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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

東播磨南北道路池尻橋拡幅部鋼橋上部工事

鏡

兵庫県小野市池尻町地先

　１）　発注年月　　　　　令和 4年12月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　兵庫国道事務所　工務第一課　　　　　　　　　　　　

　３）　工事番号　　　　　5321010009　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　鋼橋架設工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  254日間 　　　　自　　　令和 4年 1月20日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 4年 9月30日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　兵庫県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　加西市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道４８１号　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 3年11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12月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2021年12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 　　　　　　　        409,440 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年11月 5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

東播磨南北道路池尻橋拡幅部鋼橋上部工事 (当　初) 道路新設･改築
鋼橋上部

鋼橋上部

式         1         33,617,655

　工場製作工

　

式         1         33,617,655

　　桁製作工

　　

式         1         21,188,121

　　　製作加工

　　　

鋼材各種

t        54.2        362,500        19,647,500

単-1号

　　　ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

　　　

H.T.B S10TW M24×165

組       216              593.8         128,260

単-2号

　　　ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

　　　

H.T.B S10TW M22各種

組     3,717              226.9         843,387

単-3号

　　　ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ

　　　

 SS400　22φ×200

本     1,426              399           568,974

単-4号

　　検査路製作工

　　

式         1            397,328

　　　製作加工

　　　

鋼材各種

t         1          366,900           366,900

単-5号

　　　ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

　　　

SS400 M16各種

組        76              115.3           8,762

単-6号

　　　ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

　　　

SS400 M10各種

組       158               57.89           9,146

単-7号

　　　Uﾎﾞﾙﾄ

　　　

SS400 32C型

組        12              180             2,160

単-8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

東播磨南北道路池尻橋拡幅部鋼橋上部工事 (当　初) 道路新設･改築
鋼橋上部

　　　Uﾎﾞﾙﾄ

　　　

SS400 15C型

組        24              165             3,960

単-9号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ

　　　

SS400 M16×125

本        40              160             6,400

単-10号

　　鋳造費

　　

式         1          7,680,000

　　　大型ｺﾞﾑ支承

　　　(A1橋台)

最大反力 1730kN(固定

)

個         2        2,020,000         4,040,000

単-11号

　　　大型ｺﾞﾑ支承

　　　(A2橋台)

最大反力 1730kN(可動

)

個         2        1,820,000         3,640,000

単-12号

　　工場塗装工

　　

式         1          4,352,206

　　　前処理

　　　

原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ

m2       900               82            73,800

単-13号

　　　前処理

　　　

無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ

m2        54              340            18,360

単-14号

　　　前処理

　　　

無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(製

品ﾌﾞﾗｽﾄ)

m2        13            2,358            30,654

単-15号

　　　下塗

　　　

無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗

装回数 1回

m2       230            1,140           262,200

単-16号

　　　下塗

　　　

無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(ｺﾝｸ

ﾘｰﾄ接触部) 塗装回数 

1回 m2        54              775.8          41,893

単-17号

　　　下塗

　　　

ﾐｽﾄｺ-ﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

 下塗) 塗装回数 1回

m2       110              617.8          67,958

単-18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

東播磨南北道路池尻橋拡幅部鋼橋上部工事 (当　初) 道路新設･改築
鋼橋上部

　　　下塗

　　　

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗

装回数 1回

m2       110            1,019           112,090

単-19号

　　　中塗

　　　

ふっ素系樹脂塗料 中

塗 淡彩 塗装回数 1回

m2       110              644.2          70,862

単-20号

　　　上塗

　　　

ふっ素系樹脂塗料 上

塗 淡彩 塗装回数 1回

m2       110            1,033           113,630

単-21号

　　　さび安定化処理

　　　

工場処理

m2       630            5,532         3,485,160

単-22号

　　　ﾒｯｷ

　　　

HDZ55

t         0.7         76,520            53,564

単-23号

　　　ﾒｯｷ

　　　

HDZ45

t         0.03        67,500             2,025

単-24号

　　　ﾒｯｷ

　　　

HDZ35

t         0.3         66,700            20,010

単-25号

間接労務費

式         1          3,147,751

工場純工事費

式         1         36,765,406

　工場管理費

　

