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国道２７号管内舗装修繕工事 

【工事設計書（公表資料）】 
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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２７号管内舗装修繕工事

鏡

  自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹波町富田地先

　１）　発注年月　　　　　令和 2年 7月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　福知山河川国道事務所　道路管理課        　　　　　

　３）　工事番号　　　　　3560010003　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　  177日間 　　　　自　　　令和 2年 8月 6日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年 1月29日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　船井郡　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道２７号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 2年 5月　　　　　　　　　　　　　　　

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

１４）　単価適用年月　　　　　　　2020年 7月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2020年 7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 　　　　　　　      3,073,975 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年 5月22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２７号管内舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

富田地区

式         1         44,756,031

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

　舗装工

　

式         1         39,519,323

　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　

式         1         39,519,323

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m        13              533.5           6,935

単-1号

　　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

　　　

平均切削深さ7cm以下 

舗設一層 すりつけ無 

再生密粒度As混合物ﾎﾟ

ﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標

値DS≧3000 m2    15,340            2,425        37,199,500

単-2号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道

運搬距離3.0km以下(DI

D無) m3       767              665.5         510,438

単-3号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       767            2,350         1,802,450

単-4号

　区画線工

　

式         1          1,787,385

　　区画線工

　　

式         1          1,787,385

　　　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     4,930              286.5       1,412,445

単-5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       990              306           302,940

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２７号管内舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　高視認性区画線

　　　

溶融式+ﾘﾌﾞ式(2液反応

式) 実線 30cm 黄色

m        32            2,250            72,000

単-7号

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

　排水構造物工

　

式         1          1,207,814

　　作業土工

　　

式         1            177,577

　　　床掘り

　　　

土砂

m3        30            1,821            54,630

単-8号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3         3            3,229             9,687

単-9号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3        20            2,423            48,460

単-10号

　　　残土等処分

　　　

m3        20            3,240            64,800

単-11号

　　側溝工

　　

式         1            695,760

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

300×300 T-25

m        26           13,330           346,580

単-12号

　　　側溝蓋

　　　

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(嵩上げ) 3

00用 T-25 L=995 滑り

 止め 枚        26           13,430           349,180

単-13号

　　管渠工

　　

式         1              8,952

　　　暗渠排水管

　　　

据付 直管 200～400mm

m         2            4,476             8,952

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

単価

設計内訳書

国道２７号管内舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　

式         1             89,530

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

　　　現場打ち集水桝

　　　

500×500×800 18-8-4

0(高炉)

箇所         1           62,120            62,120

単-15号

　　　蓋

　　　

ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ蓋 500×500

用 普通目(ﾎﾞﾙﾄ固定) 

T-25 枚         1           27,410            27,410

単-16号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　

式         1            235,995

　　　下層路盤(車道･路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚180mm

m2        15              999.7          14,995

単-17号

　　　上層路盤(車道･路肩部)

　　　

再生粒度調整砕石 RM-

30 仕上り厚350mm

m2        20            2,580            51,600

単-18号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生瀝青安定処理(25)

 仕上り厚 100ｍｍ  

平均幅員1.4m未満 m2        20            3,736            74,720

単-19号

　　　基層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50ｍｍ

  平均幅員1.4m未満 m2        20            2,342            46,840

単-20号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50ｍｍ

  平均幅員1.4m未満 m2        20            2,392            47,840

単-21号

　構造物撤去工

　

式         1             90,869

　　構造物取壊し工

　　

式         1             59,081

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを

超え30cm以下

m        32            1,321            42,272

単-22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２７号管内舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを

超え40cm以下

m2        37              454.3          16,809

単-23号

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

　　運搬処理工

　　

式         1             31,788

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         9            1,182            10,638

単-24号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         9            2,350            21,150

単-25号

　仮設工

　

式         1          2,150,640

　　交通管理工

　　

式         1          2,150,640

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員A

人日        58           14,180           822,440

単-26号

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員B

人日       116           11,450         1,328,200

単-27号

直接工事費

式         1         44,756,031

共通仮設費

式         1          7,952,470

　共通仮設費

　

式         1            680,470

　　運搬費

　　

式         1            128,200
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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２７号管内舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　建設機械運搬費

　　　

台         1          128,200           128,200

単-28号

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

　　技術管理費

　　

式         1             51,270

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

式         1             51,270

内-1号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            501,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          7,272,000

純工事費

式         1         52,708,501

　現場管理費

　

式         1         18,731,000

工事原価

式         1        129,886,151

　一般管理費等

　

