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国道９号福知山地区舗装補修工事 

【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９号福知山地区舗装補修工事

鏡

自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　　　　　　至

）京都府福知山市夜久野町日置地先

　１）　発注年月　　　　　令和 2年 8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　　　　　3560010013　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　  152日間 　　　　自　　　令和 2年10月 1日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 3年 3月 1日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　福知山市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 2年 7月　　　　　　　　　　　　　　　

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

１４）　単価適用年月　　　　　　　2020年 8月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2020年 8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 　　　　　　　      1,609,340 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 2年 7月 7日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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

単価

設計内訳書

国道９号福知山地区舗装補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

日置地区

式         1         20,232,896

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

　舗装工

　

式         1          8,357,314

　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　

式         1          6,812,280

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m        13              533.6           6,936

単-1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As混

合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20

) 目標値DS≧5000 m2     2,280            2,715         6,190,200

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13.5km以下(D

ID無) m3       114            1,871           213,294

単-3号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       114            3,525           401,850

単-4号

　　路面切削工

　　(排水対策102.7kp)

式         1             72,948

　　　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       113              464            52,432

単-5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         4            1,604             6,416

単-6号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3         4            3,525            14,100

単-7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９号福知山地区舗装補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　(排水対策102.7kp)

式         1            464,790

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

　　　ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道･路肩部)

　　　

密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ

改質Ⅱ型(20) 目標値D

S≧5000 平均舗装厚30

mm 1.4m以上3.0m以下 m2        61            1,378            84,058

単-8号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ

改質Ⅱ型(20) 目標値D

S≧5000 舗装厚 50ｍ

ｍ 3.0m超え m2       187            2,036           380,732

単-9号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(排水対策100.8kp)

式         1          1,007,296

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 250ｍｍ

m2        64            1,674           107,136

単-10号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

粒度調整砕石 M-30 仕

上り厚 250ｍｍ

m2        64            1,919           122,816

単-11号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生瀝青安定処理(25)

 仕上り厚 100ｍｍ 1.

4m未満 m2        64            4,064           260,096

単-12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

 1.4m未満 m2        64            2,480           158,720

単-13号

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度As混合物ﾎﾟ

ﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装

厚 50ｍｍ 1.4m未満 m2        64            2,732           174,848

単-14号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ

改質Ⅱ型(20) 目標値D

S≧5000 舗装厚 50ｍ

ｍ 1.4m未満 m2        64            2,870           183,680

単-15号

　区画線工

　

式         1          1,468,037
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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９号福知山地区舗装補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　区画線工

　　

式         1          1,468,037

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

　　　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       690              129.3          89,217

単-16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       710            1,942         1,378,820

単-17号

　排水構造物工

　

式         1          6,613,372

　　作業土工

　　

式         1            770,170

　　　床掘り

　　　

土砂

m3       130            1,825           237,250

単-18号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        60            3,233           193,980

単-19号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3        70            3,342           233,940

単-20号

　　　残土等処分

　　　

m3        70            1,500           105,000

単-21号

　　側溝工

　　

式         1          4,055,820

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

300×300 T-25 (PU234

)

m        92           13,330         1,226,360

単-22号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

300×500 T-25 (PU236

)

m        10           28,040           280,400

単-23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９号福知山地区舗装補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　自由勾配側溝

　　　(街渠可変側溝)

B300×H400(縦断用)

m         4           18,700            74,800

単-24号

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

　　　自由勾配側溝

　　　(街渠可変側溝)

B300×H500(縦断用)

m         8           20,210           161,680

単-25号

　　　自由勾配側溝

　　　(街渠可変側溝)

B300×H600(縦断用)

m         8           24,360           194,880

単-26号

　　　自由勾配側溝

　　　(街渠可変側溝)

B300×H700(縦断用)

m         4           26,370           105,480

単-27号

　　　側溝蓋

　　　(PU234･236用)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(嵩上げ) 3

00用 T-25 L=995 滑り

 止め 枚       102           16,230         1,655,460

単-28号

　　　側溝蓋

　　　(街渠可変側溝用)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(嵩上げ) 3

00用 T-25 L=995 滑り

 止め 枚        12           29,730           356,760

単-29号

　　場所打水路工

　　

式         1          1,787,382

　　　水路嵩上げ

　　　

B=400 H=170 18-8-40(

高炉)

m        22            9,326           205,172

単-30号

　　　水路嵩上げ

　　　

B=400 H=170～270 18-

8-40(高炉)

m        32           11,380           364,160

単-31号

　　　水路嵩上げ

　　　

B=400 H=270 18-8-40(

高炉)

m        13           13,430           174,590

単-32号

　　　側溝蓋

　　　

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用 歩

道用 L=995 細目 滑り

 止め 枚        66           15,810         1,043,460

単-33号

　縁石工

　