式         1          4,543,621

（工場製作原価）

式         1         41,309,027

鋼橋上部

式         1         28,662,760
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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

東播磨南北道路池尻橋拡幅部鋼橋上部工事 (当　初) 道路新設･改築
鋼橋上部

　工場製品輸送工

　

式         1            618,240

　　輸送工

　　

式         1            618,240

　　　輸送

　　　

t        55.2         11,200           618,240

単-26号

　鋼橋架設工

　

式         1          5,608,654

　　地組工

　　

式         1            603,772

　　　地組

　　　

t        44.2         13,660           603,772

単-27号

　　架設工(ｸﾚｰﾝ架設)

　　

式         1          3,771,209

　　　ﾍﾞﾝﾄ設備

　　　

式         1            849,480

内-1号

　　　ﾍﾞﾝﾄ基礎

　　　

式         1            146,825

内-2号

　　　桁架設

　　　

t        55.2         50,270         2,774,904

単-28号

　　支承工

　　

式         1            489,550

　　　大型ｺﾞﾑ支承設置

　　　(A1橋台)

固定ｺﾞﾑ支承

個         2          132,400           264,800

単-29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

東播磨南北道路池尻橋拡幅部鋼橋上部工事 (当　初) 道路新設･改築
鋼橋上部

　　　大型ｺﾞﾑ支承設置

　　　(A2橋台)

可動ｺﾞﾑ支承

個         2          110,000           220,000

単-30号

　　　補強格子鉄筋

　　　

SD295 D10

t         0.05        95,000             4,750

単-31号

　　現場継手工

　　

式         1            744,123

　　　本締めﾎﾞﾙﾄ

　　　

本     3,933              189.2         744,123

単-32号

　橋梁現場塗装工

　

式         1            462,634

　　現場塗装工

　　

式         1            462,634

　　　素地調整

　　　

動力工具処理

m2        15            4,103            61,545

単-33号

　　　下塗

　　　

ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

塗料(1層) 塗装回数 1

回 m2        15              881.3          13,219

単-34号

　　　下塗

　　　

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗

料(2回塗り/層)  塗装

回数 1回 m2        15            3,757            56,355

単-35号

　　　中塗

　　　

ふっ素樹脂塗料 淡彩 

塗装回数 1回

m2        15            1,023            15,345

単-36号

　　　上塗

　　　

ふっ素樹脂塗料 淡彩 

塗装回数 1回

m2        15            1,478            22,170

単-37号

　　　さび安定化処理

　　　

現場処理

m2        42            7,000           294,000

単-38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

東播磨南北道路池尻橋拡幅部鋼橋上部工事 (当　初) 道路新設･改築
鋼橋上部

　床版工

　

式         1          6,986,822

　　RC床版工

　　

式         1          6,779,838

　　　鉄筋

　　　

SD345 D16～25

t        21.44       143,700         3,080,928

単-39号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

27-12-25(20)(普通)

m3        57           27,630         1,574,910

単-40号

　　　型枠

　　　

一般型枠

m2       200           10,620         2,124,000

単-41号

　　床版復旧工

　　

式         1            206,984

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

27-12-25(20)(普通)

m3         2           28,720            57,440

単-42号

　　　型枠

　　　

一般型枠

m2        18            8,308           149,544

単-43号

　橋梁付属物工

　

式         1          3,474,178

　　排水装置工

　　

式         1          1,008,529

　　　排水装置

　　　

式         1          1,008,529

内-3号

　　地覆･壁高欄工

　　

式         1          2,370,329
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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

東播磨南北道路池尻橋拡幅部鋼橋上部工事 (当　初) 道路新設･改築
鋼橋上部

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

24-12-25(20)(普通)

m3        26           26,790           696,540

単-44号

　　　型枠

　　　

一般型枠

m2       140            8,308         1,163,120

単-45号

　　　鉄筋

　　　

SD345 D16～25

t         0.13       148,900            19,357

単-46号

　　　鉄筋

　　　

SD345 D13

t         2.02       185,600           374,912

単-47号

　　　ｼｰﾙ材

　　　

Vｶｯﾄ部

m        10           11,640           116,400

単-48号

　　橋梁用防護柵工

　　

式         1             50,160

　　　落下物等防止柵ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

　　　