式         1         18,273,849

業務委託料

式         1          1,630,000

工事価格

式         1        149,790,000

消費税相当額

式         1         14,979,000
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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２７号管内舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

工事費計

式         1        164,769,000

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]
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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２７号管内舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

升谷地区

式         1         28,264,570

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

　舗装工

　

式         1         23,870,775

　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　

式         1         23,870,775

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m        13              533.5           6,935

単-1号

　　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

　　　

平均切削深さ7cm以下 

舗設一層 すりつけ無 

再生密粒度As混合物ﾎﾟ

ﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標

値DS≧3000 m2     9,100            2,425        22,067,500

単-2号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道

運搬距離12.0km以下(D

ID無) m3       455            1,598           727,090

単-3号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       455            2,350         1,069,250

単-4号

　区画線工

　

式         1          3,503,875

　　区画線工

　　

式         1          3,503,875

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

　　　

溶剤型 実線 15cm 加

熱

m     2,730              129.2         352,716

単-5号

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

　　　

溶剤型 破線 15cm 加

熱

m         8              144.9           1,159

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２７号管内舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　高視認性区画線

　　　

溶融式+ﾘﾌﾞ式(2液反応

式) 実線 30cm 黄色

m     1,400            2,250         3,150,000

単-7号

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

　仮設工

　

式         1            889,920

　　交通管理工

　　

式         1            889,920

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員A

人日        24           14,180           340,320

単-8号

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員B

人日        48           11,450           549,600

単-9号

直接工事費

式         1         28,264,570

共通仮設費

式         1          5,412,000

　共通仮設費

　

式         1            348,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            348,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          5,064,000

純工事費

式         1         33,676,570

　現場管理費

　

式         1         13,004,000
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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２７号管内舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

工事原価

式         1         46,680,570

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]
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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２７号管内舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

公文名地区

式         1          6,133,460

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

　舗装工

　

式         1          5,264,760

　　路面切削工

　　

式         1            764,830

　　　路面切削

　　　

全面切削6cm以下(4000

m2以下) 段差すりつけ

撤去作業無 m2     1,100              463.1         509,410

単-1号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道運

搬距離19.0km以下(DID

有) m3        55            2,529           139,095

単-2号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3        55            2,115           116,325

単-3号

　　橋面防水工

　　

式         1          2,423,130

　　　橋面防水

　　　

m2     1,110            2,183         2,423,130

単-4号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(橋面部)

式         1          2,076,800

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

再生密粒度As混合物ﾎﾟ

ﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標

値DS≧3000 舗装厚50m

m 平均幅員3.0m超 m2     1,100            1,888         2,076,800

単-5号

　区画線工

　

式         1            201,260
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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２７号管内舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　区画線工

　　

式         1            201,260

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

　　　

溶剤型 実線 15cm 加

熱

m       250              129.2          32,300

単-6号

　　　高視認性区画線

　　　

溶融式+ﾘﾌﾞ式(2液反応

式) 実線 15cm 黄色

m       120            1,408           168,960

単-7号

　仮設工

　

式         1            667,440

　　交通管理工

　　

式         1            667,440

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員A

人日        18           14,180           255,240

単-8号

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員B

人日        36           11,450           412,200

単-9号

直接工事費

式         1          6,133,460

共通仮設費

式         1          1,692,620

　共通仮設費

　

式         1            174,620

　　運搬費

　　

式         1             70,620

　　　建設機械運搬費

　　　

台         1           70,620            70,620

単-10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２７号管内舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            104,000

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          1,518,000

純工事費

式         1          7,826,080

　現場管理費

　

式         1          3,940,000

工事原価

式         1         11,766,080

              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 2020.07

第  1号内訳書 2020.07

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

式         1             51,270   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

        合  計

         51,270   

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－2号

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 再生密粒

度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧3000 m2

        1            2,425   

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            2,425             2,425   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－1号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              533.5 

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

                                                

                                                ｍ         1              533.5             533.5 

               計

            533.5 

               単価

          533.5 円／m

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

          2,425   

               単価

        2,425   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－4号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－3号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道運搬距離3.0km以下(DID無)

m3

        1              665.5 

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

                                                

                                                 ｍ３         1              665.5             665.5 

               計

            665.5 

               単価

          665.5 円／m3

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

          2,350   

               単価

        2,350   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－6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              306   

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              306               306   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－5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              286.5 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              286.5             286.5 

               計

            286.5 

               単価

          286.5 円／m

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

            306   

               単価

          306   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－8号

床掘り 土砂

m3

        1            1,821   

床掘り 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            1,821             1,821   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－7号