式         1             85,440
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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９号福知山地区舗装補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　縁石工

　　

式         1             85,440

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

A種(150/170×200×60

0)

m        24            3,560            85,440

単-34号

　構造物撤去工

　

式         1          1,113,133

　　構造物取壊し工

　　

式         1            611,658

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物 人力施工

m3         8           28,370           226,960

単-35号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物 機械施工

m3        21            7,106           149,226

単-36号

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを

超え30cm以下

m       130            1,321           171,730

単-37号

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを

超え40cm以下

m2       140              455.3          63,742

単-38号

　　運搬処理工

　　

式         1            501,475

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 片道

運搬距離16.0km以下(D

ID無) m3         8            7,885            63,080

単-39号

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 片道

運搬距離15.5km以下(D

ID無) m3        21            2,506            52,626

単-40号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 片道

運搬距離13.5km以下(D

ID無) m3        34            2,506            85,204

単-41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９号福知山地区舗装補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        29            5,405           156,745

単-42号

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3        34            4,230           143,820

単-43号

　仮設工

　

式         1          2,595,600

　　交通管理工

　　

式         1          2,595,600

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員A

人日        70           14,180           992,600

単-44号

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員B

人日       140           11,450         1,603,000

単-45号

直接工事費

式         1         20,232,896

共通仮設費

式         1          4,312,370

　共通仮設費

　

式         1            433,370

　　運搬費

　　

式         1            117,100

　　　建設機械運搬費

　　　

台         1          117,100           117,100

単-46号

　　技術管理費

　　

式         1             51,270
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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９号福知山地区舗装補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

式         1             51,270

内-1号

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            265,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          3,879,000

純工事費

式         1         24,545,266

　現場管理費

　

式         1         10,009,000

工事原価

式         1         63,333,233

　一般管理費等

　

式         1          9,846,767

業務委託料

式         1            800,000

工事価格

式         1         73,980,000

消費税相当額

式         1          7,398,000

工事費計

式         1         81,378,000
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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９号福知山地区舗装補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

上小田地区

式         1          3,768,268

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

　舗装工

　

式         1          2,926,984

　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　

式         1          2,926,984

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m         7              533.6           3,735

単-1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As混

合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20

) 目標値DS≧5000 m2       975            2,715         2,647,125

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5.0km以下(DI

D無) m3        49              935.2          45,824

単-3号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3        49            4,700           230,300

単-4号

　区画線工

　

式         1            618,804

　　区画線工

　　

式         1            618,804

　　　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       280              129.3          36,204

単-5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       300            1,942           582,600

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９号福知山地区舗装補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　仮設工

　

式         1            222,480

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

　　交通管理工

　　

式         1            222,480

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員A

人日         6           14,180            85,080

単-7号

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員B

人日        12           11,450           137,400

単-8号

直接工事費

式         1          3,768,268

共通仮設費

式         1          1,093,100

　共通仮設費

　

式         1            185,100

　　運搬費

　　

式         1            117,100

　　　建設機械運搬費

　　　

台         1          117,100           117,100

単-9号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1             68,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1            908,000

純工事費

式         1          4,861,368

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



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

単価

設計内訳書

国道９号福知山地区舗装補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　現場管理費

　

式         1          2,437,000

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

工事原価

式         1          7,298,368

              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９号福知山地区舗装補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

梅谷地区

式         1         12,123,599

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

　舗装工

　

式         1          9,070,443

　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　

式         1          8,944,531

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m        20              533.6          10,672

単-1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As混

合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20

) 目標値DS≧5000 m2     2,970            2,715         8,063,550

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18.5km以下(D

ID無) m3       149            2,316           345,084

単-3号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       149            3,525           525,225

単-4号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(排水対策97.9kp)

式         1            125,912

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 250ｍｍ

m2         8            1,674            13,392

単-5号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

粒度調整砕石 M-30 仕

上り厚 250ｍｍ

m2         8            1,919            15,352

単-6号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生瀝青安定処理(25)

 仕上り厚 100ｍｍ 1.

4m未満 m2         8            4,064            32,512

単-7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９号福知山地区舗装補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　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

 1.4m未満 m2         8            2,480            19,840

単-8号

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度As混合物ﾎﾟ

ﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装

厚 50ｍｍ 1.4m未満 m2         8            2,732            21,856

単-9号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ

改質Ⅱ型(20) 目標値D

S≧5000 舗装厚 50ｍ

ｍ 1.4m未満 m2         8            2,870            22,960

単-10号

　区画線工

　

式         1          1,706,526

　　区画線工

　　

式         1          1,706,526

　　　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       870              129.3         112,491

単-11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        11              145             1,595

単-12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       820            1,942         1,592,440

単-13号

　排水構造物工

　

式         1            548,723

　　作業土工

　　

式         1             75,763

　　　床掘り

　　　

