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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号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修）

鏡

(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　　　　　　　

(至)京都府亀岡市千代川町今津地先

　１）　発注年月　　　　　令和 3年 6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　京都国道事務所　管理第二課              　　　　　

　３）　工事番号　　　　　3651030003　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　橋梁保全工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  395日間 　　　　自　　　令和 3年 8月 2日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 4年 8月31日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　京都市（１）　他　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 3年 4月　　　　　　　　　　　　　　　

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

１４）　単価適用年月　　　　　　　2021年 6月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2021年 6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 　　　　　　　      1,568,848 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年 4月20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号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修） (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

橋梁保全工事

(西大橋)

式         1        110,583,535

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

　舗装工

　

式         1         45,161,384

　　路面切削工

　　(夜間)

式         1         11,237,784

　　　路面切削

　　　(車道部)

全面切削6cmを超え12c

m以下 段差すりつけ撤

去作業無 m2     5,400              661.9       3,574,260

単-1号

　　　路面切削

　　　(歩道部)

全面切削10cm以下 段

差すりつけ撤去作業無

m2     1,300            4,290         5,577,000

単-2号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       484            1,139           551,276

単-3号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       484            3,172         1,535,248

単-4号

　　橋面防水工

　　(夜間)

式         1         16,253,200

　　　橋面防水

　　　(車道部)

塗膜防水

m2     5,400            2,434        13,143,600

単-5号

　　　橋面防水

　　　(歩道部)

塗膜防水

m2     1,300            2,392         3,109,600

単-6号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(夜間)

式         1         17,670,400

　　　ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道・路肩部)

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物ﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20) 

舗装厚40mm 3.0m超 m2     5,400            1,389         7,500,600

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号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修） (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟ

ﾘﾏｰ改質II型(20) 舗装

厚40mm 3.0m超 m2     5,400            1,540         8,316,000

単-8号

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

　　　表層(歩道部)

　　　

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(13) 舗装厚 40mm 1

.4m以上 m2     1,300            1,426         1,853,800

単-9号

　区画線工

　

式         1            658,386

　　区画線工

　　(夜間)

式         1            658,386

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白 m     1,300              397.5         516,750

単-10号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白 m       330              429.2         141,636

単-11号

　橋梁付属物工

　

式         1         53,695,591

　　伸縮継手工

　　(夜間)

式         1          8,209,040

　　　鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修

　　　

補修 普通型 2車線相

当 伸縮量100mm

m        27.4        299,600         8,209,040

単-12号

　　落橋防止装置工

　　(ﾁｪｰﾝ連結)

式         1          4,329,740

　　　製作加工

　　　

SM490A(C-5系)

t         0.35       774,000           270,900

単-13号

　　　製作加工

　　　

SM400A(C-5系)

t         0.25       836,000           209,000

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９号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修） (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　塗膜除去

　　　

鈑桁構造 1回施工

m2         4           13,020            52,080

単-15号

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

　　　芯出し調整

　　　

m2         4           29,270           117,080

単-16号

　　　現場孔明

　　　

φ24.5mm

孔       100            1,148           114,800

単-17号

　　　落橋防止装置

　　　

緩衝ﾁｪｰﾝ 5型(許容荷

重825kN 3ﾘﾝｸ)

箇所         5          686,700         3,433,500

単-18号

　　　ﾎﾞﾙﾄ締

　　　

S10T M22×100(2W)

本        40            1,333            53,320

単-19号

　　　ﾎﾞﾙﾄ締

　　　

S10T M22×80(2W)

本        20            1,315            26,300

単-20号

　　　ﾎﾞﾙﾄ締

　　　

S10T M22×90

本        40            1,319            52,760

単-21号

　　落橋防止装置工

　　(PCｹｰﾌﾞﾙ)

式         1          6,054,472

　　　製作加工

　　　

SM400A(C-5系)

t         1.1        795,000           874,500

単-22号

　　　製作加工

　　　

SM490A(C-5系)

t         2.4        798,000         1,915,200

単-23号

　　　塗膜除去

　　　

鈑桁構造 1回施工

m2         8           13,020           104,160

単-24号

　　　芯出し調整

　　　

m2         8           29,270           234,160

単-25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号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修） (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　現場孔明

　　　

φ24.5mm

孔       258            1,148           296,184

単-26号

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

　　　落橋防止装置

　　　

PCｹｰﾌﾞﾙ F70TD L=4770

mm

箇所         6          381,800         2,290,800

単-27号

　　　ﾎﾞﾙﾄ締

　　　

S10T M22×120

本       102            1,346           137,292

単-28号

　　　ﾎﾞﾙﾄ締

　　　

S10T M22×65

本       156            1,296           202,176

単-29号

　　変位制限装置工(支承補強工)

　　

式         1         20,685,942

　　　製作加工

　　　

SM400A(C-5系)

t         0.37       836,000           309,320

単-30号

　　　製作加工

　　　

SM490B(HDZ55)

t         0.99       878,000           869,220

単-31号

　　　製作加工

　　　

SM490A(HDZ55)

t         2.6        875,000         2,275,000

単-32号

　　　製作加工

　　　

SM400A(HDZ55)

t         4.6        865,000         3,979,000

単-33号

　　　製作加工

　　　

調整ﾌﾟﾚｰﾄ SS400(HDZ5

5)

t         1.1        860,000           946,000

単-34号

　　　塗膜除去

　　　

鈑桁構造 1回施工

m2         9           13,020           117,180

単-35号

　　　芯出し調整

　　　

m2         9           29,270           263,430

単-36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号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修） (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

　　　

m2        11           15,310           168,410

単-37号

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

　　　不陸修正

　　　

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 厚5mm

m2        11           30,580           336,380

単-38号

　　　現場孔明

　　　

φ24.5mm

孔       104            1,148           119,392

単-39号

　　　現場孔明

　　　

φ32mm

孔        36            1,148            41,328

単-40号

　　　現場孔明

　　　

φ35mm

孔        16            1,148            18,368

単-41号

　　　変位制限装置(A1)(夜間)

　　　

水平力分担構造装置 

鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ 全方向 50

0kN型 可動量±80mm 箇所         5          755,000         3,775,000

単-42号

　　　変位制限装置(P6起点)

　　　

水平力分担構造装置 

鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ 全方向 50

0kN型 可動量±140mm 箇所         4          567,900         2,271,600

単-43号

　　　変位制限装置(P6終点)

　　　

水平力分担構造装置 

鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ 全方向 60

0kN型 可動量±110mm 箇所         4          593,900         2,375,600

単-44号

　　　ﾎﾞﾙﾄ締

　　　

S10T M22×70(2W)

本        20            1,306            26,120

単-45号

　　　ﾎﾞﾙﾄ締(夜間)

　　　

S10T M22×70(2W)

本         8            2,119            16,952

単-46号

　　　ﾎﾞﾙﾄ締

　　　

S10T M22×75(2W)

本        12            1,311            15,732

単-47号

　　　ﾎﾞﾙﾄ締(夜間)

　　　

S10T M22×75(2W)

本        12            2,124            25,488

単-48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号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修） (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　ﾎﾞﾙﾄ締

　　　

S10T M22×70

本        16            1,301            20,816

単-49号

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

　　　ﾎﾞﾙﾄ締(夜間)

　　　

S10T M22×70

本        20            2,113            42,260

単-50号

　　　ﾎﾞﾙﾄ締

　　　

S10T M22×75

本        16            1,305            20,880

単-51号

　　　削孔

　　　

削孔径 45ｍｍ 削孔深

さ 885ｍｍ

孔        96            7,029           674,784

単-52号

　　　削孔

　　　

削孔径 45ｍｍ 削孔深

さ 935ｍｍ

孔        60            7,029           421,740

単-53号

　　　ｱﾝｶｰ(落橋防止)

　　　

SD345 D35×975

本        96            9,895           949,920

単-54号

　　　ｱﾝｶｰ(落橋防止)

　　　

SD345 D35×1035

本        60           10,080           604,800

単-55号

　　　人力積込

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3         0.3          4,074             1,222

単-56号

　　変位制限装置工(縦型緩衝ﾋﾟﾝ)

　　

式         1         14,058,397

　　　製作加工

　　　

SM400A(C-5系)

t         1.5        836,000         1,254,000

単-57号

　　　製作加工

　　　

SM490B(C-5系)

t         2.2        962,000         2,116,400

単-58号

　　　製作加工

　　　

SM490A(C-5系)

t         0.4        960,000           384,000

単-59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号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修） (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　製作加工

　　　

FILL PL SS400 ｔ<6mm

 ﾌﾟﾗｲﾏｰ

t         0.01       853,000             8,530

単-60号

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

　　　製作加工

　　　

SPL PL SS400 6mm≦ｔ

 ﾌﾟﾗｲﾏｰ

t         0.31       852,000           264,120

単-61号

　　　製作加工

　　　

SM490A(HDZ55)

t         1.4        981,000         1,373,400

単-62号

　　　塗膜除去

　　　

鈑桁構造 1回施工

m2         5           13,020            65,100

単-63号

　　　芯出し調整

　　　

m2         5           29,270           146,350

単-64号

　　　台座ﾓﾙﾀﾙ

　　　

m3         0.1      1,269,000           126,900

単-65号

　　　型枠

　　　

m2         0.9          7,558             6,802

単-66号

　　　ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

　　　

m2         4            6,617            26,468

単-67号

　　　現場孔明

　　　

φ24.5mm

孔       272            1,148           312,256

単-68号

　　　変位制限装置(P5)

　　　

 縦型緩衝ﾋﾟﾝ φ90×38

5L(S45CN)

箇所        16          381,200         6,099,200

単-69号

　　　ﾎﾞﾙﾄ締

　　　

S10T M22×80(2W)

本        32            1,315            42,080

単-70号

　　　ﾎﾞﾙﾄ締

　　　

S10T M22×105(2W)

本        48            1,338            64,224

単-71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号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修） (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　ﾎﾞﾙﾄ締

　　　

S10T M22×105

本       288            1,332           383,616

単-72号

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

　　　ﾎﾞﾙﾄ締

　　　

S10T M22×110

本        96            1,337           128,352

単-73号

　　　削孔

　　　

削孔径 39ｍｍ 削孔深

さ 445ｍｍ

孔       128            4,652           595,456

単-74号

　　　ｱﾝｶｰ(落橋防止)

　　　

SD345 D29×545

本       128            5,162           660,736

単-75号

　　　人力積込

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3         0.1          4,074               407

単-76号

　　下横構撤去復旧工

　　

式         1            358,000

　　　下横構撤去復旧

　　　

基         4           89,500           358,000

単-77号

　現場塗装工

　

式         1            373,780

　　現場塗装工

　　(F-11系)

式         1            358,540

　　　素地調整

　　　

動力工具処理 ISO St 

3

m2        32            4,081           130,592

単-78号

　　　下塗

　　　

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

塗料(1層)

m2        32              878.4          28,108

単-79号

　　　下塗

　　　

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗

料(2回塗り/層)

m2        32            3,750           120,000

単-80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号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修） (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　中塗

　　　

ふっ素樹脂塗料 淡彩

m2        32            1,020            32,640

単-81号

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

　　　上塗

　　　

ふっ素樹脂塗料 淡彩

m2        32            1,475            47,200

単-82号

　　塗替塗装工(落橋防止撤去後)