Uﾎﾞﾙﾄ M12 HDZ35 ﾅｯﾄ

付

本        44            1,140            50,160

単-49号

　　検査路工

　　

式         1             45,160

　　　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

　　　(下部工検査路)

本        40            1,129            45,160

単-50号

　構造物撤去工

　

式         1          5,881,812

　　構造物取壊し工

　　

式         1          5,029,629

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物 人力施工

m3        41           27,970         1,146,770

単-51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

東播磨南北道路池尻橋拡幅部鋼橋上部工事 (当　初) 道路新設･改築
鋼橋上部

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

鉄筋構造物 人力施工

m3        50           65,640         3,282,000

単-52号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

鉄筋構造物 機械施工

m3        10           14,590           145,900

単-53号

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版

厚 4cm

m2       110              162.9          17,919

単-54号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ床版切断

　　　

ｶｯﾀｰ切断 厚25cmを超

え30cm以下

m        40            7,521           300,840

単-55号

　　　床版はつり

　　　

厚100mm

m2        12           11,350           136,200

単-56号

　　検査路撤去工

　　

式         1              2,182

　　　下部工検査路撤去

　　　

ﾎﾞﾙﾄ組立式

t         0.01       218,200             2,182

単-57号

　　運搬処理工

　　

式         1            850,001

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        41            3,993           163,713

単-58号

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3        61            4,395           268,095

単-59号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3         4            1,890             7,560

単-60号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        41            3,760           154,160

単-61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
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設計内訳書

東播磨南北道路池尻橋拡幅部鋼橋上部工事 (当　初) 道路新設･改築
鋼橋上部

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3        61            4,000           244,000

単-62号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         4            2,820            11,280

単-63号

　　　現場発生品運搬

　　　

伸縮装置､検査路

回         1            1,193             1,193

単-64号

　鋼橋足場等設置工

　

式         1            756,800

　　橋梁足場工

　　

式         1            756,800

　　　架設足場

　　　

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀ

ﾞ

m2       220            3,440           756,800

単-65号

　仮設工

　

式         1          4,873,620

　　路側防護柵工

　　

式         1          2,865,720

　　　仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

　　　

Gr-A-2B(連続基礎) 塗

装品

m        66           43,420         2,865,720

単-66号

　　足場工

　　

式         1            831,900

　　　足場

　　　

吊り足場

m2       150            5,546           831,900

単-67号

　　交通管理工

　　

式         1          1,176,000
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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

東播磨南北道路池尻橋拡幅部鋼橋上部工事 (当　初) 道路新設･改築
鋼橋上部

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導員A

人日        80           14,700         1,176,000

単-68号

直接工事費

式         1         28,662,760

共通仮設費

式         1         10,282,750

　共通仮設費

　

式         1          1,821,750

　　運搬費

　　

式         1          1,413,000

　　　重建設機械分解組立輸送費

　　　

回         1        1,413,000         1,413,000

単-69号

　　技術管理費

　　

式         1             50,750

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

工事         1           50,750            50,750

単-70号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            358,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          8,461,000

純工事費

式         1         38,945,510

　現場管理費

　

式         1         17,934,000

              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

東播磨南北道路池尻橋拡幅部鋼橋上部工事 (当　初) 道路新設･改築
鋼橋上部

（現場原価）

式         1         56,879,510

工事原価

式         1         98,188,537

　一般管理費等

　

式         1         15,411,463

工事価格

式         1        113,600,000

消費税相当額

式         1         11,360,000

工事費計

式         1        124,960,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
ﾍﾞﾝﾄ設備 2021.12

第  1号内訳書 2021.12

1.000-00-00-2-0

移動式クレーン運転費（賃 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊                  

 料） 標準(1.0)                                       

                                                日         3           36,600           109,800   

ベント設備　設置・撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 9.6t 発動発電機                      

                                                

                                                ｔ         9.6         55,270           530,592   

ベント設備損料 27日 2m以上30m以下(足場有)                      

                                                

                                                ｔ         9.6         21,780           209,088   

        合  計

        849,480   

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
ﾍﾞﾝﾄ基礎 2021.12

第  2号内訳書 2021.12

1.000-00-00-2-0

移動式クレーン運転費（賃 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊                  

 料） 標準(1.0)                                       

