1.3月                        

                                                

                                                

 ｍ２

        1               87   

シート張防護材損料  

月         0.65            42                27   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

橋りょう特殊工  

人         0.004        15,015                60   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

             87   

               単価

           87   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 90 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,914   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

 ｍ３       100            2,914           291,400   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               計

        291,400   

               単価

        2,914   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 91 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

塗膜系防水 補修 有 29.63m/100m2 有                         

29.63m/100m2 有                                 

                                                

 ｍ２

      100            2,727   

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   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

排水用導水管 外径18mm×長さ5m ｽﾃﾝﾚｽ製

ｍ        31.112         1,170            36,401   

成形目地材 ｾﾛｼｰﾙ同等品 厚5mm 幅40mm

ｍ        31.112           496            15,431   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 68   

               計

        272,700   

               単価

        2,727   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 92 -



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            2,718   

土木一般世話役  

人         0.11        36,067             3,967   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

特殊作業員  

人         0.33        32,287            10,654   

普通作業員  

人         0.549        27,405            15,045   

アスファルト混合物 密粒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

ｔ        12.573        13,100           164,706   

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             12,617   

              国土交通省　近畿地方整備局- 93 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 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            2,718   

               計

        271,800   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

               単価

        2,718   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 94 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用

ｍ

    1,000              773.4 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約無

ｍ     1,000              377           377,000   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ     1,130              305           344,650   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              350            17,500   

軽油  １．２号

Ｌ        71              112             7,952   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             18,798   

               計

        773,400   

               単価

          773.4 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 95 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       684              162           110,808   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       132              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- 96 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

トラフィックペイント 加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白

Ｌ        70              635            44,450   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        59              150             8,850   

軽油  １．２号

Ｌ        34              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- 97 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021. 3

2021. 3

1.000-00-00-2-50

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   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

トラフィックペイント 加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白

Ｌ        70              635            44,450   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        59              150             8,850   

軽油  １．２号

Ｌ        41              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- 98 -



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

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

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- 99 -



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 路面切削機 輸送日数=0.04日

台

        1            3,668   

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         0.04        91,700             3,668   

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          

38840円 0円 無 0円 0円 0円 0円                  

                                                

台

        1           66,500   

貨物自動車運送料金 距離制運賃

台         1           66,500            66,500   

               計

         66,500   

               単価

       66,500   円／台

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          3,668   

               単価

        3,668   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 100 -



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 路面切削機 輸送日数=0.1日

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   

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          

44910円 0円 無 0円 0円 0円 0円                  

                                                

台

        1           76,500   

貨物自動車運送料金 距離制運賃

台         1           76,500            76,500   

               計

         76,500   

               単価

       76,500   円／台

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

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- 101 -



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

1.000-00-00-2-0

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

3.9L/日                                         

                                                

日

        1              972   

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ２ｋＶＡ

日         1              473               473   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

ガソリン レギュラー

Ｌ         3.9            128               499   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            972   

               単価

          972   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 102 -



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

1.000-00-00-2-0

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

10L/日                                          

                                                

日

        1            1,753   

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ２ｋＶＡ

日         1              473               473   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

ガソリン レギュラー

Ｌ        10              128             1,280   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,753   

               単価

        1,753   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 103 -



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   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

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- 104 -



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   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

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- 105 -



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   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

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- 106 -



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   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

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- 107 -



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   

[福井県あわら市熊坂地先                          ]

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- 108 -