　　

式         1             15,240

　　　素地調整

　　　

2種ｹﾚﾝ(動力工具と手

工具の併用)

m2         2            2,659             5,318

単-83号

　　　下塗

　　　

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回

塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰII

m2         2            1,739             3,478

単-84号

　　　下塗

　　　

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹

脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ

m2         2            1,475             2,950

単-85号

　　　中塗

　　　

弱溶剤形ふっ素樹脂塗

料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩

m2         2              715             1,430

単-86号

　　　上塗

　　　

弱溶剤形ふっ素樹脂塗

料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩

m2         2            1,032             2,064

単-87号

　構造物撤去工

　

式         1            740,724

　　落橋防止装置撤去工

　　

式         1            723,640

　　　落橋防止装置撤去

　　　

ﾁｪｰﾝ連結ﾀｲﾌﾟ

箇所         5          124,200           621,000

単-88号

　　　ﾎﾞﾙﾄ締

　　　

S10T M22×50

本        80            1,283           102,640

単-89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号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修） (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　運搬処理工

　　

式         1             17,084

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力

積込

m3         0.4         11,200             4,480

単-90号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.4          3,760             1,504

単-91号

　　　現場発生品運搬

　　　

落橋防止装置、鋼材、

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類

回         1           11,100            11,100

単-92号

　仮設工

　

式         1          9,953,670

　　橋梁足場工

　　(夜間)

式         1          1,950,400

　　　足場

　　　

吊足場

m2       160           12,190         1,950,400

単-93号

　　仮設備工

　　

式         1            269,250

　　　安全対策

　　　

塗膜除去(1回施工)

m2        25           10,770           269,250

単-94号

　　交通管理工

　　

式         1          7,734,020

　　　交通誘導警備員

　　　

昼間勤務

人日        85           11,660           991,100

単-95号

　　　交通誘導警備員

　　　

夜間勤務

人日       332           20,310         6,742,920

単-96号

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



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

単価

設計内訳書

国道９号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修） (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

橋梁保全工事

(桂大縄(1)地下道)

式         1          9,940,411

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

　橋梁補修工

　

式         1          8,110,167

　　ひび割れ補修工

　　

式         1            391,000

　　　低圧注入工法

　　　

25m未満(15.9m) ｴﾎﾟｷｼ

樹脂系(Ⅲ種)

構造物         1          391,000           391,000

単-97号

　　断面修復工

　　

式         1            495,207

　　　左官工法

　　　

0.1m3以上(0.13m3) ﾎﾟ

ﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･

鉄筋防錆処理有 構造物         1          494,800           494,800

単-98号

　　　人力積込

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3         0.1          4,074               407

単-99号

　　橋面防水工(夜間)

　　

式         1          2,037,450

　　　橋面防水(歩道部)

　　　

JETｽﾌﾟﾚｰ同等品以上

m2        47           43,350         2,037,450

単-100号

　　水切り設置工

　　

式         1             77,760

　　　水切り

　　　

軟質PCV 25×15

m        10            7,776            77,760

単-101号

　　はく落対策工

　　

式         1          5,021,630

              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号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修） (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　FRPﾒｯｼｭ

　　　

50×50 難燃ﾀｲﾌﾟ

m2        12           27,110           325,320

単-102号

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

　　　FRP繊維ｼｰﾄ

　　　

透明型 FFｼｰﾄ(高伸度

型ｼｰﾄ)同等品以上

m2       135           25,100         3,388,500

単-103号

　　　FRP繊維ｼｰﾄ

　　　

FFｼｰﾄ(ﾋﾞﾆﾛﾝｼｰﾄ)同等

品以上

m2        49           26,690         1,307,810

単-104号

　　表面含浸工

　　

式         1             87,120

　　　表面含浸

　　　

ｼﾗﾝ系 0.2kg/m2

m2        12            7,260            87,120

単-105号

　構造物撤去工

　

式         1              1,684

　　運搬処理工

　　

式         1              1,684

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力

積込

m3         0.1         13,080             1,308

単-106号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         0.1          3,760               376

単-107号

　仮設工

　

式         1          1,828,560

　　交通管理工

　　

式         1          1,828,560

　　　交通誘導警備員

　　　

昼間勤務

人日        96           11,660         1,119,360

単-108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号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修） (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　交通誘導警備員

　　　

夜間勤務

人日        36           19,700           709,200

単-109号

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

直接工事費

式         1        120,523,946

共通仮設費

式         1         18,697,300

　共通仮設費

　

式         1          3,745,300

　　運搬費

　　

式         1            131,180

　　　建設機械運搬費

　　　

台         2           65,590           131,180

単-110号

　　技術管理費

　　

式         1          1,280,120

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

工事         1           53,290            53,290

単-111号

　　　鉄筋探査

　　　

m2        17           15,310           260,270

単-112号

　　　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着長測定費

　　　

本       284            2,340           664,560

単-113号

　　　作業安全性確認試験

　　　

含有分析試験(鉛･六価

ｸﾛﾑ･PCB)

回         1          162,000           162,000

単-114号

　　　廃棄物分類試験

　　　

溶出分析試験(鉛･六価

ｸﾛﾑ･PCB)

回         1          140,000           140,000

単-115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号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修） (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1          2,334,000

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

　共通仮設費（率計上）

　

式         1         14,952,000

純工事費

式         1        139,221,246

　現場管理費

　

式         1         55,960,000

工事原価

式         1        200,170,164

　一般管理費等

　

式         1         27,599,836

業務委託料

式         1            230,000

工事価格

式         1        228,000,000

消費税相当額

式         1         22,800,000

工事費計

式         1        250,800,000
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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号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修） (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

橋梁保全工事

(今津跨線橋)

式         1          1,803,318

[(自)京都府京都市西京区桂大縄町地先　　　　　　　]

　舗装工

　

式         1          1,063,336

　　路面切削工

　　(夜間施工)

式         1            182,720

　　　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       200              584.2         116,840

単-1号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3        10            3,416            34,160

単-2号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3        10            3,172            31,720

単-3号

　　橋面防水工

　　(夜間施工)

式         1            541,416

　　　橋面防水

　　　

塗膜防水

m2       204            2,654           541,416

単-4号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(夜間施工)

式         1            339,200

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物ﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20) 

舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 m2       200            1,696           339,200

単-5号

　区画線工

　

式         1            171,182

　　区画線工

　　(夜間施工)

式         1            171,182
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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号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修） (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白 m        50              397.5          19,875

単-6号

[(自)京都府京都市西京区桂大縄町地先　　　　　　　]

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 黄 m        25              483.1          12,077

単-7号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装無 白 m       140              994.5         139,230

単-8号

　仮設工

　

式         1            568,800

　　交通管理工

　　

式         1            568,800

　　　交通誘導警備員

　　　

夜間勤務

人日        30           18,960           568,800

単-9号

直接工事費

式         1          1,803,318

共通仮設費

式         1            928,600

　共通仮設費

　

式         1            211,600

　　運搬費

　　

式         1            172,600

　　　建設機械運搬費

　　　

台         2           86,300           172,600

単-10号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1             39,000
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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号西大橋他上部補強他工事（橋梁補修） (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　共通仮設費（率計上）

　

式         1            717,000

[(自)京都府京都市西京区桂大縄町地先　　　　　　　]

純工事費

式         1          2,731,918

　現場管理費

　

式         1          2,257,000

工事原価

式         1          4,988,918

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



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)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

              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)京都府京都市西京区桂大縄町地先　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－2号

路面切削

(歩道部)

全面切削10cm以下 段差すりつけ撤去作業無

m2

        1            4,290   

路面切削(歩道部) 全面切削10cm以下 段差すりつけ撤去作業無し

 ｍ２         1            4,290             4,290   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－1号

路面切削

(車道部)

全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無

m2

        1              661.9 

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用       

                                                

                                                 ｍ２         1              661.9             661.9 

               計

            661.9 

               単価

          661.9 円／m2

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          4,290   

               単価

        4,290   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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－4号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            3,172   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,172             3,172   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            1,139   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            1,139             1,139   

               計

          1,139   

               単価

        1,139   円／m3

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          3,172   

               単価

        3,172   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－5号

橋面防水

(車道部)

塗膜防水

m2

    5,400            2,434   

塗膜系防水 補修 無 無 有                                   

                                                

                                                 ｍ２     5,400            2,252        12,160,800   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

床版排水材  φ18mm ｽﾃﾝﾚｽ製

ｍ       651            1,228           799,428   

成形目地材 幅30mm×厚5mm

ｍ       651              278           180,978   

               計

     13,141,206   

               単価

        2,434   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－7号

ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20) 舗装厚40

mm 3.0m超 m2

        1            1,389   

中間層（車道・路肩部） 3.0m超 40mm                                     

各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し                 

全ての費用                                       ｍ２         1            1,389             1,389   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－6号

橋面防水

(歩道部)

塗膜防水

m2

    1,300            2,392   

塗膜系防水 補修 無 無 有                                   

                                                

                                                 ｍ２     1,300            2,252         2,927,600   

成形目地材 幅30mm×厚5mm

ｍ       651              278           180,978   

               計

      3,108,578   

               単価

        2,392   円／m2

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          1,389   

               単価

        1,389   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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－9号

表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上

m2

        1            1,426   

表層（歩道部） 1.4m以上 40mm                                   

各種(2.10以上2.20t/m3未満) 無し                 

全ての費用                                       ｍ２         1            1,426             1,426   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－8号

表層(車道・路肩部) 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20) 舗装厚40mm 3

.0m超 m2

        1            1,540   

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

各種(2.30以上2.40t/m3未満)                      

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            1,540             1,540   

               計

          1,540   

               単価

        1,540   円／m2

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          1,426   

               単価

        1,426   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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－11号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白

m

        1              429.2 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り       

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              429.2             429.2 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－10号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白

m

        1              397.5 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り       

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              397.5             397.5 

               計

            397.5 

               単価

          397.5 円／m

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

            429.2 

               単価

          429.2 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－12号

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 補修 普通型 2車線相当 伸縮量100mm

m

       27.4        299,600   

橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 2車線相当 有 無                     

                                                

                                                ｍ        27.4        133,900         3,668,860   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋梁用伸縮装置 車道用 伸縮量100mm ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄＳＷ型-100用(改)

ｍ        27.4        162,000         4,438,800   

ｼｰﾙ材 ｼﾘｺﾝ系 1成分形

L        18            1,010            18,180   

バックアップ材 ウレタンフォーム

L         0.03           370                11.1 

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ 本体打込式 M16×60 電気亜鉛ﾒｯｷ

本       704              116            81,664   

               計

      8,207,515.1 

               単価

      299,600   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－14号

製作加工 SM400A(C-5系)

t

        1          836,000   

落橋防止装置製作材料費(ﾁｪｰﾝ連結) SM400A 加工費 工場塗装(C-5系) 運搬費含む

ｔ         1          836,000           836,000   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－13号

製作加工 SM490A(C-5系)

t

        1          774,000   

落橋防止装置製作材料費(ﾁｪｰﾝ連結) SM490A 加工費 工場塗装(C-5系) 運搬費含む

ｔ         1          774,000           774,000   

               計

        774,000   

               単価

      774,000   円／t

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

        836,000   

               単価

      836,000   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－16号

芯出し調整

m2

        1           29,270   

芯出し調整工

 ｍ２         1           29,270            29,270   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－15号