土砂

m3        10            1,825            18,250

単-14号

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



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

単価

設計内訳書

国道９号福知山地区舗装補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3         6            3,233            19,398

単-15号

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3         9            2,735            24,615

単-16号

　　　残土等処分

　　　

m3         9            1,500            13,500

単-17号

　　側溝工

　　

式         1            472,960

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

　　　

300×300 T-25 (PU234

)

m        16           13,330           213,280

単-18号

　　　側溝蓋

　　　(PU234用)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(嵩上げ) 3

00用 T-25 L=995 滑り

 止め 枚        16           16,230           259,680

単-19号

　構造物撤去工

　

式         1             56,307

　　構造物取壊し工

　　

式         1             29,331

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを

超え30cm以下

m        16            1,321            21,136

単-20号

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを

超え40cm以下

m2        18              455.3           8,195

単-21号

　　運搬処理工

　　

式         1             26,976

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 片道

運搬距離10.0km以下(D

ID無) m3         4            2,044             8,176

単-22号

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



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

単価

設計内訳書

国道９号福知山地区舗装補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         4            4,700            18,800

単-23号

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

　仮設工

　

式         1            741,600

　　交通管理工

　　

式         1            741,600

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員A

人日        20           14,180           283,600

単-24号

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員B

人日        40           11,450           458,000

単-25号

直接工事費

式         1         12,123,599

共通仮設費

式         1          2,749,000

　共通仮設費

　

式         1            175,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            175,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          2,574,000

純工事費

式         1         14,872,599

　現場管理費

　

式         1          6,608,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



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９号福知山地区舗装補修工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

工事原価

式         1         21,480,599

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



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 2020.08

第  1号内訳書 2020.08

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

式         1             51,270   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

        合  計

         51,270   

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

              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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－2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As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ

改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧5000 m2

        1            2,715   

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            2,715             2,715   

2020.08

2020.08

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              533.6 

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

                                                

                                                ｍ         1              533.6             533.6 

               計

            533.6 

               単価

          533.6 円／m

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          2,715   

               単価

        2,715   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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－4号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            3,525   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,525             3,525   

2020.08

2020.08

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13.5km以下(DID無)

m3

        1            1,871   

殻運搬（路面切削） 無し 13.5km以下 全ての費用                      

                                                

                                                 ｍ３         1            1,871             1,871   

               計

          1,871   

               単価

        1,871   円／m3

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          3,525   

               単価

        3,525   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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－6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            1,604   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            1,604             1,604   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－5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              464   

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

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              464               464   

               計

            464   

               単価

          464   円／m2

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          1,604   

               単価

        1,604   円／m3

              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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－8号

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道･路肩部) 密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧5000 

平均舗装厚30mm 1.4m以上3.0m以下 m2

        1            1,378   

表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 30mm                           

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            1,378             1,378   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－7号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            3,525   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,525             3,525   

               計

          3,525   

               単価

        3,525   円／m3

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          1,378   

               単価

        1,378   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－10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 250ｍｍ

m2

        1            1,674   

下層路盤（歩道部） 250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1            1,674             1,674   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－9号

表層(車道・路肩部) 密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧5000 

舗装厚 50ｍｍ 3.0m超え m2

        1            2,036   

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

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            2,036             2,036   

               計

          2,036   

               単価

        2,036   円／m2

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          1,674   

               単価

        1,674   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－12号

上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m未満

m2

        1            4,064   

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            4,064             4,064   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－11号

上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 250ｍｍ

m2

        1            1,919   

上層路盤（歩道部） 250mm 2層施工 粒度調整砕石 M-30                 

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1            1,919             1,919   

               計

          1,919   

               単価

        1,919   円／m2

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          4,064   

               単価

        4,064   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－14号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍ

ｍ 1.4m未満 m2

        1            2,732   

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

50mm 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            2,732             2,732   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－13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 1.4m未

満 m2

        1            2,480   

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            2,480             2,480   

               計

          2,480   

               単価

        2,480   円／m2

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          2,732   

               単価

        2,732   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－16号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色

m

        1              129.3 

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              129.3             129.3 

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－15号

表層(車道・路肩部) 密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧5000 

舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 m2

        1            2,870   

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 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            2,870             2,870   

               計

          2,870   

               単価

        2,870   円／m2

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

            129.3 

               単価

          129.3 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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－18号

床掘り 土砂

m3

        1            1,825   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            1,825             1,825   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－17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            1,942   

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              669.5             669.5 

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            1,272             1,272   

               計

          1,941.5 

               単価

        1,942   円／m

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          1,825   

               単価

        1,825   円／m3

              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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－20号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            3,342   

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            3,342             3,342   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－19号

埋戻し 土砂

m3

        1            3,233   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            3,233             3,233   