高視認性区画線 溶融式+ﾘﾌﾞ式(2液反応式) 実線 30cm 黄色

m

        1            2,250   

区画線設置 無し 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              669.2             669.2 

高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式(2液反応式)) 実線 30cm 時間的制約無 夜間補正無 未供用区間無

ｍ         1            1,580             1,580   

               計

          2,249.2 

               単価

        2,250   円／m

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

          1,821   

               単価

        1,821   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

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－10号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            2,423   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し                   ｍ３         1            2,423             2,423   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－9号

埋戻し 土砂

m3

        1            3,229   

埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用                

                                                

                                                 ｍ３         1            3,229             3,229   

               計

          3,229   

               単価

        3,229   円／m3

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

          2,423   

               単価

        2,423   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－12号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 300×300 T-25

m

        1           13,330   

Ｕ型側溝 据付け L=4000mm 無し 側溝(各種)                 

L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し                

有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                          ｍ         1           13,330            13,330   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－11号

残土等処分

m3

        1            3,240   

残土等処分

 ｍ３         1            3,240             3,240   

               計

          3,240   

               単価

        3,240   円／m3

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

         13,330   

               単価

       13,330   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－14号

暗渠排水管 据付 直管 200～400mm

m

        2            4,476   

暗渠排水管 据付 直管 200～400mm 全ての費用                 

                                                

                                                ｍ         2            3,116             6,232   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－13号

側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(嵩上げ) 300用 T-25 L=995 滑り止め

枚

        1           13,430   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

無し                                            

                                                枚         1           13,430            13,430   

               計

         13,430   

               単価

       13,430   円／枚

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

VP管継手  90°大曲エルボ φ200

個         1            2,720             2,720   

               計

          8,952   

               単価

        4,476   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－16号

蓋 ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 普通目(ﾎﾞﾙﾄ固定) T-25

枚

        1           27,410   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         1           27,410            27,410   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－15号

現場打ち集水桝 500×500×800 18-8-40(高炉)

箇所

        1           62,120   

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-40(高炉)                                   

0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設                 

一般養生･特殊養生(練炭)                         箇所         1           62,120            62,120   

               計

         62,120   

               単価

       62,120   円／箇所

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

         27,410   

               単価

       27,410   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－18号

上層路盤(車道･路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚350mm

m2

        1            2,580   

上層路盤（歩道部） 350mm 3層施工 再生粒度調整砕石 RM-30            

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1            2,580             2,580   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－17号

下層路盤(車道･路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚180mm

m2

        1              999.7 

下層路盤（歩道部） 180mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              999.7             999.7 

               計

            999.7 

               単価

          999.7 円／m2

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

          2,580   

               単価

        2,580   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－20号

基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ  平均幅

員1.4m未満 m2

        1            2,342   

基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)           

50mm 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)                 

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            2,342             2,342   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－19号

上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ  平均幅員1

.4m未満 m2

        1            3,736   

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材(各種)                                    

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)

100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用                   ｍ２         1            3,736             3,736   

               計

          3,736   

               単価

        3,736   円／m2

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

          2,342   

               単価

        2,342   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－22号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下

m

        1            1,321   

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下                 

全ての費用                                      

                                                ｍ         1            1,321             1,321   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－21号

表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50ｍｍ  平均幅

員1.4m未満 m2

        1            2,392   

表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)           

50mm 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20)                 

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            2,392             2,392   

               計

          2,392   

               単価

        2,392   円／m2

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

          1,321   

               単価

        1,321   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－24号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            1,182   

殻運搬 舗装版破砕                                      

機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 

無し 3.5km以下 全ての費用                        ｍ３         1            1,182             1,182   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－23号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え40cm以下

m2

        1              454.3 

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要                          

15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用              

                                                 ｍ２         1              454.3             454.3 

               計

            454.3 

               単価

          454.3 円／m2

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

          1,182   

               単価

        1,182   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－26号

交通誘導警備員 交通誘導警備員A

人日

        1           14,180   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           14,180            14,180   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－25号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

               計

          2,350   

               単価

        2,350   円／m3

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

         14,180   

               単価

       14,180   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－28号

建設機械運搬費

台

        1          128,200   

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

62050円 0円 無 0円 0円 0円 0円                  

                                                台         1          105,500           105,500   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－27号

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

人日

        1           11,450   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           11,450            11,450   

               計

         11,450   

               単価

       11,450   円／人日

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

運搬中の損料(路面切削機) ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日         0.22       103,000            22,660   