塗膜除去 鈑桁構造 1回施工

m2

        1           13,020   

塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(100m2未満) 夜間作業無し 時間制約無し 鈑桁構造 1回施工 塗膜剥離剤0.5kg/m2

 ｍ２         1            9,234             9,234   

廃材の回収･積込 夜間作業無し 時間的制約無し 100m2未満

 ｍ２         1            3,780             3,780   

               計

         13,014   

               単価

       13,020   円／m2

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

         29,270   

               単価

       29,270   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－17号

現場孔明 φ24.5mm

孔

        1            1,148   

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

                                                

                                                本         1            1,148             1,148   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          1,148   

               単価

        1,148   円／孔

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－18号

落橋防止装置 緩衝ﾁｪｰﾝ 5型(許容荷重825kN 3ﾘﾝｸ)

箇所

        1          686,700   

補強部材取付工 1部材当り平均質量 G≦20kg

部材         4           10,740            42,960   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

落橋防止装置取付工 上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ+ﾁｪｰﾝのみ 単部材質量600kg/以下 現道上からの部材荷卸し

組         1           97,740            97,740   

落橋防止装置(ｺﾞﾑ被覆ﾁｪｰﾝ) 緩衝ﾁｪｰﾝ 5型(許容荷重825kN 3ﾘﾝｸ)

組         1          546,000           546,000   

               計

        686,700   

               単価

      686,700   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－19号

ﾎﾞﾙﾄ締 S10T M22×100(2W)

本

        1            1,333   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本         1            1,061             1,061   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本         1               82.6              82.6 

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×100(2W)

組         1              189               189   

               計

          1,332.6 

               単価

        1,333   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－20号

ﾎﾞﾙﾄ締 S10T M22×80(2W)

本

        1            1,315   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本         1            1,061             1,061   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本         1               82.6              82.6 

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×80(2W)

組         1              171               171   

               計

          1,314.6 

               単価

        1,315   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－21号

ﾎﾞﾙﾄ締 S10T M22×90

本

        1            1,319   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本         1            1,061             1,061   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本         1               82.6              82.6 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０

組         1              174.7             174.7 

               計

          1,318.3 

               単価

        1,319   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－23号

製作加工 SM490A(C-5系)

t

        1          798,000   

落橋防止装置製作材料費(PCｹｰﾌﾞﾙ) SM490A 加工費 工場塗装(C-5系) 運搬費含む

ｔ         1          798,000           798,000   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－22号

製作加工 SM400A(C-5系)

t

        1          795,000   

落橋防止装置製作材料費(PCｹｰﾌﾞﾙ) SM400A 加工費 工場塗装(C-5系) 運搬費含む

ｔ         1          795,000           795,000   

               計

        795,000   

               単価

      795,000   円／t

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

        798,000   

               単価

      798,000   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－25号

芯出し調整

m2

        1           29,270   

芯出し調整工

 ｍ２         1           29,270            29,270   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－24号

塗膜除去 鈑桁構造 1回施工

m2

        1           13,020   

塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(100m2未満) 夜間作業無し 時間制約無し 鈑桁構造 1回施工 塗膜剥離剤0.5kg/m2

 ｍ２         1            9,234             9,234   

廃材の回収･積込 夜間作業無し 時間的制約無し 100m2未満

 ｍ２         1            3,780             3,780   

               計

         13,014   

               単価

       13,020   円／m2

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

         29,270   

               単価

       29,270   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－27号

落橋防止装置 PCｹｰﾌﾞﾙ F70TD L=4770mm

箇所

        1          381,800   

落橋防止装置取付工 上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ+PCｹｰﾌﾞﾙ 単部材質量600kg以下 現道上からの部材荷卸し

組         1           97,740            97,740   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－26号

現場孔明 φ24.5mm

孔

        1            1,148   

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

                                                

                                                本         1            1,148             1,148   

               計

          1,148   

               単価

        1,148   円／孔

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

落橋防止装置(PCｹｰﾌﾞﾙ) F70TD L=4770mm

組         1          284,000           284,000   

               計

        381,740   

               単価

      381,800   円／箇所

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－28号

ﾎﾞﾙﾄ締 S10T M22×120

本

        1            1,346   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本         1            1,061             1,061   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本         1               82.6              82.6 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０

組         1              201.7             201.7 

               計

          1,345.3 

               単価

        1,346   円／本

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－29号

ﾎﾞﾙﾄ締 S10T M22×65

本

        1            1,296   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本         1            1,061             1,061   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本         1               82.6              82.6 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５

組         1              152.2             152.2 

               計

          1,295.8 

               単価

        1,296   円／本

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－31号

製作加工 SM490B(HDZ55)

t

        1          878,000   

変位制限装置製作材料費(支承補強構造) SM490B 加工費 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) 運搬費含む

ｔ         1          878,000           878,000   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－30号

製作加工 SM400A(C-5系)

t

        1          836,000   

変位制限装置製作材料費(支承補強構造) SM400A 加工費 工場塗装(C-5系) 運搬費含む

ｔ         1          836,000           836,000   

               計

        836,000   

               単価

      836,000   円／t

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

        878,000   

               単価

      878,000   円／t

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－33号

製作加工 SM400A(HDZ55)

t

        1          865,000   

変位制限装置製作材料費(支承補強構造) SM400A 加工費 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) 運搬費含む

ｔ         1          865,000           865,000   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－32号

製作加工 SM490A(HDZ55)

t

        1          875,000   

変位制限装置製作材料費(支承補強構造) SM490A 加工費 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) 運搬費含む

ｔ         1          875,000           875,000   

               計

        875,000   

               単価

      875,000   円／t

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

        865,000   

               単価

      865,000   円／t

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－35号

塗膜除去 鈑桁構造 1回施工

m2

        1           13,020   

塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(100m2未満) 夜間作業無し 時間制約無し 鈑桁構造 1回施工 塗膜剥離剤0.5kg/m2

 ｍ２         1            9,234             9,234   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－34号

製作加工 調整ﾌﾟﾚｰﾄ SS400(HDZ55)

t

        1          860,000   

変位制限装置製作材料費(支承補強構造) 調整ﾌﾟﾚｰﾄ SS400 加工費 亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55) 運搬費含む

ｔ         1          860,000           860,000   

               計

        860,000   

               単価

      860,000   円／t

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

廃材の回収･積込 夜間作業無し 時間的制約無し 100m2未満

 ｍ２         1            3,780             3,780   

               計

         13,014   

               単価

       13,020   円／m2

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－37号

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

m2

        1           15,310   

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ工(ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部)

 ｍ２         1           15,310            15,310   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－36号

芯出し調整

m2

        1           29,270   

芯出し調整工

 ｍ２         1           29,270            29,270   

               計

         29,270   

               単価

       29,270   円／m2

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

         15,310   

               単価

       15,310   円／m2

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－39号

現場孔明 φ24.5mm

孔

        1            1,148   

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

                                                

                                                本         1            1,148             1,148   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－38号

不陸修正 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 厚5mm

m2

        1           30,580   

不陸修正工 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 横向き 厚5mm

 ｍ２         1           30,580            30,580   

               計

         30,580   

               単価

       30,580   円／m2

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          1,148   

               単価

        1,148   円／孔

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－41号

現場孔明 φ35mm

孔

        1            1,148   

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

                                                

                                                本         1            1,148             1,148   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－40号

現場孔明 φ32mm

孔

        1            1,148   

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

                                                

                                                本         1            1,148             1,148   

               計

          1,148   

               単価

        1,148   円／孔

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          1,148   

               単価

        1,148   円／孔

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－42号

変位制限装置(A1)(夜間) 水平力分担構造装置 鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ 全方向 500kN型 可

動量±80mm 箇所

        1          755,000   

補強部材取付工 1部材当り平均質量 G≦20kg

部材         4           18,380            73,520   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

変位制限装置取付工 ｽﾄｯﾊﾟｰ 単部材質量600kg/以下 現道上からの部材荷卸し

組         1          121,800           121,800   

変位制限装置取付工 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ 単部材質量600超2000kg以下 現道上からの部材荷卸し

基         1          268,200           268,200   

水平力分担構造装置 鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ 全方向 500kN型 可動量±80mm ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ含む

組         1          284,000           284,000   

連結ﾎﾞﾙﾄ M22×100(1-N､2-W､1-SW) HDZ35 強度区分8.8

組         6            1,240             7,440   

               計

        754,960   

               単価

      755,000   円／箇所

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－43号

変位制限装置(P6起点) 水平力分担構造装置 鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ 全方向 500kN型 可

動量±140mm 箇所

        1          567,900   

補強部材取付工 1部材当り平均質量 G≦20kg

部材         4           10,740            42,960   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

変位制限装置取付工 ｽﾄｯﾊﾟｰ 単部材質量600kg/以下 現道上からの部材荷卸し

組         1           71,230            71,230   

変位制限装置取付工 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ 単部材質量600kg/以下 現道上からの部材荷卸し

基         1           95,270            95,270   

水平力分担構造装置 鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ 全方向 500kN型 可動量±140mm ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ含む

組         1          351,000           351,000   

連結ﾎﾞﾙﾄ M22×100(1-N､2-W､1-SW) HDZ35 強度区分8.8

組         6            1,240             7,440   

               計

        567,900   

               単価

      567,900   円／箇所

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－44号

変位制限装置(P6終点) 水平力分担構造装置 鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ 全方向 600kN型 可

動量±110mm 箇所

        1          593,900   

補強部材取付工 1部材当り平均質量 G≦20kg

部材         4           10,740            42,960   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

変位制限装置取付工 ｽﾄｯﾊﾟｰ 単部材質量600kg/以下 現道上からの部材荷卸し

組         1           71,230            71,230   

変位制限装置取付工 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ 単部材質量600kg/以下 現道上からの部材荷卸し

基         1           95,270            95,270   

水平力分担構造装置 鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ 全方向 600kN型 可動量±110mm ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ含む

組         1          377,000           377,000   

連結ﾎﾞﾙﾄ M22×100(1-N､2-W､1-SW) HDZ35 強度区分8.8

組         6            1,240             7,440   

               計

        593,900   

               単価

      593,900   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－45号

ﾎﾞﾙﾄ締 S10T M22×70(2W)

本

        1            1,306   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本         1            1,061             1,061   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本         1               82.6              82.6 

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×70(2W)

組         1              162               162   

               計

          1,305.6 

               単価

        1,306   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－46号

ﾎﾞﾙﾄ締(夜間) S10T M22×70(2W)

本

        1            2,119   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本         1            1,815             1,815   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本         1              141.2             141.2 

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×70(2W)

組         1              162               162   

               計

          2,118.2 

               単価

        2,119   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－47号

ﾎﾞﾙﾄ締 S10T M22×75(2W)

本

        1            1,311   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本         1            1,061             1,061   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本         1               82.6              82.6 

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×75(2W)

組         1              167               167   

               計

          1,310.6 

               単価

        1,311   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－48号

ﾎﾞﾙﾄ締(夜間) S10T M22×75(2W)

本

        1            2,124   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本         1            1,815             1,815   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本         1              141.2             141.2 

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×75(2W)