                                                日         1           36,600            36,600   

ベント基礎　設置・撤去 12.9m2                                          

                                                

                                                 ｍ２        12.9          8,239           106,283   

ベント基礎損料 9.6t                                            

                                                

                                                供用日        27              146             3,942   

        合  計

        146,825   

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
排水装置 2021.12

第  3号内訳書 2021.12

1.000-00-00-2-0

排水装置 工場製作工の直接工事費の3%を計上

式         1          1,008,529   

        合  計

      1,008,529   

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－1号

製作加工 鋼材各種

t

       54.2        362,500   

鋼材費（鋼板１　各種）

SMA490CW-H 50<t≦100

ｔ         6.75       221,300         1,493,775   

鋼材費（鋼板１　各種）

SMA490CW-H 38<t≦50

ｔ         1.41       215,500           303,855   

鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） SMA490CW 38＜t≦50 45＜t≦50                    

                                                

                                                ｔ         0.23       214,400            49,312   

鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） SMA490CW 38＜t≦50 40＜t≦45                    

                                                

                                                ｔ         0.17       213,200            36,244   

鋼材費（鋼板１　各種）

SMA490BW 38<t≦50

ｔ         2.95       208,600           615,370   

鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） SMA490BW 25＜t≦38 35＜t≦40                    

                                                

                                                ｔ         1.1        205,200           225,720   

鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） SMA490BW 25＜t≦38 25＜t≦30                    

                                                

                                                ｔ         6.8        202,900         1,379,720   

鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） SMA490BW 6≦t≦25                               

                                                

                                                ｔ         7.2        198,300         1,427,760   

鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） SMA490AW 6≦t≦50 無し                          

                                                

                                                ｔ        14.74       194,800         2,871,352   

鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） SMA400AW 6≦t≦38 無し                          

                                                

                                                ｔ        12.84       189,700         2,435,748   

鋼材費（鋼板１　各種）

SPA-H 1.6≦t<16

ｔ         0.01       192,500             1,925   

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－1号

製作加工 鋼材各種

t

       54.2        362,500   

製作直接労務費（橋桁） 標準 256.96無 14.63無 13.3無                    

5.68無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t                    

0人/t 0人/t 0人/t 0無 補正なし 0無              式         1          8,151,000   

副資材費（ｔ）

ｔ        54.2         12,000           650,400   

               計

     19,642,181   

               単価

      362,500   円／t

              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 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－2号

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ H.T.B S10TW M24×165

組

        1              593.8 

高力ボルト材料費（各種）

組         1              593.8             593.8 

               計

            593.8 

               単価

          593.8 円／組

              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 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－3号

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ H.T.B S10TW M22各種

組

    3,717              226.9 

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×130                      

                                                

                                                組       120              296.7          35,604   

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×125                      

                                                

                                                組       168              290.5          48,804   

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×105                      

                                                

                                                組       144              265.2          38,188.8 

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×100                      

                                                

                                                組        96              258.7          24,835.2 

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×95                       

                                                

                                                組        72              252            18,144   

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×85                       

                                                

                                                組       288              240            69,120   

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×75                       

                                                

                                                組       144              227            32,688   

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×70                       

                                                

                                                組       424              220.7          93,576.8 

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×65                       

                                                

                                                組     2,104              214           450,256   

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×60                       

                                                

                                                組        64              208.2          13,324.8 

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×55                       

                                                

                                                組        93              201.7          18,758.1 

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－3号

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ H.T.B S10TW M22各種

組

    3,717              226.9 

               計

        843,299.7 

               単価

          226.9 円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－4号

ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ  SS400　22φ×200

本

        1              399   

スタッドジベル（設置費込み）  φ２２×２００

本         1              399               399   

               計

            399   

               単価

          399   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－5号

製作加工 鋼材各種

t

        1          366,900   

鋼材費（鋼板１　各種）

SM400A t≦38

ｔ         0.15       156,900            23,535   

鋼材費（鋼板１　各種）

SS400 3≦t<12

ｔ         0.03       154,400             4,632   

鋼材費（形鋼２　規格品） 平鋼（SS400） 9×90～100                        

                                                

                                                ｔ         0.05       126,200             6,310   

鋼材費（形鋼２　規格品） 平鋼（SS400） 6×90～100                        

                                                