               計

        128,160   

               単価

      128,200   円／台

              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） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

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            2,425   

土木一般世話役  

人         0.11        23,835             2,621   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

特殊作業員  

人         0.33        21,210             6,999   

普通作業員  

人         0.549        20,370            11,183   

再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000

ｔ        12.573        12,200           153,390   

アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用

Ｌ        43               91             3,913   

路面切削機運転 7cm以下 一層 

日         0.11       247,400            27,214   

路面清掃車運転 7cm以下 一層 

日         0.11        65,310             7,184   

アスファルトフィニッシャ運転 7cm以下 一層 

日         0.11       106,600            11,726   

ロードローラ運転 7cm以下 一層 

日         0.11        42,100             4,631   

タイヤローラ運転 7cm以下 一層 

日         0.11        28,890             3,177   

諸雑費（率＋まるめ）

        14%

式         1             10,462   

              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） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

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            2,425   

               計

        242,500   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               単価

        2,425   円／ｍ２

              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） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,350   

処分費【昼間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 金下建設㈱ 丹波ｱｽｺﾝ工場【3009】

 ｍ３       100            2,350           235,000   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

        235,000   

               単価

        2,350   円／ｍ３

              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） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              286.5 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000              172           172,000   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

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               96             4,224   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,436   

               計

        286,500   

               単価

          286.5 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） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              306   

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無

ｍ     1,000              191           191,000   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

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               96             4,704   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,456   

               計

        306,000   

               単価

          306   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） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 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              669.2 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約無

ｍ     1,000              274           274,000   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

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               96             6,816   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             18,734   

               計

        669,200   

               単価

          669.2 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） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

Ｕ型側溝 据付け L=4000mm 無し 側溝(各種)                 

L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し                

有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0                          

ｍ

       10           13,330   

Ｕ型側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            3,228.03          32,280   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

ﾛﾝｸﾞU PU234-300×400×4000

個         2.5         39,400            98,500   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         1.17         2,100             2,457   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 63   

               計

        133,300   

               単価

       13,330   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） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

無し                                            

                                                

枚

      100           13,430   

蓋版コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              328            32,800   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(嵩上げ) 300用 T-25 L=995 滑り止め

枚       100           13,100         1,310,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                200   

               計

      1,343,000   

               単価

       13,430   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                

枚

      100           27,410   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              801            80,100   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

蓋 ｸﾞﾚ-ﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 普通目(ﾎﾞﾙﾄ固定) T-25

枚       100           26,600         2,660,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                900   

               計

      2,741,000   

               単価

       27,410   円／枚

              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）

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           14,180   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           14,175            14,175   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,350   

処分費【昼間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 金下建設㈱ 丹波ｱｽｺﾝ工場【3009】

 ｍ３       100            2,350           235,000   

               計

        235,000   

               単価

        2,350   円／ｍ３

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         14,180   

               単価

       14,180   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.07

2020.07

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          

62050円 0円 無 0円 0円 0円 0円                  

                                                

台

        1          105,500   

貨物自動車運送料金 距離制運賃

台         1          105,500           105,500   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           11,450   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           11,445            11,445   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         11,450   

               単価

       11,450   円／人日

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

        105,500   

               単価

      105,500   円／台

              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（１） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

式

        1           51,270   

技術員  

人         1.75        29,295            51,266   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         51,270   

               単価

       51,270   円／式

              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） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

路面切削機運転 7cm以下 一層 

日

        1          247,400   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

軽油  １．２号

Ｌ       204               96            19,584   

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                 46   

               計

        247,400   

               単価

      247,400   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） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

路面清掃車運転 7cm以下 一層 

日

        1           65,310   

運転手（一般）  

人         0.98        18,585            18,213   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

軽油  １．２号

Ｌ        43               96             4,128   

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

         65,310   

               単価

       65,310   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） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

アスファルトフィニッシャ運転 7cm以下 一層 

日

        1          106,600   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

軽油  １．２号

Ｌ        48               96             4,608   

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                 26   

               計

        106,600   

               単価

      106,600   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） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

ロードローラ運転 7cm以下 一層 

日

        1           42,100   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

軽油  １．２号

Ｌ        25               96             2,400   

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                  6   

               計

         42,100   

               単価

       42,100   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

参考資料（２） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

タイヤローラ運転 7cm以下 一層 

日

        1           28,890   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

軽油  １．２号

Ｌ        26               96             2,496   

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                  2   

               計

         28,890   

               単価

       28,890   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－2号

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 平均切削深さ7cm以下 舗設一層 すりつけ無 再生密粒