組         1              167               167   

               計

          2,123.2 

               単価

        2,124   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－49号

ﾎﾞﾙﾄ締 S10T M22×70

本

        1            1,301   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本         1            1,061             1,061   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本         1               82.6              82.6 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０

組         1              156.7             156.7 

               計

          1,300.3 

               単価

        1,301   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－50号

ﾎﾞﾙﾄ締(夜間) S10T M22×70

本

        1            2,113   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本         1            1,815             1,815   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本         1              141.2             141.2 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０

組         1              156.7             156.7 

               計

          2,112.9 

               単価

        2,113   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－51号

ﾎﾞﾙﾄ締 S10T M22×75

本

        1            1,305   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本         1            1,061             1,061   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本         1               82.6              82.6 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５

組         1              161.2             161.2 

               計

          1,304.8 

               単価

        1,305   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－53号

削孔 削孔径 45ｍｍ 削孔深さ 935ｍｍ

孔

        1            7,029   

コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） 30mmを超え43mm以下                              

500mmを超え1000mm以下 全ての費用                

                                                孔         1            7,029             7,029   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－52号

削孔 削孔径 45ｍｍ 削孔深さ 885ｍｍ

孔

        1            7,029   

コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） 30mmを超え43mm以下                              

500mmを超え1000mm以下 全ての費用                

                                                孔         1            7,029             7,029   

               計

          7,029   

               単価

        7,029   円／孔

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          7,029   

               単価

        7,029   円／孔

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－54号

ｱﾝｶｰ(落橋防止) SD345 D35×975

本

        1            9,895   

アンカー 25mmを超え40mm以下 横方向                       

                                                

                                                本         1            1,625             1,625   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

アンカー材（材料費）

本         1            6,230             6,230   

注入材（材料費） 0.8kg/本                                        

                                                

                                                本         1            2,040             2,040   

               計

          9,895   

               単価

        9,895   円／本

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－55号

ｱﾝｶｰ(落橋防止) SD345 D35×1035

本

        1           10,080   

アンカー 25mmを超え40mm以下 横方向                       

                                                

                                                本         1            1,625             1,625   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

アンカー材（材料費）

本         1            6,290             6,290   

注入材（材料費） 0.846kg/本                                      

                                                

                                                本         1            2,158             2,158   

               計

         10,073   

               単価

       10,080   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－57号

製作加工 SM400A(C-5系)

t

        1          836,000   

変位制限装置製作材料費(縦型緩衝ﾋﾟﾝ) SM400A 加工費 工場塗装(C-5系) 運搬費含む

ｔ         1          836,000           836,000   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－56号

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3

        1            4,074   

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

 ｍ３         1            4,074             4,074   

               計

          4,074   

               単価

        4,074   円／m3

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

        836,000   

               単価

      836,000   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－59号

製作加工 SM490A(C-5系)

t

        1          960,000   

変位制限装置製作材料費(縦型緩衝ﾋﾟﾝ) SM490A 加工費 工場塗装(C-5系) 運搬費含む

ｔ         1          960,000           960,000   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－58号

製作加工 SM490B(C-5系)

t

        1          962,000   

変位制限装置製作材料費(縦型緩衝ﾋﾟﾝ) SM490B 加工費 工場塗装(C-5系) 運搬費含む

ｔ         1          962,000           962,000   

               計

        962,000   

               単価

      962,000   円／t

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

        960,000   

               単価

      960,000   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－61号

製作加工 SPL PL SS400 6mm≦ｔ ﾌﾟﾗｲﾏｰ

t

        1          852,000   

変位制限装置製作材料費(縦型緩衝ﾋﾟﾝ) SPL PL SS400 6mm≦t ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む 運搬費含む

ｔ         1          852,000           852,000   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－60号

製作加工 FILL PL SS400 ｔ<6mm ﾌﾟﾗｲﾏｰ

t

        1          853,000   

変位制限装置製作材料費(縦型緩衝ﾋﾟﾝ) FILL PL SS400 t<6mm ﾌﾟﾗｲﾏｰ含む 運搬費含む

ｔ         1          853,000           853,000   

               計

        853,000   

               単価

      853,000   円／t

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

        852,000   

               単価

      852,000   円／t

              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

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－63号

塗膜除去 鈑桁構造 1回施工

m2

        1           13,020   

塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(100m2未満) 夜間作業無し 時間制約無し 鈑桁構造 1回施工 塗膜剥離剤0.5kg/m2

 ｍ２         1            9,234             9,234   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－62号

製作加工 SM490A(HDZ55)

t

        1          981,000   

変位制限装置製作材料費(縦型緩衝ﾋﾟﾝ) SM490A 加工費 工場塗装(HDZ55) 運搬費含む

ｔ         1          981,000           981,000   

               計

        981,000   

               単価

      981,000   円／t

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

廃材の回収･積込 夜間作業無し 時間的制約無し 100m2未満

 ｍ２         1            3,780             3,780   

               計

         13,014   

               単価

       13,020   円／m2

              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

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－65号

台座ﾓﾙﾀﾙ

m3

        1        1,269,000   

台座ﾓﾙﾀﾙ打設 無収縮ﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         1        1,269,000         1,269,000   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－64号

芯出し調整

m2

        1           29,270   

芯出し調整工

 ｍ２         1           29,270            29,270   

               計

         29,270   

               単価

       29,270   円／m2

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

      1,269,000   

               単価

    1,269,000   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

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－67号

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

m2

        1            6,617   

チッピング（厚２ｃｍ以下）

 ｍ２         1            6,617             6,617   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－66号

型枠

m2

        1            7,558   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1            7,558             7,558   

               計

          7,558   

               単価

        7,558   円／m2

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          6,617   

               単価

        6,617   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－68号

現場孔明 φ24.5mm

孔

        1            1,148   

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

                                                

                                                本         1            1,148             1,148   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          1,148   

               単価

        1,148   円／孔

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－69号

変位制限装置(P5)  縦型緩衝ﾋﾟﾝ φ90×385L(S45CN)

箇所

        1          381,200   

補強部材取付工 1部材当り平均質量 40＜G≦100kg

部材         2           22,020            44,040   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

縦型緩衝ﾋﾟﾝ取付工 鋼製架台+縦型緩衝ﾋﾟﾝ 単部材質量600kg/以下 現道上からの部材荷卸し

組         1          142,100           142,100   

縦型緩衝ﾋﾟﾝ  φ90×385L(S45CN) ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬｰ､ｽﾍﾟｰｻｰ､割ﾋﾟﾝ､ｺﾞﾑ含む

組         1          195,000           195,000   

               計

        381,140   

               単価

      381,200   円／箇所

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－70号

ﾎﾞﾙﾄ締 S10T M22×80(2W)

本

        1            1,315   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本         1            1,061             1,061   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本         1               82.6              82.6 

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×80(2W)

組         1              171               171   

               計

          1,314.6 

               単価

        1,315   円／本

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－71号

ﾎﾞﾙﾄ締 S10T M22×105(2W)

本

        1            1,338   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本         1            1,061             1,061   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本         1               82.6              82.6 

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×105(2W)

組         1              194               194   

               計

          1,337.6 

               単価

        1,338   円／本

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－72号

ﾎﾞﾙﾄ締 S10T M22×105

本

        1            1,332   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本         1            1,061             1,061   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本         1               82.6              82.6 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５

組         1              188.2             188.2 

               計

          1,331.8 

               単価

        1,332   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－73号

ﾎﾞﾙﾄ締 S10T M22×110

本

        1            1,337   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本         1            1,061             1,061   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本         1               82.6              82.6 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０

組         1              192.7             192.7 

               計

          1,336.3 

               単価

        1,337   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－74号

削孔 削孔径 39ｍｍ 削孔深さ 445ｍｍ

孔

        1            4,652   

コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） 23mmを超え30mm以下 500mm以下                    

全ての費用                                      

                                                孔         1            4,652             4,652   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          4,652   

               単価

        4,652   円／孔

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－75号

ｱﾝｶｰ(落橋防止) SD345 D29×545

本

        1            5,162   

アンカー 25mmを超え40mm以下 下方向                       

                                                

                                                本         1            1,289             1,289   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

アンカー材（材料費）

本         1            3,000             3,000   

注入材（材料費） 0.342kg/本                                      

                                                

                                                本         1              872.1             872.1 

               計

          5,161.1 

               単価

        5,162   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－77号

下横構撤去復旧

基

        1           89,500   

下横構撤去復旧工 単部材質量 600kg以下 高力ﾎﾞﾙﾄ撤去､ﾎﾞﾙﾄ締付含む

基         1           87,720            87,720   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－76号

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3

        1            4,074   

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

 ｍ３         1            4,074             4,074   

               計

          4,074   

               単価

        4,074   円／m3

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０

組        12              147.7           1,772.4 

               計

         89,492.4 

               単価

       89,500   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－79号

下塗 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)

m2

        1              878.4 

継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し              

無し                                            

                                                 ｍ２         1              878.4             878.4 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－78号

素地調整 動力工具処理 ISO St 3

m2

        1            4,081   

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

                                                

                                                 ｍ２         1            4,081             4,081   

               計

          4,081   

               単価

        4,081   円／m2

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

            878.4 

               単価

          878.4 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 54 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－81号

中塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩

m2

        1            1,020   

中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） 新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し             

ふっ素樹脂塗料 淡彩                             

                                                 ｍ２         1            1,020             1,020   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－80号

下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)

m2

        1            3,750   

継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し          

無し                                            

                                                 ｍ２         1            3,750             3,750   

               計

          3,750   

               単価

        3,750   円／m2

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          1,020   

               単価

        1,020   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－83号

素地調整 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)

m2

        1            2,659   

塗替塗装 素地調整 無し 無し 無し                         

2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)                  

                                                 ｍ２         1            2,659             2,659   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－82号

上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩

m2

        1            1,475   

中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） 新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し             

ふっ素樹脂塗料 淡彩                             

                                                 ｍ２         1            1,475             1,475   

               計

          1,475   

               単価

        1,475   円／m2

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          2,659   

               単価

        2,659   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－85号

下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ

m2

        1            1,475   

塗替塗装 下塗り 無し 無し 無し                           

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ         

                                                 ｍ２         1            1,475             1,475   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－84号

下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ･ﾛｰﾗｰII

m2

        1            1,739   

塗替塗装 下塗り 無し 無し 無し                           

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

                                                 ｍ２         1            1,739             1,739   

               計

          1,739   

               単価

        1,739   円／m2

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          1,475   

               単価

        1,475   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－87号

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩

m2

        1            1,032   

塗替塗装 上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料    

はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩                                  

                                                 ｍ２         1            1,032             1,032   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－86号

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩

m2

        1              715   

塗替塗装 中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料    

はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩                                  

                                                 ｍ２         1              715               715   

               計

            715   

               単価

          715   円／m2

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          1,032   

               単価

        1,032   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－88号

落橋防止装置撤去 ﾁｪｰﾝ連結ﾀｲﾌﾟ

箇所

        1          124,200   

補強部材撤去工 1部材当り平均質量 G≦20kg

部材         4           10,740            42,960   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

落橋防止装置撤去工 上･下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ+ﾁｪｰﾝ 単部材質量600kg/以下 現道上からの部材荷揚げ