               計

          3,233   

               単価

        3,233   円／m3

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          3,342   

               単価

        3,342   円／m3

              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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－22号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 300×300 T-25 (PU234)

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   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－21号

残土等処分

m3

        1            1,500   

残土等処分

 ｍ３         1            1,500             1,500   

               計

          1,500   

               単価

        1,500   円／m3

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

         13,330   

               単価

       13,330   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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－24号

自由勾配側溝

(街渠可変側溝)

B300×H400(縦断用)

m

        1           18,700   

自由勾配側溝 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し                

18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り                    

再生クラッシャラン 40～0 0.7m3/10m              ｍ         1           18,700            18,700   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－23号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 300×500 T-25 (PU236)

m

        1           28,040   

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

L=2000mm                                        

1000を超え2000kg/個以下 無し 無し               ｍ         1           28,040            28,040   

               計

         28,040   

               単価

       28,040   円／m

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

         18,700   

               単価

       18,700   円／m

              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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－26号

自由勾配側溝

(街渠可変側溝)

B300×H600(縦断用)

m

        1           24,360   

自由勾配側溝 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し                

18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り                    

再生クラッシャラン 40～0 0.7m3/10m              ｍ         1           24,360            24,360   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－25号

自由勾配側溝

(街渠可変側溝)

B300×H500(縦断用)

m

        1           20,210   

自由勾配側溝 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し                

18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り                    

再生クラッシャラン 40～0 0.7m3/10m              ｍ         1           20,210            20,210   

               計

         20,210   

               単価

       20,210   円／m

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

         24,360   

               単価

       24,360   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－28号

側溝蓋

(PU234･236用)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(嵩上げ) 300用 T-25 L=995 滑り止め

枚

        1           16,230   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

無し                                            

                                                枚         1           16,230            16,230   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－27号

自由勾配側溝

(街渠可変側溝)

B300×H700(縦断用)

m

        1           26,370   

自由勾配側溝 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し                

18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り                    

再生クラッシャラン 40～0 0.7m3/10m              ｍ         1           26,370            26,370   

               計

         26,370   

               単価

       26,370   円／m

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

         16,230   

               単価

       16,230   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－29号

側溝蓋

(街渠可変側溝用)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(嵩上げ) 300用 T-25 L=995 滑り止め

枚

        1           29,730   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

無し                                            

                                                枚         1           29,730            29,730   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

         29,730   

               単価

       29,730   円／枚

              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

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－30号

水路嵩上げ B=400 H=170 18-8-40(高炉)

m

       10            9,326   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用                    

                                                 ｍ２         1.25         1,140             1,425   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.765        25,160            19,247.4 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         6.8          7,391            50,258.8 

目地板 瀝青繊維質目地板t=10                            

                                                

                                                 ｍ２         0.077         1,898               146.14

コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ） 30mm以上200mm未満                               

                                                

                                                孔        40              529.8          21,192   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

差筋及び杭頭処理                                ｔ         0.008       123,800               990.4 

               計

         93,259.74

               単価

        9,326   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

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－31号

水路嵩上げ B=400 H=170～270 18-8-40(高炉)

m

       10           11,380   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用                    

                                                 ｍ２         1.25         1,140             1,425   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.99        25,160            24,908.4 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         8.8          7,391            65,040.8 

目地板 瀝青繊維質目地板t=10                            

                                                

                                                 ｍ２         0.099         1,898               187.9 

コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ） 30mm以上200mm未満                               

                                                

                                                孔        40              529.8          21,192   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

差筋及び杭頭処理                                ｔ         0.008       123,800               990.4 

               計

        113,744.5 

               単価

       11,380   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

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－32号

水路嵩上げ B=400 H=270 18-8-40(高炉)

m

       10           13,430   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用                    

                                                 ｍ２         1.25         1,140             1,425   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.215        25,160            30,569.4 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２        10.8          7,391            79,822.8 

目地板 瀝青繊維質目地板t=10                            

                                                

                                                 ｍ２         0.122         1,898               231.55

コンクリート削孔（電動ハンマドリル４０ｍｍ） 30mm以上200mm未満                               

                                                

                                                孔        40              529.8          21,192   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

差筋及び杭頭処理                                ｔ         0.008       123,800               990.4 

               計

        134,231.15

               単価

       13,430   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－34号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A種(150/170×200×600)

m

        1            3,560   

歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600) 無し                

無し                                            

                                                ｍ         1            3,560             3,560   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－33号

側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用 歩道用 L=995 細目 滑り止め

枚

        1           15,810   

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           15,810            15,810   

               計

         15,810   

               単価

       15,810   円／枚

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          3,560   

               単価

        3,560   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－36号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工

m3

        1            7,106   

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要              

                                                

                                                 ｍ３         1            7,106             7,106   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－35号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工

m3

        1           28,370   

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                 ｍ３         1           28,370            28,370   