度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧3000 m2

        1            2,425   

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            2,425             2,425   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－1号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              533.5 

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

                                                

                                                ｍ         1              533.5             533.5 

               計

            533.5 

               単価

          533.5 円／m

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

          2,425   

               単価

        2,425   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－4号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－3号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道運搬距離12.0km以下(DID無)

m3

        1            1,598   

殻運搬（路面切削） 無し 12.0km以下 全ての費用                      

                                                

                                                 ｍ３         1            1,598             1,598   

               計

          1,598   

               単価

        1,598   円／m3

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

          2,350   

               単価

        2,350   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－6号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 溶剤型 破線 15cm 加熱

m

        1              144.9 

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

無し 加熱 白 全ての費用                         

                                                ｍ         1              144.9             144.9 

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－5号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 溶剤型 実線 15cm 加熱

m

        1              129.2 

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

無し 加熱 白 全ての費用                         

                                                ｍ         1              129.2             129.2 

               計

            129.2 

               単価

          129.2 円／m

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

            144.9 

               単価

          144.9 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－8号

交通誘導警備員 交通誘導警備員A

人日

        1           14,180   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           14,180            14,180   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－7号

高視認性区画線 溶融式+ﾘﾌﾞ式(2液反応式) 実線 30cm 黄色

m

        1            2,250   

区画線設置 無し 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              669.2             669.2 

高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式(2液反応式)) 実線 30cm 時間的制約無 夜間補正無 未供用区間無

ｍ         1            1,580             1,580   

               計

          2,249.2 

               単価

        2,250   円／m

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

         14,180   

               単価

       14,180   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－9号

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

人日

        1           11,450   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           11,450            11,450   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

         11,450   

               単価

       11,450   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

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            2,425   

土木一般世話役  

人         0.11        23,835             2,621   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

特殊作業員  

人         0.33        21,210             6,999   

普通作業員  

人         0.549        20,370            11,183   

再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標DS≧3000

ｔ        12.573        12,200           153,390   

アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用

Ｌ        43               91             3,913   

路面切削機運転 7cm以下 一層 

日         0.11       247,400            27,214   

路面清掃車運転 7cm以下 一層 

日         0.11        65,310             7,184   

アスファルトフィニッシャ運転 7cm以下 一層 

日         0.11       106,600            11,726   

ロードローラ運転 7cm以下 一層 

日         0.11        42,100             4,631   

タイヤローラ運転 7cm以下 一層 

日         0.11        28,890             3,177   

諸雑費（率＋まるめ）

        14%

式         1             10,462   

              国土交通省　近畿地方整備局- 37 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

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            2,425   

               計

        242,500   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               単価

        2,425   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,350   

処分費【昼間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 金下建設㈱ 丹波ｱｽｺﾝ工場【3009】

 ｍ３       100            2,350           235,000   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

        235,000   

               単価

        2,350   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

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

無し 加熱 白 全ての費用                         

                                                

ｍ

    1,000              129.2 

区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000               71            71,000   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

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               96             3,264   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              1,636   

               計

        129,200   

               単価

          129.2 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

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

無し 加熱 白 全ての費用                         

                                                

ｍ

    1,000              144.9 

区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無

ｍ     1,000               86            86,000   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

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               96             3,936   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              1,664   

               計

        144,900   

               単価

          144.9 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 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              669.2 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約無

ｍ     1,000              274           274,000   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

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               96             6,816   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             18,734   

               計

        669,200   

               単価

          669.2 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 42 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           11,450   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           11,445            11,445   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           14,180   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           14,175            14,175   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         14,180   

               単価

       14,180   円／人日

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         11,450   

               単価

       11,450   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

参考資料（２） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

路面切削機運転 7cm以下 一層 

日

        1          247,400   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

軽油  １．２号

Ｌ       204               96            19,584   

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                 46   

               計

        247,400   

               単価

      247,400   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

路面清掃車運転 7cm以下 一層 

日

        1           65,310   

運転手（一般）  

人         0.98        18,585            18,213   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

軽油  １．２号

Ｌ        43               96             4,128   

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

         65,310   

               単価

       65,310   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 45 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

アスファルトフィニッシャ運転 7cm以下 一層 

日

        1          106,600   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

軽油  １．２号

Ｌ        48               96             4,608   

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                 26   

               計

        106,600   

               単価

      106,600   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 46 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