組         1           61,780            61,780   

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ撤去工

本        16              649.6          10,393.6 

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｶﾞｽ切断工 ｱﾝｶｰ径25を超え40以下

本         4            2,248             8,992   

               計

        124,125.6 

               単価

      124,200   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 59 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－89号

ﾎﾞﾙﾄ締 S10T M22×50

本

        1            1,283   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本         1            1,061             1,061   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本         1               82.6              82.6 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５０

組         1              138.7             138.7 

               計

          1,282.3 

               単価

        1,283   円／本

              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

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－91号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,760   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,760             3,760   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－90号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込

m3

        1           11,200   

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 DID有り 8.0km以下

 ｍ３         1           11,200            11,200   

               計

         11,200   

               単価

       11,200   円／m3

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          3,760   

               単価

        3,760   円／m3

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－92号

現場発生品運搬 落橋防止装置、鋼材、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類

回

        1           11,100   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 1

4.0km以下 1.5t超2.0t以下 

回         1           11,100            11,100   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

         11,100   

               単価

       11,100   円／回

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－93号

足場 吊足場

m2

      160           12,190   

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m以上 5.5月                              

                                                

                                                 ｍ２       160           10,360         1,657,600   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

朝顔（床版補強工用） 両側朝顔 5.5月                                  

                                                

                                                 ｍ２       160            1,392           222,720   

防護工（床版補強工用） 両側朝顔 ｼ-ﾄ張防護 5.5月                        

                                                

                                                 ｍ２       160              434            69,440   

               計

      1,949,760   

               単価

       12,190   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－95号

交通誘導警備員 昼間勤務

人日

       85           11,660   

交通誘導警備員Ｂ

人日        85           11,660           991,100   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－94号

安全対策 塗膜除去(1回施工)

m2

       25           10,770   

全対策(塗膜除去1回) 養生設備､ｼｰﾄ､防毒ﾏｽｸ､保護 眼鏡､保護手袋､保護衣､換気設備､休憩設備等費用含む

 ｍ２        25           10,770           269,250   

               計

        269,250   

               単価

       10,770   円／m2

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

        991,100   

               単価

       11,660   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 64 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－97号

低圧注入工法 25m未満(15.9m) ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(Ⅲ種)

構造物

        1          391,000   

ひび割れ補修工(低圧注入工法) 延べ延長25m未満 高所作業車有り

構造物         1          391,000           391,000   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-50

単－96号

交通誘導警備員 夜間勤務

人日

      322           20,310   

交通誘導警備員Ａ

人日       166           21,900         3,635,400   

交通誘導警備員Ｂ

人日       166           17,490         2,903,340   

               計

      6,538,740   

               単価

       20,310   円／人日

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

        391,000   

               単価

      391,000   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 65 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－99号

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

m3

        1            4,074   

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

 ｍ３         1            4,074             4,074   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－98号

左官工法 0.1m3以上(0.13m3) ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆

処理有 構造物

        1          494,800   

断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 0.1m3以上  高所作業車無し

 ｍ３         0.07     2,435,000           170,450   

断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 0.1m3以上  高所作業車有り

 ｍ３         0.06     5,405,000           324,300   

               計

        494,750   

               単価

      494,800   円／構造物

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          4,074   

               単価

        4,074   円／m3

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－100号

橋面防水(歩道部) JETｽﾌﾟﾚｰ同等品以上

m2

        1           43,350   

JSﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.2kg/m2 夜間 時間的制約有り

 ｍ２         1            4,102             4,102   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ｼﾞｪｯﾄｽﾌﾟﾚｰ 夜間 時間的制約有り 超高速硬化ｳﾚﾀﾝ樹脂 平均膜厚2mm 1.6kg/m2

 ｍ２         1           30,160            30,160   

特殊ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 夜間 時間的制約有り JSﾌﾟﾗｲﾏｰ+特殊ｳﾚﾀﾝﾁｯﾌﾟ 0.15kg/m2

 ｍ２         1            3,851             3,851   

JSﾄｯﾌﾟｺｰﾄ 夜間 時間的制約有り JSﾄｯﾌﾟｺｰﾄ(ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂)0.2kg/m2

 ｍ２         1            5,230             5,230   

               計

         43,343   

               単価

       43,350   円／m2

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－102号

FRPﾒｯｼｭ 50×50 難燃ﾀｲﾌﾟ

m2

        1           27,110   

FRPﾒｯｼｭ設置工 ﾊｰﾄﾞﾒｯｼｭ 高所作業車有り

 ｍ２         1           27,110            27,110   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－101号

水切り 軟質PCV 25×15

m

        1            7,776   

水切り設置工 軟質PCV 25×15 高所作業車有り

ｍ         1            6,396             6,396   

水切り材 軟質PCV 25×15 接着剤含む

ｍ         1            1,380             1,380   

               計

          7,776   

               単価

        7,776   円／m

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

         27,110   

               単価

       27,110   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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－104号

FRP繊維ｼｰﾄ FFｼｰﾄ(ﾋﾞﾆﾛﾝｼｰﾄ)同等品以上

m2

        1           26,690   

FRP繊維ｼｰﾄ設置工 FFｼｰﾄ(ﾋﾞﾆﾛﾝｼｰﾄ) 高所作業車有り

 ｍ２         1           26,690            26,690   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－103号

FRP繊維ｼｰﾄ 透明型 FFｼｰﾄ(高伸度型ｼｰﾄ)同等品以上

m2

      135           25,100   

FRP繊維ｼｰﾄ設置工 透明型 FFｼｰﾄ(高伸度型ｼｰﾄ) 高所作業車無し

 ｍ２        44.8         18,370           822,976   

FRP繊維ｼｰﾄ設置工 透明型 FFｼｰﾄ(高伸度型ｼｰﾄ) 高所作業車有り

 ｍ２        90.2         28,440         2,565,288   

               計

      3,388,264   

               単価

       25,100   円／m2

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

         26,690   

               単価

       26,690   円／m2

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－106号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込

m3

        1           13,080   

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 DID有り 8.0km以下

 ｍ３         1           13,080            13,080   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－105号

表面含浸 ｼﾗﾝ系 0.2kg/m2

m2

        1            7,260   

表面含浸 時間的制約無 高所作業車有り

 ｍ２         1            7,260             7,260   

               計

          7,260   

               単価

        7,260   円／m2

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

         13,080   

               単価

       13,080   円／m3

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－108号

交通誘導警備員 昼間勤務

人日

       96           11,660   

交通誘導警備員Ｂ

人日        96           11,660         1,119,360   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－107号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,760   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,760             3,760   

               計

          3,760   

               単価

        3,760   円／m3

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

      1,119,360   

               単価

       11,660   円／人日

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－110号

建設機械運搬費

台

        2           65,590   

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          

7.1km 無 無                                     

                                                台         2           62,500           125,000   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-50

単－109号

交通誘導警備員 夜間勤務

人日

       36           19,700   

交通誘導警備員Ａ

人日        18           21,900           394,200   

交通誘導警備員Ｂ

人日        18           17,490           314,820   

               計

        709,020   

               単価

       19,700   円／人日

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機 0.03供用日/台

台         2            3,090             6,180   

               計

        131,180   

               単価

       65,590   円／台

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－112号

鉄筋探査

m2

       17           15,310   

鉄筋探査工 横向き RCﾚｰﾀﾞｰ

 ｍ２        11           17,100           188,100   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－111号

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事

        1           53,290   

路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事         1           53,290            53,290   

               計

         53,290   

               単価

       53,290   円／工事

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

鉄筋探査工 下向き RCﾚｰﾀﾞｰ

 ｍ２         6           12,010            72,060   

               計

        260,160   

               単価

       15,310   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 73 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－114号

作業安全性確認試験 含有分析試験(鉛･六価ｸﾛﾑ･PCB)

回

        1          162,000   

作業安全性確認試験 含有分析試験(鉛･六価ｸﾛﾑ･PCB)

回         1          162,000           162,000   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－113号

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着長測定費

本

      284            2,340   

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ定着長測定費 諸経費含む

本       284            2,340           664,560   

               計

        664,560   

               単価

        2,340   円／本

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

        162,000   

               単価

      162,000   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 74 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－115号

廃棄物分類試験 溶出分析試験(鉛･六価ｸﾛﾑ･PCB)

回

        1          140,000   

廃棄物分類試験 溶出分析試験(鉛･六価ｸﾛﾑ･PCB)

回         1          140,000           140,000   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

        140,000   

               単価

      140,000   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 75 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

路面切削(歩道部) 全面切削10cm以下 段差すりつけ撤去作業無し

 ｍ２

      100            4,290   

土木一般世話役  

人         1.2         40,937            49,124   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

普通作業員  

人         6           34,832           208,992   

路面切削機運転 ﾎｲｰﾙ式0.35m級 廃材積込装置付 排出ｶﾞｽ対策型(2次)

時間         4           14,930            59,720   

諸雑費（率＋まるめ）

       35%

式         1            111,164   

               計

        429,000   

               単価

        4,290   円／ｍ２

              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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

塗膜系防水 補修 無 無 有                                   

                                                

                                                

 ｍ２

      100            2,252   

橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系） 補修

 ｍ２       100            2,251.7         225,170   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,172   

処分費【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)【豊坂建材(株)】

 ｍ３       100            3,172           317,200   

               計

        317,200   

               単価

        3,172   円／ｍ３

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 30   

               計

        225,200   

               単価

        2,252   円／ｍ２

              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

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

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   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

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)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

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- 78 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り       

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              397.5 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              282           282,000   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        44              119             5,236   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,424   

               計

        397,500   

               単価

          397.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 79 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り       

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              429.2 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              313           313,000   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        49              119             5,831   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,529   

               計

        429,200   

               単価

          429.2 円／ｍ

              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） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 普通型 2車線相当 有 無                     

                                                

                                                

ｍ

        1          133,900   

伸縮装置工　補修 ２車線　普通型

ｍ         1          133,875           133,875   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 25   

               計

        133,900   

               単価

      133,900   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 81 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(100m2未

満) 夜間作業無し

時間制約無し 鈑桁構造 1回施工 塗膜剥離剤0.5kg/m2

 ｍ２

        1            9,234   

塗膜剥離剤塗布･塗膜除去 夜間作業無し 時間的制約無し 鈑桁構造 100m2未満 手間のみ

 ｍ２         1            7,950             7,950   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

塗膜剥離剤 水性塗膜はく離剤

ｋｇ         0.535         2,400             1,284   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,234   

               単価

        9,234   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 82 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

芯出し調整工

 ｍ２

       10           29,270   

橋りょう世話役  

人         1           35,490            35,490   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         3.9         29,715           115,888   

普通作業員  

人         6           20,370           122,220   

諸雑費（率＋まるめ）

       7%

式         1             19,102   

               計

        292,700   

               単価

       29,270   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 83 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

補強部材取付工 1部材当り平均質量 G≦20kg

部材

       10           10,740   

橋りょう世話役  

人         0.5         35,490            17,745   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         2.1         29,715            62,401   

普通作業員  

人         0.5         20,370            10,185   

諸雑費（率＋まるめ）

       19%

式         1             17,069   

               計

        107,400   

               単価

       10,740   円／部材

              国土交通省　近畿地方整備局- 84 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

落橋防止装置取付工 上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ+

ﾁｪｰﾝのみ

単部材質量600kg/以下 現道上からの部材荷卸し

組

        1           97,740   

橋りょう世話役  

人         0.25        35,490             8,872   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         2.1         29,715            62,401   