                                                ｔ         0.02       126,200             2,524   

鋼材費（形鋼２　規格品） 等辺山形鋼(SS400) 6×65×65                     

                                                

                                                ｔ         0.09       116,100            10,449   

鋼材費（形鋼２　規格品） 等辺山形鋼(SS400) 6×50×50                     

                                                

                                                ｔ         0.02       116,100             2,322   

鋼材費（形鋼１　各種）

Ｈ-175×175(SS400)

ｔ         0.12       116,100            13,932   

鋼材費（形鋼２　規格品） 溝形鋼(SS400) 5×100×50                        

                                                

                                                ｔ         0.25       117,200            29,300   

鋼材費（形鋼１　各種）

φ42.7×2.3(STK400)

ｔ         0.03       197,900             5,937   

鋼材費（形鋼１　各種）

φ34×2.3(STK400)

ｔ         0.01       201,200             2,012   

鋼材費（形鋼１　各種）

φ21.7×1.9(STK400)

ｔ         0.02       203,500             4,070   

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－5号

製作加工 鋼材各種

t

        1          366,900   

鋼材費（形鋼１　各種）

SS400 RB径22

ｔ         0.01       126,200             1,262   

鋼材費（形鋼１　各種）

SS400 CHPL

ｔ         0.2        143,000            28,600   

製作直接労務費（検査路） 0無 各種 8人/t                                  

                                                

                                                ｔ         1          220,000           220,000   

副資材費（ｔ）

ｔ         1           12,000            12,000   

               計

        366,885   

               単価

      366,900   円／t

              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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－7号

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ SS400 M10各種

組

      158               57.89

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ SS400 M10×35 (1UN,2W)

組        48               37             1,776   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－6号

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ SS400 M16各種

組

       76              115.3 

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ SS400 M16×50 (1UN,2W)

組        16              116             1,856   

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ SS400 M16×45 (1UN,2W)

組        60              115             6,900   

               計

          8,756   

               単価

          115.3 円／組

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ SS400 M10×30 (1UN､1W､1TW)

組       110               67             7,370   

               計

          9,146   

               単価

           57.89 円／組

              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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－9号

Uﾎﾞﾙﾄ SS400 15C型

組

        1              165   

Uﾎﾞﾙﾄ SS400 15C型 ﾅｯﾄ､ﾒｯｷ含む

組         1              165               165   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－8号

Uﾎﾞﾙﾄ SS400 32C型

組

        1              180   

Uﾎﾞﾙﾄ SS400 32C型 ﾅｯﾄ､ﾒｯｷ含む

組         1              180               180   

               計

            180   

               単価

          180   円／組

               計

            165   

               単価

          165   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－11号

大型ｺﾞﾑ支承

(A1橋台)

最大反力 1730kN(固定)

個

        1        2,020,000   

固定ｺﾞﾑ支承 最大反力 1730kN ﾒｯｷ含む

個         1        2,020,000         2,020,000   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－10号

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ SS400 M16×125

本

        1              160   

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ SS400 M16×125 ﾒｯｷ含む

本         1              160               160   

               計

            160   

               単価

          160   円／本

               計

      2,020,000   

               単価

    2,020,000   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－13号

前処理 原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ

m2

        1               82   

塗装前処理（二次素地調整） 原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ 

 ｍ２         1               82                82   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－12号

大型ｺﾞﾑ支承

(A2橋台)

最大反力 1730kN(可動)

個

        1        1,820,000   

可動ｺﾞﾑ支承 最大反力 1730kN ﾒｯｷ含む

個         1        1,820,000         1,820,000   

               計

      1,820,000   

               単価

    1,820,000   円／個

               計

             82   

               単価

           82   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－15号

前処理 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ(製品ﾌﾞﾗｽﾄ)

m2

        1            2,358   

塗装前処理（二次素地調整） 原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ                        

製品ﾌﾞﾗｽﾄ                                       

                                                 ｍ２         1            2,358             2,358   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－14号

前処理 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ

m2

        1              340   

塗装前処理（二次素地調整） 原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ                        

二次素地調整無し                                

                                                 ｍ２         1              340               340   

               計

            340   

               単価

          340   円／m2

               計

          2,358   

               単価

        2,358   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－17号

下塗 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ接触部) 塗装回数 1回

m2

        1              775.8 

工場塗装 下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2             

                                                