               計

         28,370   

               単価

       28,370   円／m3

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          7,106   

               単価

        7,106   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－38号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え40cm以下

m2

        1              455.3 

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              455.3             455.3 

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－37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   

               計

          1,321   

               単価

        1,321   円／m

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

            455.3 

               単価

          455.3 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－40号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 片道運搬距離15.5km以下(DID無)

m3

        1            2,506   

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

機械積込 無し 15.5km以下 全ての費用             

                                                 ｍ３         1            2,506             2,506   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－39号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 片道運搬距離16.0km以下(DID無)

m3

        1            7,885   

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

人力積込 無し 16.0km以下 全ての費用             

                                                 ｍ３         1            7,885             7,885   

               計

          7,885   

               単価

        7,885   円／m3

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          2,506   

               単価

        2,506   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－42号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            5,405   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            5,405             5,405   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－41号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 片道運搬距離13.5km以下(DID無)

m3

        1            2,506   

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 13.5km以下 全ての費用                       ｍ３         1            2,506             2,506   

               計

          2,506   

               単価

        2,506   円／m3

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          5,405   

               単価

        5,405   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－44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   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－43号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            4,230   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            4,230             4,230   

               計

          4,230   

               単価

        4,230   円／m3

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

         14,180   

               単価

       14,180   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－45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）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

         11,450   

               単価

       11,450   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－46号

建設機械運搬費

台

        1          117,100   

豊岡市役所～日置地区 運搬距離L=40.7km(往路)

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

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          

56720円 0円 無 0円 0円 0円 0円                  

                                                台         1           96,500            96,500   

運搬される建設機械の運搬中の損料 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         0.2        103,000            20,600   

               計

        117,100   

               単価

      117,100   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

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            2,715   

土木一般世話役  

人         0.11        23,835             2,621   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         0.33        21,210             6,999   

普通作業員  

人         0.549        20,370            11,183   

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)

ｔ        12.573        14,500           182,308   

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       248,000            27,280   

路面清掃車運転 7cm以下 一層 

日         0.11        65,440             7,198   

アスファルトフィニッシャ運転 7cm以下 一層 

日         0.11       106,800            11,748   

ロードローラ運転 7cm以下 一層 

日         0.11        42,170             4,638   

タイヤローラ運転 7cm以下 一層 

日         0.11        28,970             3,186   

諸雑費（率＋まるめ）

        14%

式         1             10,426   

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

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            2,715   

               計

        271,500   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               単価

        2,715   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,525   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)【但南建設㈱南但ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ】

 ｍ３       100            3,525           352,500   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

        352,500   

               単価

        3,525   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

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              129.3 

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）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

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               99             3,366   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              1,634   

               計

        129,300   

               単価

          129.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

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              669.5 

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）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

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               99             7,029   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             18,821   

               計

        669,500   

               単価

          669.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

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）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 300×300 T-25 (PU234)

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- 32 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

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

L=2000mm                                        

1000を超え2000kg/個以下 無し 無し               

ｍ

       10           28,040   

Ｕ型側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            5,024.79          50,247   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 300×500 T-25 (PU236)

個         2.5         91,000           227,500   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         1.26         2,100             2,646   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

        280,400   

               単価

       28,040   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し                

18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り                    

再生クラッシャラン 40～0 0.7m3/10m              

ｍ

       10           18,700   

自由勾配側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            5,280            52,800   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

自由勾配側溝(街渠可変側溝) B300×H400(縦断用)

個         5           24,540           122,700   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         0.445        12,700             5,651   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         0.318        12,700             4,038   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         0.84         2,100             1,764   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 47   

               計

        187,000   

               単価

       18,700   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し                

18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り                    

再生クラッシャラン 40～0 0.7m3/10m              

ｍ

       10           20,210   

自由勾配側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            5,280            52,800   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

自由勾配側溝(街渠可変側溝) B300×H500(縦断用)

個         5           27,480           137,400   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         0.477        12,700             6,057   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         0.318        12,700             4,038   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         0.84         2,100             1,764   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 41   

               計

        202,100   

               単価

       20,210   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し                

18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り                    

再生クラッシャラン 40～0 0.7m3/10m              

ｍ

       10           24,360   

自由勾配側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            5,280            52,800   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

自由勾配側溝(街渠可変側溝) B300×H600(縦断用)

個         5           35,950           179,750   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         0.413        12,700             5,245   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         0.318        12,700             4,038   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         0.84         2,100             1,764   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

        243,600   

               単価

       24,360   円／ｍ

              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） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝 無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し                

18-8-40(高炉) 0.3m3/10m 有り                    

再生クラッシャラン 40～0 0.7m3/10m              

ｍ

       10           26,370   

自由勾配側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            5,280            52,800   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