普通作業員  

人         0.5         20,370            10,185   

諸雑費（率＋まるめ）

       20%

式         1             16,282   

               計

         97,740   

               単価

       97,740   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 85 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本

      100            1,061   

橋りょう世話役  

人         0.6         35,490            21,294   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         1.8         29,715            53,487   

普通作業員  

人         0.6         20,370            12,222   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1             19,097   

               計

        106,100   

               単価

        1,061   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 86 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本

    1,000               82.6 

橋りょう特殊工  

人         2           29,715            59,430   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

諸雑費（率＋まるめ）

       39%

式         1             23,170   

               計

         82,600   

               単価

           82.6 円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 87 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×100(2W)

組

        1              189   

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００

組         1              183.7             183   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

丸座金（ワッシャー） Ｍ２２×３．２

枚         1                6.9               6   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            189   

               単価

          189   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 88 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×80(2W)

組

        1              171   

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０

組         1              165.7             165   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

丸座金（ワッシャー） Ｍ２２×３．２

枚         1                6.9               6   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            171   

               単価

          171   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 89 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

落橋防止装置取付工 上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ+

PCｹｰﾌﾞﾙ

単部材質量600kg以下 現道上からの部材荷卸し

組

        1           97,740   

橋りょう世話役  

人         0.25        35,490             8,872   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         2.1         29,715            62,401   

普通作業員  

人         0.5         20,370            10,185   

諸雑費（率＋まるめ）

       20%

式         1             16,282   

               計

         97,740   

               単価

       97,740   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 90 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ工(ﾌﾞﾗｹｯﾄ背面部)

 ｍ２

       10           15,310   

土木一般世話役  

人         1.5         23,940            35,910   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

特殊作業員  

人         2.7         21,210            57,267   

普通作業員  

人         2.2         20,370            44,814   

諸雑費（率＋まるめ）

       11%

式         1             15,109   

               計

        153,100   

               単価

       15,310   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 91 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

不陸修正工 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ 横向き 厚5mm

 ｍ２

       10           30,580   

土木一般世話役  

人         1.5         23,940            35,910   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

特殊作業員  

人         6.6         21,210           139,986   

普通作業員  

人         1.6         20,370            32,592   

不陸修正材 2液性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ

ｋｇ        94.8            785            74,418   

諸雑費（率＋まるめ）

       11%

式         1             22,894   

               計

        305,800   

               単価

       30,580   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 92 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

補強部材取付工 1部材当り平均質量 G≦20kg

部材

       10           18,380   

橋りょう世話役  

人         0.5         60,687            30,343   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         2.1         50,812           106,705   

普通作業員  

人         0.5         34,832            17,416   

諸雑費（率＋まるめ）

       19%

式         1             29,336   

               計

        183,800   

               単価

       18,380   円／部材

              国土交通省　近畿地方整備局- 93 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

変位制限装置取付工 ｽﾄｯﾊﾟｰ 単部材質量600kg/以下 現道上からの部材荷卸し

組

        1          121,800   

橋りょう世話役  

人         0.25        60,687            15,171   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         1.3         50,812            66,055   

普通作業員  

人         0.4         34,832            13,932   

諸雑費（率＋まるめ）

       28%

式         1             26,642   

               計

        121,800   

               単価

      121,800   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 94 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

変位制限装置取付工 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ 単部材質量600超2000kg以下 現道上からの部材荷卸し

基

        1          268,200   

橋りょう世話役  

人         0.5         60,687            30,343   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         2.2         50,812           111,786   

普通作業員  

人         1.3         34,832            45,281   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         0.5         37,900            18,950   

諸雑費（率＋まるめ）

       33%

式         1             61,840   

               計

        268,200   

               単価

      268,200   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 95 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

変位制限装置取付工 ｽﾄｯﾊﾟｰ 単部材質量600kg/以下 現道上からの部材荷卸し

組

        1           71,230   

橋りょう世話役  

人         0.25        35,490             8,872   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         1.3         29,715            38,629   

普通作業員  

人         0.4         20,370             8,148   

諸雑費（率＋まるめ）

       28%

式         1             15,581   

               計

         71,230   

               単価

       71,230   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 96 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

変位制限装置取付工 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ 単部材質量600kg/以下 現道上からの部材荷卸し

基

        1           95,270   

橋りょう世話役  

人         0.4         35,490            14,196   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         1.4         29,715            41,601   

普通作業員  

人         0.7         20,370            14,259   

諸雑費（率＋まるめ）

       36%

式         1             25,214   

               計

         95,270   

               単価

       95,270   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 97 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×70(2W)

組

        1              162   

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０

組         1              156.7             156   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

丸座金（ワッシャー） Ｍ２２×３．２

枚         1                6.9               6   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            162   

               単価

          162   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 98 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 130≦Q≦455

本

      100            1,815   

橋りょう世話役  

人         0.6         60,687            36,412   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         1.8         50,812            91,461   

普通作業員  

人         0.6         34,832            20,899   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1             32,728   

               計

        181,500   

               単価

        1,815   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 99 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 Dr≧250本

本

    1,000              141.2 

橋りょう特殊工  

人         2           50,812           101,624   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

諸雑費（率＋まるめ）

       39%

式         1             39,576   

               計

        141,200   

               単価

          141.2 円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 100 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×75(2W)

組

        1              167   

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５

組         1              161.2             161   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

丸座金（ワッシャー） Ｍ２２×３．２

枚         1                6.9               6   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            167   

               単価

          167   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 101 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

台座ﾓﾙﾀﾙ打設 無収縮ﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３

        1        1,269,000   

土木一般世話役  

人        10           23,940           239,400   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

特殊作業員  

人        20           21,210           424,200   

普通作業員  

人        12           20,370           244,440   

無収縮剤 セメント系　プレミックスタイプ

ｋｇ     1,875              125           234,375   

諸雑費（率＋まるめ）

       14%

式         1            126,585   

               計

      1,269,000   

               単価

    1,269,000   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 102 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

補強部材取付工 1部材当り平均質量 40＜G≦100kg

部材

       10           22,020   

橋りょう世話役  

人         1.2         35,490            42,588   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         3.8         29,715           112,917   

普通作業員  

人         1.3         20,370            26,481   

諸雑費（率＋まるめ）

       21%

式         1             38,214   

               計

        220,200   

               単価

       22,020   円／部材

              国土交通省　近畿地方整備局- 103 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

縦型緩衝ﾋﾟﾝ取付工 鋼製架台+縦型

緩衝ﾋﾟﾝ

単部材質量600kg/以下 現道上からの部材荷卸し

組

        1          142,100   

橋りょう世話役  

人         0.5         35,490            17,745   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         2.3         29,715            68,344   

普通作業員  

人         1.1         20,370            22,407   

諸雑費（率＋まるめ）

       31%

式         1             33,604   

               計

        142,100   

               単価

      142,100   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 104 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) S10T M22×105(2W)

組

        1              194   

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５

組         1              188.2             188   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

丸座金（ワッシャー） Ｍ２２×３．２

枚         1                6.9               6   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            194   

               単価

          194   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 105 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

下横構撤去復旧工 単部材質量 600kg以下 高力ﾎﾞﾙﾄ撤去､ﾎﾞﾙﾄ締付含む

基

        1           87,720   

橋りょう世話役  

人         0.5         35,490            17,745   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         1.5         29,715            44,572   

普通作業員  

人         0.5         20,370            10,185   

諸雑費（率＋まるめ）

       21%

式         1             15,218   

               計

         87,720   

               単価

       87,720   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 106 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

継手部下塗り（新橋現場・新橋継手

部現場塗装）

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し              

無し                                            

                                                

 ｍ２

      100              878.4 

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無

 ｍ２       100              878.4          87,840   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

継手部素地調整（新橋現場・新橋継

手部現場塗装）

動力工具処理 無し 無し                          

                                                

                                                

 ｍ２

      100            4,081   

橋梁塗装工　新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無

 ｍ２       100            4,081           408,100   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        408,100   

               単価

        4,081   円／ｍ２

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         87,840   

               単価

          878.4 円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 107 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継

手部現場塗装）

新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し             

ふっ素樹脂塗料 淡彩                             

                                                

 ｍ２

      100            1,020   

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無

 ｍ２       100            1,019.52         101,952   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

継手部下塗り（新橋現場・新橋継手

部現場塗装）

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し          

無し                                            

                                                

 ｍ２

      100            3,750   

橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ（2回塗り/層） 制約無

 ｍ２       100            3,749.76         374,976   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 24   

               計

        375,000   

               単価

        3,750   円／ｍ２

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 48   

               計

        102,000   

               単価

        1,020   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 108 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

塗替塗装 素地調整 無し 無し 無し                         

2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)                  

                                                

 ｍ２

      100            2,659   

橋梁塗装工　塗替塗装 昼間 素地調整 ２種ケレン 制約無

 ｍ２       100            2,659           265,900   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継

手部現場塗装）

新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し             

ふっ素樹脂塗料 淡彩                             

                                                

 ｍ２

      100            1,475   

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無

 ｍ２       100            1,474.56         147,456   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 44   

               計

        147,500   

               単価

        1,475   円／ｍ２

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        265,900   

               単価

        2,659   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 109 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

塗替塗装 下塗り 無し 無し 無し                           

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ         

                                                

 ｍ２

      100            1,475   

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

 ｍ２       100            1,475           147,500   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

塗替塗装 下塗り 無し 無し 無し                           

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

                                                

 ｍ２

      100            1,739   

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

 ｍ２       100            1,739           173,900   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        173,900   

               単価

        1,739   円／ｍ２

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        147,500   

               単価

        1,475   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 110 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

塗替塗装 上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料    

はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩                                  

                                                

 ｍ２

      100            1,032   

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

 ｍ２       100            1,032           103,200   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

塗替塗装 中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料    

はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩                                  

                                                

 ｍ２

      100              715   

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

 ｍ２       100              715            71,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         71,500   

               単価

          715   円／ｍ２

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        103,200   

               単価

        1,032   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 111 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

補強部材撤去工 1部材当り平均質量 G≦20kg

部材

       10           10,740   

橋りょう世話役  

人         0.5         35,490            17,745   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         2.1         29,715            62,401   

普通作業員  

人         0.5         20,370            10,185   

諸雑費（率＋まるめ）

       19%

式         1             17,069   

               計

        107,400   

               単価

       10,740   円／部材

              国土交通省　近畿地方整備局- 112 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

落橋防止装置撤去工 上･下部工ﾌﾞﾗｹ

ｯﾄ+ﾁｪｰﾝ

単部材質量600kg/以下 現道上からの部材荷揚げ

組

        1           61,780   

橋りょう世話役  

人         0.2         35,490             7,098   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         1           29,715            29,715   

普通作業員  

人         0.6         20,370            12,222   

諸雑費（率＋まるめ）

       26%

式         1             12,745   

               計

         61,780   

               単価

       61,780   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 113 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ撤去工

本

      100              649.6 

橋りょう世話役  

人         0.4         35,490            14,196   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         1.2         29,715            35,658   

普通作業員  

人         0.4         20,370             8,148   

諸雑費（率＋まるめ）

       12%

式         1              6,958   

               計

         64,960   

               単価

          649.6 円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 114 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｶﾞｽ切断工 ｱﾝｶｰ径25を超え40以下