                                                 ｍ２         1              775.8             775.8 

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－16号

下塗 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回

m2

        1            1,140   

工場塗装 下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外                

1回                                             

                                                 ｍ２         1            1,140             1,140   

               計

          1,140   

               単価

        1,140   円／m2

               計

            775.8 

               単価

          775.8 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－19号

下塗 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回

m2

        1            1,019   

工場塗装 下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回           

                                                

                                                 ｍ２         1            1,019             1,019   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－18号

下塗 ﾐｽﾄｺ-ﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回

m2

        1              617.8 

工場塗装 下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)               

上記以外 1回                                    

                                                 ｍ２         1              617.8             617.8 

               計

            617.8 

               単価

          617.8 円／m2

               計

          1,019   

               単価

        1,019   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－21号

上塗 ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回

m2

        1            1,033   

工場塗装 上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外      

1回                                             

                                                 ｍ２         1            1,033             1,033   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－20号

中塗 ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回

m2

        1              644.2 

工場塗装 中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外      

1回                                             

                                                 ｍ２         1              644.2             644.2 

               計

            644.2 

               単価

          644.2 円／m2

               計

          1,033   

               単価

        1,033   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－23号

ﾒｯｷ HDZ55

t

        0.7         76,520   

溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZ55　(鉄骨単体)

ｔ         0.04        68,500             2,740   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－22号

さび安定化処理 工場処理

m2

        1            5,532   

【歩掛見積-1】さび安定化処理 工場処理(材工共)

 ｍ２         1            5,532             5,532   

               計

          5,532   

               単価

        5,532   円／m2

溶融亜鉛メッキ（検査路用） Ｈ－８６４１　２種　ＨＤＺ５５

ｔ         0.66        77,000            50,820   

               計

         53,560   

               単価

       76,520   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－25号

ﾒｯｷ HDZ35

t

        1           66,700   

溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZ35 (鉄骨単体)

ｔ         1           66,700            66,700   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－24号

ﾒｯｷ HDZ45

t

        1           67,500   

溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZ45 (鉄骨単体)

ｔ         1           67,500            67,500   

               計

         67,500   

               単価

       67,500   円／t

               計

         66,700   

               単価

       66,700   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－27号

地組

t

        1           13,660   

地組工 鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 44.2t                       

                                                

                                                ｔ         1           13,660            13,660   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－26号

輸送

t

        1           11,200   

橋梁工場製作輸送工 鈑桁(鋼床版鈑桁を除く) 90km                     

                                                

                                                ｔ         1           11,200            11,200   

               計

         11,200   

               単価

       11,200   円／t

               計

         13,660   

               単価

       13,660   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－28号

桁架設

t

       55.2         50,270   

移動式クレーン運転費（賃料） ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊                   

標準(1.0)                                       

                                                日         6          253,000         1,518,000   

架設工（鈑桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ﾗｰﾒﾝ橋） 移動式ｸﾚ-ﾝによるｽﾃ-ｼﾞﾝｸﾞ                        

鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 12t/日 発動発電機           

                                                ｔ        55.2         17,210           949,992   

架設工具損料

供用日        27            9,830           265,410   

発動発電機賃料 ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA                              

                                                

                                                供用日        27            1,520            41,040   

               計

      2,774,442   

               単価

       50,270   円／t

              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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－30号

大型ｺﾞﾑ支承設置

(A2橋台)

可動ｺﾞﾑ支承

個

        1          110,000   

ゴム支承据付工 一般支承 1.621t 2基 有                          

0.135m3/基 ２ｍ以上 発動発電機                  

                                                基         1           95,330            95,330   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－29号

大型ｺﾞﾑ支承設置

(A1橋台)

固定ｺﾞﾑ支承

個

        1          132,400   

ゴム支承据付工 一般支承 1.791t 2基 有                          

0.217m3/基 ２ｍ以上 発動発電機                  

                                                基         1          117,700           117,700   

移動式クレーン運転費（賃料） ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊                  

標準(1.0)                                       