自由勾配側溝(街渠可変側溝) B300×H700(縦断用)

個         5           39,880           199,400   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         0.445        12,700             5,651   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         0.318        12,700             4,038   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         0.84         2,100             1,764   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 47   

               計

        263,700   

               単価

       26,370   円／ｍ

              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） 2020.08

2020.08

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           16,230   

蓋版コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              328            32,800   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(嵩上げ) ﾛﾝｸﾞU300用 T-25 L=995 滑り止め

枚       100           15,900         1,590,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                200   

               計

      1,623,000   

               単価

       16,230   円／枚

              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） 2020.08

2020.08

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           29,730   

蓋版コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              328            32,800   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(嵩上げ) 自由勾配側溝用300用 T-25 L=995 滑り止め

枚       100           29,400         2,940,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                200   

               計

      2,973,000   

               単価

       29,730   円／枚

              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） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無              

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

差筋及び杭頭処理                                

ｔ

        1          123,800   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03        65,000            66,950   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

鉄筋工 加工・組立共　差筋及び杭頭処理

ｔ         1           56,810            56,810   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 40   

               計

        123,800   

               単価

      123,800   円／ｔ

              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） 2020.08

2020.08

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           15,810   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              801            80,100   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 300用 歩道用 L=995 細目 滑り止め

枚       100           15,000         1,500,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                900   

               計

      1,581,000   

               単価

       15,810   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



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）

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要              

                                                

                                                

 ｍ３

        1            7,106   

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

 ｍ３         1            7,106             7,106   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し                   

                                                

                                                

 ｍ３

        1           28,370   

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無

 ｍ３         1           28,365            28,365   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         28,370   

               単価

       28,370   円／ｍ３

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,106   

               単価

        7,106   円／ｍ３

              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）

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            4,230   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)【但南建設㈱南但ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ】場】

 ｍ３       100            4,230           423,000   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            5,405   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【但南建設㈱南但ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ】

 ｍ３       100            5,405           540,500   

               計

        540,500   

               単価

        5,405   円／ｍ３

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

        423,000   

               単価

        4,230   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 43 -



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）

2020.08

2020.08

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   

2020.08

2020.08

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）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

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- 44 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2020.08

2020.08

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   

2020.08

2020.08

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          

56720円 0円 無 0円 0円 0円 0円                  

                                                

台

        1           96,500   

貨物自動車運送料金 距離制運賃

台         1           96,500            96,500   

               計

         96,500   

               単価

       96,500   円／台

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

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- 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） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

路面切削機運転 7cm以下 一層 

日

        1          248,000   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ       204               99            20,196   

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                 34   

               計

        248,000   

               単価

      248,000   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） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

路面清掃車運転 7cm以下 一層 

日

        1           65,440   

運転手（一般）  

人         0.98        18,585            18,213   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        43               99             4,257   

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                  2   

               計

         65,440   

               単価

       65,440   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） 2020.08

2020.08

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          106,800   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        48               99             4,752   

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                 82   

               計

        106,800   

               単価

      106,800   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ロードローラ運転 7cm以下 一層 

日

        1           42,170   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        25               99             2,475   

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

         42,170   

               単価

       42,170   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

タイヤローラ運転 7cm以下 一層 

日

        1           28,970   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        26               99             2,574   

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                  4   

               計

         28,970   

               単価

       28,970   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－2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As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ

改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧5000 m2

        1            2,715   

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            2,715             2,715   

2020.08

2020.08

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              533.6 

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

                                                

                                                ｍ         1              533.6             533.6 

               計

            533.6 

               単価

          533.6 円／m

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          2,715   

               単価

        2,715   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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－4号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            4,700   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            4,700             4,700   

2020.08

2020.08

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5.0km以下(DID無)

m3

        1              935.2 

殻運搬（路面切削） 無し 5.0km以下 全ての費用                       

                                                

                                                 ｍ３         1              935.2             935.2 

               計

            935.2 

               単価

          935.2 円／m3

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          4,700   

               単価

        4,700   円／m3

              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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－6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            1,942   

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              669.5             669.5 

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－5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              129.3 

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              129.3             129.3 

               計

            129.3 

               単価

          129.3 円／m

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

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            1,272             1,272   

               計

          1,941.5 

               単価

        1,942   円／m

              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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－8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   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－7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   

               計

         14,180   

               単価

       14,180   円／人日

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

         11,450   

               単価

       11,450   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 54 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－9号

建設機械運搬費

台

        1          117,100   

上小田地区～豊岡市役所 運搬距離L=46.0km(復路)

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

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          

56720円 0円 無 0円 0円 0円 0円                  

                                                台         1           96,500            96,500   

運搬される建設機械の運搬中の損料 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         0.2        103,000            20,600   

               計

        117,100   

               単価

      117,100   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

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            2,715   

土木一般世話役  

人         0.11        23,835             2,621   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         0.33        21,210             6,999   