本

      100            2,248   

橋りょう世話役  

人         1.5         35,490            53,235   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         3           29,715            89,145   

普通作業員  

人         1.5         20,370            30,555   

諸雑費（率＋まるめ）

       30%

式         1             51,865   

               計

        224,800   

               単価

        2,248   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 115 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

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 DID有り 8.0km以下

 ｍ３

        1           11,200   

運転手（一般）  

人         0.5         19,215             9,607   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ         9              119             1,071   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級

時間         0.5          1,000               500   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ

時間         0.5             37                18   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         11,200   

               単価

       11,200   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 116 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,760   

処分費【昼間】 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)京都ｺﾝ砕(株)【3057-1】

 ｍ３       100            3,760           376,000   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

        376,000   

               単価

        3,760   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 117 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m以上 5.5月                              

                                                

                                                

 ｍ２

        1           10,360   

足場材損料  

月         5.5            470             2,585   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.153        50,812             7,774   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         10,360   

               単価

       10,360   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 118 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

朝顔（床版補強工用） 両側朝顔 5.5月                                  

                                                

                                                

 ｍ２

        1            1,392   

足場材損料  

月         5.5             50               275   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.022        50,812             1,117   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,392   

               単価

        1,392   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 119 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

防護工（床版補強工用） 両側朝顔 ｼ-ﾄ張防護 5.5月                        

                                                

                                                

 ｍ２

        1              434   

シート張防護材損料  

月         5.5             42               231   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.004        50,812               203   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            434   

               単価

          434   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 120 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

全対策(塗膜除去1回) 養生設備､ｼｰﾄ

､防毒ﾏｽｸ､保護

眼鏡､保護手袋､保護衣､換気設備､休憩設備等費用含む

 ｍ２

      100           10,770   

土木一般世話役  

人         5           23,940           119,700   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

普通作業員  

人        34.2         20,370           696,654   

諸雑費（率＋まるめ）

       32%

式         1            260,646   

               計

      1,077,000   

               単価

       10,770   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 121 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           21,900   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           21,892            21,892   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           11,660   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           11,655            11,655   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         11,660   

               単価

       11,660   円／人日

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         21,900   

               単価

       21,900   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 122 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           17,490   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           17,482            17,482   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         17,490   

               単価

       17,490   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 123 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ひび割れ補修工(低圧注入工法) 延べ延長25m未満 高所作業車有り

構造物

        1          391,000   

土木一般世話役  

人         3           23,940            71,820   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

特殊作業員  

人         4.8         21,210           101,808   

普通作業員  

人         3.6         20,370            73,332   

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m

日         3           31,250            93,750   

注入材 エポキシ

ｋｇ         0.22         2,550               561   

シール材 エポキシ

ｋｇ         2.22         2,040             4,528   

低圧注入器具

個        54              380            20,520   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1             24,681   

               計

        391,000   

               単価

      391,000   円／構造物

              国土交通省　近畿地方整備局- 124 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 0.1m3以上  高所作業車無し

 ｍ３

        0.1      2,435,000   

土木一般世話役  

人         2.3         23,940            55,062   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

特殊作業員  

人         3.8         21,210            80,598   

普通作業員  

人         2.5         20,370            50,925   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.118       309,000            36,462   

諸雑費（率＋まるめ）

       11%

式         1             20,453   

               計

        243,500   

               単価

    2,435,000   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 125 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 0.1m3以上  高所作業車有り

 ｍ３

        0.1      5,405,000   

土木一般世話役  

人         4           23,940            95,760   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

特殊作業員  

人         6.8         21,210           144,228   

普通作業員  

人         4.4         20,370            89,628   

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m

日         4           31,250           125,000   

断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

 ｍ３         0.118       309,000            36,462   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1             49,422   

               計

        540,500   

               単価

    5,405,000   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 126 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

JSﾌﾟﾗｲﾏｰ 0.2kg/m2 夜間 時間的制約有り

 ｍ２

      100            4,102   

JSﾌﾟﾗｲﾏｰ施工費 0.2kg/m2 機械経費･諸雑費含む

 ｍ２       100            3,622           362,200   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

JSﾌﾟﾗｲﾏｰ 既設下地別対応

ｋｇ        20            2,400            48,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        410,200   

               単価

        4,102   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 127 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

ｼﾞｪｯﾄｽﾌﾟﾚｰ 夜間 時間的制約有り 超高速硬化ｳﾚﾀﾝ樹脂 平均膜厚2mm 1.6kg/m2

 ｍ２

      100           30,160   

ｼﾞｪｯﾄｽﾌﾟﾚｰ施工費 超高速硬化ｳﾚﾀﾝ樹脂 平均膜厚2mm 1.6kg/m2 機械経費･諸雑費含む

 ｍ２       100           27,273         2,727,300   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ｼﾞｪｯﾄｽﾌﾟﾚｰ主剤 超高速硬化ｳﾚﾀﾝ樹脂

ｋｇ        80            1,800           144,000   

ｼﾞｪｯﾄｽﾌﾟﾚｰ硬化剤 超高速硬化ｳﾚﾀﾝ樹脂

ｋｇ        80            1,800           144,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                700   

               計

      3,016,000   

               単価

       30,160   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 128 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

特殊ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 夜間 時間的制約有り JSﾌﾟﾗｲﾏｰ+特殊ｳﾚﾀﾝﾁｯﾌﾟ 0.15kg/m2

 ｍ２

      100            3,851   

特殊ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ施工費 JSﾌﾟﾗｲﾏｰ+特殊ｳﾚﾀﾝﾁｯﾌﾟ 0.15kg/m2 機械経費･諸雑費含む

 ｍ２       100            3,461           346,100   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

特殊ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ JSﾌﾟﾗｲﾏｰ+特殊ｳﾚﾀﾝﾁｯﾌﾟ

ｋｇ        15            2,600            39,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        385,100   

               単価

        3,851   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 129 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

JSﾄｯﾌﾟｺｰﾄ 夜間 時間的制約有り JSﾄｯﾌﾟｺｰﾄ(ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂)0.2kg/m2

 ｍ２

      100            5,230   

JSﾄｯﾌﾟｺｰﾄ施工費 JSﾄｯﾌﾟｺｰﾄ(ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂) 0.2kg/m2 機械経費･諸雑費含む

 ｍ２       100            4,430           443,000   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

JSﾄｯﾌﾟｺｰﾄ ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂

ｋｇ        20            4,000            80,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        523,000   

               単価

        5,230   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 130 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

水切り設置工 軟質PCV 25×15 高所作業車有り

ｍ

       60            6,396   

土木一般世話役  

人         4           23,940            95,760   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

普通作業員  

人         8           20,370           162,960   

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m

日         4           31,250           125,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 80   

               計

        383,800   

               単価

        6,396   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 131 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

FRPﾒｯｼｭ設置工 ﾊｰﾄﾞﾒｯｼｭ 高所作業車有り

 ｍ２

       15           27,110   

土木一般世話役  

人         1           23,940            23,940   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

特殊作業員  

人         3           21,210            63,630   

普通作業員  

人         2           20,370            40,740   

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m

日         1           31,250            31,250   

FRPﾒｯｼｭ 50×50 難燃ﾀｲﾌﾟ

 ｍ２        18            8,420           151,560   

固定金具(ﾜｯｼｬｰ) SUS 75×75×1.5

枚       132              315            41,580   

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ M6×70 ゆるみ止めﾅｯﾄ含む

本       132              312            41,184   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1             12,816   

               計

        406,700   

               単価

       27,110   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 132 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

FRP繊維ｼｰﾄ設置工 透明型 FFｼｰﾄ(高伸度型ｼｰﾄ) 高所作業車無し

 ｍ２

        1           18,370   

下地処理 動力工具によるｹﾚﾝ

 ｍ２         1            2,529             2,529   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

不陸調整 FFﾀﾞｲﾝ(D-CU)

 ｍ２         1            6,534             6,534   

高伸度型ｼｰﾄ接着 FFｼｰﾄ(PT310)

 ｍ２         1            9,300             9,300   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         18,370   

               単価

       18,370   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 133 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

FRP繊維ｼｰﾄ設置工 透明型 FFｼｰﾄ(高伸度型ｼｰﾄ) 高所作業車有り

 ｍ２

        1           28,440   

下地処理 動力工具によるｹﾚﾝ 高所作業車有り

 ｍ２         1            5,094             5,094   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

不陸調整 FFﾀﾞｲﾝ(D-CU) 高所作業車有り

 ｍ２         1            9,421             9,421   

高伸度型ｼｰﾄ接着 FFｼｰﾄ(PT310) 高所作業車有り

 ｍ２         1           13,920            13,920   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         28,440   

               単価

       28,440   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 134 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

FRP繊維ｼｰﾄ設置工 FFｼｰﾄ(ﾋﾞﾆﾛﾝｼｰﾄ) 高所作業車有り

 ｍ２

        1           26,690   

下地処理 動力工具によるｹﾚﾝ 高所作業車有り

 ｍ２         1            5,094             5,094   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 FFﾌﾟﾗｲﾏｰ(P-15) 高所作業車有り

 ｍ２         1            4,577             4,577   

不陸調整及び繊維ｼｰﾄ接着 FFﾀﾞｲﾝ(D-25)、FFｼｰﾄ(V220) 高所作業車有り

 ｍ２         1           13,780            13,780   

保護塗装 FFﾄｯﾌﾟ(TP-F) 高所作業車有り

 ｍ２         1            3,230             3,230   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         26,690   

               単価

       26,690   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 135 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

表面含浸 時間的制約無 高所作業車有り

 ｍ２

        1            7,260   

下地処理 時間的制約無 高所作業車有(作業高11m未満)

 ｍ２         1            3,500             3,500   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

含浸材塗布 時間的制約無 高所作業車有(作業高11m未満)

 ｍ２         1            2,500             2,500   

表面含浸材 ｼﾗﾝ･ｼﾛｷｻﾝ系

ｋｇ         0.21         6,000             1,260   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,260   

               単価

        7,260   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 136 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

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 DID有り 8.0km以下

 ｍ３

        1           13,080   

運転手（一般）  

人         0.5         19,215             9,607   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ         9              119             1,071   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級

供用日         0.5          4,620             2,310   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ(供用日当り)

供用日         0.5            171                85   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  7   

               計

         13,080   

               単価

       13,080   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 137 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機 0.03供用日/台

台

        1            3,090   

路面切削機損料 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)

供用日         0.03       103,000             3,090   

2021.06

2021.06

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          

7.1km 無 無                                     

                                                

台

        1           62,500   

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで

台         1           62,500            62,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         62,500   

               単価

       62,500   円／台

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

               計

          3,090   

               単価

        3,090   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 138 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事

        1           53,290   

技術員  

人         1.75        30,450            53,287   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         53,290   

               単価

       53,290   円／工事

              国土交通省　近畿地方整備局- 139 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

鉄筋探査工 横向き RCﾚｰﾀﾞｰ

 ｍ２

       12.5         17,100   

技師（Ａ）  

人         1           53,760            53,760   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

技師（Ｂ）  

人         1.9         42,630            80,997   

技師（Ｃ）  

人         2           34,440            68,880   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1             10,163   

               計

        213,800   

               単価

       17,100   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 140 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