ロードローラ運転 7cm以下 一層 

日

        1           42,100   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

軽油  １．２号

Ｌ        25               96             2,400   

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                  6   

               計

         42,100   

               単価

       42,100   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

タイヤローラ運転 7cm以下 一層 

日

        1           28,890   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

軽油  １．２号

Ｌ        26               96             2,496   

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                  2   

               計

         28,890   

               単価

       28,890   円／日

              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

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－2号

殻運搬(路面切削) ｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道運搬距離19.0km以下(DID有)

m3

        1            2,529   

殻運搬（路面切削） 有り 19.0km以下 全ての費用                      

                                                

                                                 ｍ３         1            2,529             2,529   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－1号

路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業

無 m2

        1              463.1 

路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し                

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              463.1             463.1 

               計

            463.1 

               単価

          463.1 円／m2

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

          2,529   

               単価

        2,529   円／m3

              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 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－3号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            2,115   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,115             2,115   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

          2,115   

               単価

        2,115   円／m3

              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 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－4号

橋面防水

m2

    1,110            2,183   

塗膜系防水 補修 無 無 無                                   

                                                

                                                 ｍ２     1,110            1,900         2,109,000   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

床版排水材  φ18mm ｽﾃﾝﾚｽ製

ｍ       245            1,228           300,860   

成形目地材 幅30mm×厚5mm

ｍ        45              278            12,510   

               計

      2,422,370   

               単価

        2,183   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

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－6号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 溶剤型 実線 15cm 加熱

m

        1              129.2 

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

無し 加熱 白 全ての費用                         

                                                ｍ         1              129.2             129.2 

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－5号

表層(車道・路肩部) 再生密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧30

00 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超 m2

        1            1,888   

表層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm                                     

各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し                 

全ての費用                                       ｍ２         1            1,888             1,888   

               計

          1,888   

               単価

        1,888   円／m2

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

            129.2 

               単価

          129.2 円／m

              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

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－8号

交通誘導警備員 交通誘導警備員A

人日

        1           14,180   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           14,180            14,180   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－7号

高視認性区画線 溶融式+ﾘﾌﾞ式(2液反応式) 実線 15cm 黄色

m

        1            1,408   

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 ｍ         1              372.1             372.1 

高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式(2液反応式)) 実線 15cm 時間的制約無 夜間補正無 未供用区間無

ｍ         1            1,035             1,035   

               計

          1,407.1 

               単価

        1,408   円／m

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

         14,180   

               単価

       14,180   円／人日

              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

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－10号

建設機械運搬費

台

        1           70,620   

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   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

単－9号

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

人日

        1           11,450   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           11,450            11,450   

               計

         11,450   

               単価

       11,450   円／人日

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

運搬中の損料(路面切削機) ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日         0.04       103,000             4,120   

               計

         70,620   

               単価

       70,620   円／台

              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

参考資料（１）

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

塗膜系防水 補修 無 無 無                                   

                                                

                                                

 ｍ２

      100            1,900   

橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系） 補修

 ｍ２       100            1,900           190,000   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,115   

処分費【昼間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) ㈱ｺｽﾓｽ【1162】

 ｍ３       100            2,115           211,500   

               計

        211,500   

               単価

        2,115   円／ｍ３

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        190,000   

               単価

        1,900   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

参考資料（１）

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

成形目地材 幅30mm×厚5mm

ｍ

        1              278   

成形目地材 幅30mm×厚5mm

ｍ         1.05           265               278   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

床版排水材  φ18mm ｽﾃﾝﾚｽ製

ｍ

        1            1,228   

床版排水材  φ18mm ｽﾃﾝﾚｽ製

ｍ         1.05         1,170             1,228   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,228   

               単価

        1,228   円／ｍ

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            278   

               単価

          278   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

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

無し 加熱 白 全ての費用                         

                                                

ｍ

    1,000              129.2 

区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000               71            71,000   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

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               96             3,264   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              1,636   

               計

        129,200   

               単価

          129.2 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用

ｍ

    1,000              372.1 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000              172           172,000   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

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               96             4,224   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,526   

               計

        372,100   

               単価

          372.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           11,450   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           11,445            11,445   

2020.07

2020.07

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           14,180   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           14,175            14,175   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         14,180   

               単価

       14,180   円／人日

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         11,450   

               単価

       11,450   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

参考資料（１） 2020.07

2020.07

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   

  [自）京都府舞鶴市公文名地先至）京都府船井郡京丹]

               計

         66,500   

               単価

       66,500   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 60 -