普通作業員  

人         0.549        20,370            11,183   

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)

ｔ        12.573        14,500           182,308   

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       248,000            27,280   

路面清掃車運転 7cm以下 一層 

日         0.11        65,440             7,198   

アスファルトフィニッシャ運転 7cm以下 一層 

日         0.11       106,800            11,748   

ロードローラ運転 7cm以下 一層 

日         0.11        42,170             4,638   

タイヤローラ運転 7cm以下 一層 

日         0.11        28,970             3,186   

諸雑費（率＋まるめ）

        14%

式         1             10,426   

              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） 2020.08

2020.08

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            2,715   

               計

        271,500   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               単価

        2,715   円／ｍ２

              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） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            4,700   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)【大成ﾛﾃｯｸ(株) 福知山合材工場】

 ｍ３       100            4,700           470,000   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

        470,000   

               単価

        4,700   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

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              129.3 

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）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

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               99             3,366   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              1,634   

               計

        129,300   

               単価

          129.3 円／ｍ

              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） 2020.08

2020.08

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              669.5 

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）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

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               99             7,029   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             18,821   

               計

        669,500   

               単価

          669.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 60 -



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）

2020.08

2020.08

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   

2020.08

2020.08

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）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

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- 61 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2020.08

2020.08

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          

56720円 0円 無 0円 0円 0円 0円                  

                                                

台

        1           96,500   

貨物自動車運送料金 距離制運賃

台         1           96,500            96,500   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

         96,500   

               単価

       96,500   円／台

              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（２） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

路面切削機運転 7cm以下 一層 

日

        1          248,000   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ       204               99            20,196   

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                 34   

               計

        248,000   

               単価

      248,000   円／日

              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（２） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

路面清掃車運転 7cm以下 一層 

日

        1           65,440   

運転手（一般）  

人         0.98        18,585            18,213   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        43               99             4,257   

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                  2   

               計

         65,440   

               単価

       65,440   円／日

              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（２） 2020.08

2020.08

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          106,800   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        48               99             4,752   

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                 82   

               計

        106,800   

               単価

      106,800   円／日

              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（２） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ロードローラ運転 7cm以下 一層 

日

        1           42,170   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        25               99             2,475   

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

         42,170   

               単価

       42,170   円／日

              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（２） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

タイヤローラ運転 7cm以下 一層 

日

        1           28,970   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        26               99             2,574   

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                  4   

               計

         28,970   

               単価

       28,970   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－2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As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ

改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧5000 m2

        1            2,715   

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            2,715             2,715   

2020.08

2020.08

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              533.6 

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

                                                

                                                ｍ         1              533.6             533.6 

               計

            533.6 

               単価

          533.6 円／m

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          2,715   

               単価

        2,715   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 68 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－4号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            3,525   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,525             3,525   

2020.08

2020.08

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18.5km以下(DID無)

m3

        1            2,316   

殻運搬（路面切削） 無し 18.5km以下 全ての費用                      

                                                

                                                 ｍ３         1            2,316             2,316   

               計

          2,316   

               単価

        2,316   円／m3

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          3,525   

               単価

        3,525   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 69 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－6号

上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 250ｍｍ

m2

        1            1,919   

上層路盤（歩道部） 250mm 2層施工 粒度調整砕石 M-30                 

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1            1,919             1,919   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－5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 250ｍｍ

m2

        1            1,674   

下層路盤（歩道部） 250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1            1,674             1,674   

               計

          1,674   

               単価

        1,674   円／m2

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          1,919   

               単価

        1,919   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 70 -



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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－8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 1.4m未

満 m2

        1            2,480   

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            2,480             2,480   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－7号

上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100ｍｍ 1.4m未満

m2

        1            4,064   

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            4,064             4,064   

               計

          4,064   

               単価

        4,064   円／m2

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          2,480   

               単価

        2,480   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 71 -



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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－10号

表層(車道・路肩部) 密粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標値DS≧5000 

舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 m2

        1            2,870   

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 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            2,870             2,870   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－9号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50ｍ

ｍ 1.4m未満 m2

        1            2,732   

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

50mm 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            2,732             2,732   

               計

          2,732   

               単価

        2,732   円／m2

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          2,870   

               単価

        2,870   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 72 -



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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－12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              145   

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              145               145   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－11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              129.3 

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              129.3             129.3 

               計

            129.3 

               単価

          129.3 円／m

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

            145   

               単価

          145   円／m

              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

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－14号

床掘り 土砂

m3

        1            1,825   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            1,825             1,825   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－13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            1,942   

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              669.5             669.5 

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            1,272             1,272   

               計

          1,941.5 

               単価

        1,942   円／m

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          1,825   

               単価

        1,825   円／m3

              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

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－16号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            2,735   