鉄筋探査工 下向き RCﾚｰﾀﾞｰ

 ｍ２

       18           12,010   

技師（Ａ）  

人         1           53,760            53,760   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

技師（Ｂ）  

人         2           42,630            85,260   

技師（Ｃ）  

人         2           34,440            68,880   

諸雑費（率＋まるめ）

       4%

式         1              8,300   

               計

        216,200   

               単価

       12,010   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 141 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

路面切削機運転 ﾎｲｰﾙ式0.35m級 廃材積込装置付 排出ｶﾞｽ対策型(2次)

時間

        1           14,930   

運転手（特殊）  

人         0.25        36,448             9,112   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ         6.25           119               743   

路面切削機損料 ﾎｲｰﾙ式0.35m級 廃材積込装置付 排出ｶﾞｽ対策型(2次)

時間         0.39        13,000             5,070   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         14,930   

               単価

       14,930   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 142 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m

日

        1           31,250   

運転手（一般）  

人         1           19,215            19,215   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        25              119             2,975   

高所作業車（トラック架装リフト車） ［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ

日         1.14         7,940             9,051   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         31,250   

               単価

       31,250   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 143 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m

日

        1           31,250   

運転手（一般）  

人         1           19,215            19,215   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        25              119             2,975   

高所作業車（トラック架装リフト車） ［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ

日         1.14         7,940             9,051   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         31,250   

               単価

       31,250   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 144 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m

日

        1           31,250   

運転手（一般）  

人         1           19,215            19,215   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        25              119             2,975   

高所作業車（トラック架装リフト車） ［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ

日         1.14         7,940             9,051   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         31,250   

               単価

       31,250   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 145 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

下地処理 動力工具によるｹﾚﾝ

 ｍ２

       36            2,529   

土木一般世話役  

人         1           23,940            23,940   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

特殊作業員  

人         2           21,210            42,420   

普通作業員  

人         1           20,370            20,370   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              4,330   

               計

         91,060   

               単価

        2,529   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 146 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

不陸調整 FFﾀﾞｲﾝ(D-CU)

 ｍ２

       32            6,534   

土木一般世話役  

人         1           23,940            23,940   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

特殊作業員  

人         2           21,210            42,420   

普通作業員  

人         1           20,370            20,370   

FFﾀﾞｲﾝ(D-CU) ｳﾚﾀﾝ樹脂系

ｋｇ        16            7,380           118,080   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              4,290   

               計

        209,100   

               単価

        6,534   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 147 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

高伸度型ｼｰﾄ接着 FFｼｰﾄ(PT310)

 ｍ２

       20            9,300   

土木一般世話役  

人         1           23,940            23,940   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

特殊作業員  

人         2           21,210            42,420   

普通作業員  

人         1           20,370            20,370   

FFｼｰﾄ(PT310) 高伸度型ｼｰﾄ同等品以上

 ｍ２        22              962            21,164   

FFﾀﾞｲﾝ(D-CU) ｳﾚﾀﾝ樹脂系

ｋｇ        10            7,380            73,800   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              4,306   

               計

        186,000   

               単価

        9,300   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 148 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

下地処理 動力工具によるｹﾚﾝ 高所作業車有り

 ｍ２

       36            5,094   

土木一般世話役  

人         1.5         23,940            35,910   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

特殊作業員  

人         3           21,210            63,630   

普通作業員  

人         1.5         20,370            30,555   

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m

日         1.5         31,250            46,875   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              6,430   

               計

        183,400   

               単価

        5,094   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 149 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

不陸調整 FFﾀﾞｲﾝ(D-CU) 高所作業車有り

 ｍ２

       32            9,421   

土木一般世話役  

人         1.5         23,940            35,910   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

特殊作業員  

人         3           21,210            63,630   

普通作業員  

人         1.5         20,370            30,555   

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m

日         1.5         31,250            46,875   

FFﾀﾞｲﾝ(D-CU) ｳﾚﾀﾝ樹脂系

ｋｇ        16            7,380           118,080   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              6,450   

               計

        301,500   

               単価

        9,421   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 150 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

高伸度型ｼｰﾄ接着 FFｼｰﾄ(PT310) 高所作業車有り

 ｍ２

       20           13,920   

土木一般世話役  

人         1.5         23,940            35,910   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

特殊作業員  

人         3           21,210            63,630   

普通作業員  

人         1.5         20,370            30,555   

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m

日         1.5         31,250            46,875   

FFｼｰﾄ(PT310) 高伸度型ｼｰﾄ同等品以上

 ｍ２        22              962            21,164   

FFﾀﾞｲﾝ(D-CU) ｳﾚﾀﾝ樹脂系

ｋｇ        10            7,380            73,800   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              6,466   

               計

        278,400   

               単価

       13,920   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 151 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 FFﾌﾟﾗｲﾏｰ(P-15) 高所作業車有り

 ｍ２

       45            4,577   

土木一般世話役  

人         1.5         23,940            35,910   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

特殊作業員  

人         3           21,210            63,630   

普通作業員  

人         1.5         20,370            30,555   

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m

日         1.5         31,250            46,875   

FFﾌﾟﾗｲﾏｰ(P-15) ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

ｋｇ         6.8          3,320            22,576   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              6,454   

               計

        206,000   

               単価

        4,577   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 152 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

不陸調整及び繊維ｼｰﾄ接着 FFﾀﾞｲﾝ(D-25)、FFｼｰﾄ(V220) 高所作業車有り

 ｍ２

       20           13,780   

土木一般世話役  

人         1.5         23,940            35,910   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

特殊作業員  

人         3           21,210            63,630   

普通作業員  

人         1.5         20,370            30,555   

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m

日         1.5         31,250            46,875   

FFｼｰﾄ(V220) ﾋﾞﾆﾛﾝ繊維ｼｰﾄ170g/m2目付

 ｍ２        22            1,100            24,200   

FFﾀﾞｲﾝ(D-25) ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

ｋｇ        20            3,400            68,000   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              6,430   

               計

        275,600   

               単価

       13,780   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 153 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

保護塗装 FFﾄｯﾌﾟ(TP-F) 高所作業車有り

 ｍ２

       80            3,230   

土木一般世話役  

人         1.5         23,940            35,910   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

特殊作業員  

人         3           21,210            63,630   

普通作業員  

人         1.5         20,370            30,555   

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m

日         1.5         31,250            46,875   

FFﾄｯﾌﾟ(TP-F) ふっ素樹脂系塗料

ｋｇ         9.6          7,130            68,448   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1             12,982   

               計

        258,400   

               単価

        3,230   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 154 -



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（３） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)運転 ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ9.7m

日

        1           31,250   

運転手（一般）  

人         1           19,215            19,215   

[(自)京都府京都市右京区西京極浜ノ本町地先　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        25              119             2,975   

高所作業車（トラック架装リフト車） ［ブーム型・標準デッキタイプ］作業床高さ９．７ｍ

日         1.14         7,940             9,051   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         31,250   

               単価

       31,250   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 155 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－2号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            3,416   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            3,416             3,416   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

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              584.2 

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

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              584.2             584.2 

               計

            584.2 

               単価

          584.2 円／m2

[(自)京都府京都市西京区桂大縄町地先　　　　　　　]

               計

          3,416   

               単価

        3,416   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 156 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            3,172   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,172             3,172   

[(自)京都府京都市西京区桂大縄町地先　　　　　　　]

               計

          3,172   

               単価

        3,172   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 157 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－4号

橋面防水 塗膜防水

m2

      204            2,654   

塗膜系防水 補修 無 無 有                                   

                                                

                                                 ｍ２       204            2,252           459,408   

[(自)京都府京都市西京区桂大縄町地先　　　　　　　]

床版排水材  φ18mm ｽﾃﾝﾚｽ製

ｍ        50            1,228            61,400   

成形目地材 幅30mm×厚5mm

ｍ        74              278            20,572   

               計

        541,380   

               単価

        2,654   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 158 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－6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

m

        1              397.5 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り       

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              397.5             397.5 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－5号

表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質II型(20) 舗装厚 5

0ｍｍ 3.0m超 m2

        1            1,696   

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            1,696             1,696   

               計

          1,696   

               単価

        1,696   円／m2

[(自)京都府京都市西京区桂大縄町地先　　　　　　　]

               計

            397.5 

               単価

          397.5 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 159 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－8号

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

性舗装無 白 m

        1              994.5 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字             

15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1              994.5             994.5 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－7号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄

m

        1              483.1 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り       

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              483.1             483.1 

               計

            483.1 

               単価

          483.1 円／m

[(自)京都府京都市西京区桂大縄町地先　　　　　　　]

               計

            994.5 

               単価

          994.5 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 160 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－10号

建設機械運搬費

台

        2           86,300   

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          

28.8km 無 無                                    

                                                台         2           76,000           152,000   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-50

単－9号

交通誘導警備員 夜間勤務

人日

       30           18,960   

交通誘導警備員Ａ

人日        10           21,900           219,000   

交通誘導警備員Ｂ

人日        20           17,490           349,800   

               計

        568,800   

               単価

       18,960   円／人日

[(自)京都府京都市西京区桂大縄町地先　　　　　　　]

運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機 0.1供用日/台

台         2           10,300            20,600   

               計

        172,600   

               単価

       86,300   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 161 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

塗膜系防水 補修 無 無 有                                   

                                                

                                                

 ｍ２

      100            2,252   

橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系） 補修

 ｍ２       100            2,251.7         225,170   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,172   

処分費【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)【豊坂建材(株)】

 ｍ３       100            3,172           317,200   

               計

        317,200   

               単価

        3,172   円／ｍ３

[(自)京都府京都市西京区桂大縄町地先　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 30   

               計

        225,200   

               単価

        2,252   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 162 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

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   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

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)京都府京都市西京区桂大縄町地先　　　　　　　]

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- 163 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り       

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              397.5 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              282           282,000   

[(自)京都府京都市西京区桂大縄町地先　　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              162            92,340   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        44              119             5,236   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,424   

               計

        397,500   

               単価

          397.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 164 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り       

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              483.1 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              282           282,000   

[(自)京都府京都市西京区桂大縄町地先　　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ       570              305           173,850   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              350             8,750   

軽油  １．２号

Ｌ        44              119             5,236   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,514   

               計

        483,100   

               単価

          483.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 165 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字             

15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000              994.5 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              705           846,000   

[(自)京都府京都市西京区桂大縄町地先　　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       684              162           110,808   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              350            10,500   

軽油  １．２号

Ｌ       132              119            15,708   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              6,984   

               計

        994,500   

               単価

          994.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 166 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           17,490   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           17,482            17,482   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           21,900   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           21,892            21,892   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         21,900   

               単価

       21,900   円／人日

[(自)京都府京都市西京区桂大縄町地先　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         17,490   

               単価

       17,490   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 167 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

運搬される建設機械の運搬中の損料 路面切削機 0.1供用日/台

台

        1           10,300   

路面切削機損料 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)

供用日         0.1        103,000            10,300   

2021.06

2021.06

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          

28.8km 無 無                                    

                                                

台

        1           76,000   

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで

台         1           76,000            76,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         76,000   

               単価

       76,000   円／台

[(自)京都府京都市西京区桂大縄町地先　　　　　　　]

               計

         10,300   

               単価

       10,300   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 168 -