                                                日         0.4         36,600            14,640   

               計

        132,340   

               単価

      132,400   円／個

移動式クレーン運転費（賃料） ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊                  

標準(1.0)                                       

                                                日         0.4         36,600            14,640   

               計

        109,970   

               単価

      110,000   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－32号

本締めﾎﾞﾙﾄ

本

    3,933              189.2 

本締め工 3933本                                          

                                                

                                                本     3,933              184.1         724,065.3 

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－31号

補強格子鉄筋 SD295 D10

t

        1           95,000   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ２９５　Ｄ１０

ｔ         1           95,000            95,000   

               計

         95,000   

               単価

       95,000   円／t

仮締めボルト及びドリフトピン損料  仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 3933本                       

                                                

                                                供用日        22              899            19,778   

               計

        743,843.3 

               単価

          189.2 円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 37 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－34号

下塗 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回

m2

        1              881.3 

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              881.3             881.3 

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－33号

素地調整 動力工具処理

m2

        1            4,103   

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            4,103             4,103   

               計

          4,103   

               単価

        4,103   円／m2

               計

            881.3 

               単価

          881.3 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－36号

中塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回

m2

        1            1,023   

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            1,023             1,023   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－35号

下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)  塗装回数 1回

m2

        1            3,757   

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            3,757             3,757   

               計

          3,757   

               単価

        3,757   円／m2

               計

          1,023   

               単価

        1,023   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－38号

さび安定化処理 現場処理

m2

        1            7,000   

【歩掛見積-2】さび安定化処理 現場処理(材工共)

 ｍ２         1            7,000             7,000   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－37号

上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回

m2

        1            1,478   

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            1,478             1,478   

               計

          1,478   

               単価

        1,478   円／m2

               計

          7,000   

               単価

        7,000   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－39号

鉄筋 SD345 D16～25

t

        1          143,700   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物                        

10t以上(標準) 無 無 無 無                       

補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版          ｔ         1          143,700           143,700   

               計

        143,700   

               単価

      143,700   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－40号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-12-25(20)(普通)

m3

       57           27,630   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設               

27-12-25(20)(普通)                              

10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し              ｍ３        57           26,090         1,487,130   

養生（鋼橋床版）

 ｍ２       220              322.6          70,972   

養生マット（材料費）

 ｍ２       240               70            16,800   

               計

      1,574,902   

               単価

       27,630   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 42 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－42号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-12-25(20)(普通)

m3

        1           28,720   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設                        

27-12-25(20)(普通) 一般養生 無し                

全ての費用                                       ｍ３         1           28,720            28,720   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－41号

型枠 一般型枠

m2

        1           10,620   

型枠（鋼橋床版） 補正なし 工場                                   

                                                

                                                 ｍ２         1           10,620            10,620   

               計

         10,620   

               単価

       10,620   円／m2

               計

         28,720   

               単価

       28,720   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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－44号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(普通)

m3

        1           26,790   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設               

24-12-25(20)(普通)                              

10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し              ｍ３         1           26,790            26,790   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－43号

型枠 一般型枠

m2

        1            8,308   

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２         1            8,308             8,308   

               計

          8,308   

               単価

        8,308   円／m2

               計

         26,790   

               単価

       26,790   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－46号

鉄筋 SD345 D16～25

t

        0.13       148,900   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物                        

10t以上(標準) 無 無 無 無                       

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     ｔ         0.08       152,000            12,160   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－45号

型枠 一般型枠

m2

        1            8,308   

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２         1            8,308             8,308   

               計

          8,308   

               単価

        8,308   円／m2

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物                        

10t以上(標準) 無 無 無 無                       

補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版          ｔ         0.05       143,700             7,185   

               計

         19,345   

               単価

      148,900   円／t

              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 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－47号

鉄筋 SD345 D13

t

        2.02       185,600   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)              

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              ｔ         1.55       154,100           238,855   

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)              

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

橋梁用床版                                      ｔ         0.41       145,800            59,778   

鉄筋工［市場単価］ 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無          

無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)                  

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.06       227,200            13,632   

貨物自動車による運搬（１車１回） 各種 15.8km 無 無                               

                                                

                                                台         1           62,500            62,500   

               計

        374,765   

               単価

      185,600   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 46 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－49号