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            2,735             2,735   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－15号

埋戻し 土砂

m3

        1            3,233   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            3,233             3,233   

               計

          3,233   

               単価

        3,233   円／m3

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          2,735   

               単価

        2,735   円／m3

              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

１次単価表

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－18号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 300×300 T-25 (PU234)

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   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－17号

残土等処分

m3

        1            1,500   

残土等処分

 ｍ３         1            1,500             1,500   

               計

          1,500   

               単価

        1,500   円／m3

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

         13,330   

               単価

       13,330   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 76 -



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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－20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   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－19号

側溝蓋

(PU234用)

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(嵩上げ) 300用 T-25 L=995 滑り止め

枚

        1           16,230   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

無し                                            

                                                枚         1           16,230            16,230   

               計

         16,230   

               単価

       16,230   円／枚

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          1,321   

               単価

        1,321   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 77 -



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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－22号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) 片道運搬距離10.0km以下(DID無)

m3

        1            2,044   

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 10.0km以下 全ての費用                       ｍ３         1            2,044             2,044   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－21号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え40cm以下

m2

        1              455.3 

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              455.3             455.3 

               計

            455.3 

               単価

          455.3 円／m2

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

          2,044   

               単価

        2,044   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 78 -



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

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－24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   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－23号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            4,700   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            4,700             4,700   

               計

          4,700   

               単価

        4,700   円／m3

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

         14,180   

               単価

       14,180   円／人日

              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

１次単価表 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

単－25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）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

         11,450   

               単価

       11,450   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 80 -



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） 2020.08

2020.08

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            2,715   

土木一般世話役  

人         0.11        23,835             2,621   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

特殊作業員  

人         0.33        21,210             6,999   

普通作業員  

人         0.549        20,370            11,183   

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型(20)

ｔ        12.573        14,500           182,308   

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       248,000            27,280   

路面清掃車運転 7cm以下 一層 

日         0.11        65,440             7,198   

アスファルトフィニッシャ運転 7cm以下 一層 

日         0.11       106,800            11,748   

ロードローラ運転 7cm以下 一層 

日         0.11        42,170             4,638   

タイヤローラ運転 7cm以下 一層 

日         0.11        28,970             3,186   

諸雑費（率＋まるめ）

        14%

式         1             10,426   

              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） 2020.08

2020.08

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            2,715   

               計

        271,500   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               単価

        2,715   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） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,525   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)【但南建設㈱南但ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ】

 ｍ３       100            3,525           352,500   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

               計

        352,500   

               単価

        3,525   円／ｍ３

              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） 2020.08

2020.08

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              129.3 

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）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

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               99             3,366   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              1,634   

               計

        129,300   

               単価

          129.3 円／ｍ

              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） 2020.08

2020.08

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              145   

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）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

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               99             4,059   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              1,641   

               計

        145,000   

               単価

          145   円／ｍ

              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） 2020.08

2020.08

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              669.5 

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）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

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               99             7,029   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             18,821   

               計

        669,500   

               単価

          669.5 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） 2020.08

2020.08

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）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 300×300 T-25 (PU234)

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- 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） 2020.08

2020.08

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           16,230   

蓋版コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              328            32,800   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(嵩上げ) ﾛﾝｸﾞU300用 T-25 L=995 滑り止め

枚       100           15,900         1,590,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                200   

               計

      1,623,000   

               単価

       16,230   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 88 -



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）

2020.08

2020.08

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   

2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            4,700   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)【大成ﾛﾃｯｸ㈱福知山合材工場】

 ｍ３       100            4,700           470,000   

               計

        470,000   

               単価

        4,700   円／ｍ３

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

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- 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） 2020.08

2020.08

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   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

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- 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（２） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

路面切削機運転 7cm以下 一層 

日

        1          248,000   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ       204               99            20,196   

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                 34   

               計

        248,000   

               単価

      248,000   円／日

              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（２） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

路面清掃車運転 7cm以下 一層 

日

        1           65,440   

運転手（一般）  

人         0.98        18,585            18,213   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        43               99             4,257   

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                  2   

               計

         65,440   

               単価

       65,440   円／日

              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（２） 2020.08

2020.08

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          106,800   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        48               99             4,752   

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                 82   

               計

        106,800   

               単価

      106,800   円／日

              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（２） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

ロードローラ運転 7cm以下 一層 

日

        1           42,170   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        25               99             2,475   

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

         42,170   

               単価

       42,170   円／日

              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（２） 2020.08

2020.08

1.000-00-00-2-0

タイヤローラ運転 7cm以下 一層 

日

        1           28,970   

運転手（特殊）  

人         1           20,790            20,790   

[自）京都府福知山市上小田地先　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        26               99             2,574   

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                  4   

               計

         28,970   

               単価

       28,970   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 95 -