落下物等防止柵ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ Uﾎﾞﾙﾄ M12 HDZ35 ﾅｯﾄ付

本

        1            1,140   

落下物防止柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(U型) M12(4T)HDZ35 ﾅｯﾄ付

本         1            1,140             1,140   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－48号

ｼｰﾙ材 Vｶｯﾄ部

m

        1           11,640   

【歩掛見積-3】ｼｰﾙ材設置 Vｶｯﾄ部

m         1           10,580            10,580   

シール材 シリコーン系　プライマー含む

L         0.225         4,670             1,050.75

               計

         11,630.75

               単価

       11,640   円／m

               計

          1,140   

               単価

        1,140   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－51号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工

m3

        1           27,970   

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

                                                

                                                 ｍ３         1           27,970            27,970   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－50号

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

(下部工検査路) 本

        1            1,129   

アンカーボルト設置工

本         1            1,129             1,129   

               計

          1,129   

               単価

        1,129   円／本

               計

         27,970   

               単価

       27,970   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－53号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工

m3

        1           14,590   

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

                                                

                                                 ｍ３         1           14,590            14,590   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－52号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工

m3

       50           65,640   

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

                                                

                                                 ｍ３        16           47,320           757,120   

とりこわし 全ての費用                                      

                                                

                                                 ｍ３        34           74,250         2,524,500   

               計

      3,281,620   

               単価

       65,640   円／m3

               計

         14,590   

               単価

       14,590   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



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

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－55号

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版切断 ｶｯﾀｰ切断 厚25cmを超え30cm以下

m

        1            7,521   

【歩掛見積-4】ｺﾝｸﾘｰﾄ床版切断 ｶｯﾀｰ切断 厚25cmを超え30cm以下

m         1            7,521             7,521   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－54号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm

m2

        1              162.9 

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り            

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              162.9             162.9 

               計

            162.9 

               単価

          162.9 円／m2

               計

          7,521   

               単価

        7,521   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－57号

下部工検査路撤去 ﾎﾞﾙﾄ組立式

t

        1          218,200   

【歩掛見積-6】検査路撤去 ﾎﾞﾙﾄ組立式

t         1          218,200           218,200   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－56号

床版はつり 厚100mm

m2

        1           11,350   

【歩掛見積-5】床版はつり 厚100mm 幅291～306mm 積込､防錆処理含む

m2         1           11,350            11,350   

               計

         11,350   

               単価

       11,350   円／m2

               計

        218,200   

               単価

      218,200   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－59号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3

       61            4,395   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込           

無し 5.7km以下 全ての費用                       

                                                 ｍ３        11            1,496            16,456   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－58号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,993   

【歩掛見積-7】殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 4.0km以下 全ての費用

m3         1            3,993             3,993   

               計

          3,993   

               単価

        3,993   円／m3

【歩掛見積-8】殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 4.0km以下 全ての費用

m3        50            5,032           251,600   

               計

        268,056   

               単価

        4,395   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－61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   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－60号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3

        1            1,890   

殻運搬 舗装版破砕                                      

機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)         

無し 1.5km以下 全ての費用                        ｍ３         1            1,890             1,890   

               計

          1,890   

               単価

        1,890   円／m3

               計

          3,760   

               単価

        3,760   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－63号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            2,820   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,820             2,820   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－62号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3

        1            4,000   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            4,000             4,000   

               計

          4,000   

               単価

        4,000   円／m3

               計

          2,820   

               単価

        2,820   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 54 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－64号

現場発生品運搬 伸縮装置､検査路

回

        1            1,193   

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

.0km以下 0.2t超0.3t以下 

回         1            1,193             1,193   

               計

          1,193   

               単価

        1,193   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－65号

架設足場 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

m2

        1            3,440   

主体足場（パイプ吊足場） ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                           

設置･撤去･賃料 1.5月                            

                                                 ｍ２         1            1,834             1,834   

中段足場 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                           

設置･撤去･賃料 1.4月                            

                                                 ｍ２         1              833               833   

安全通路 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                           

0.3月                                           

                                                 ｍ２         1              436               436   

部分作業床 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                           

0.3月                                           

                                                 ｍ２         1              309               309   

床版追加足場 1.2月                                           

                                                

                                                 ｍ２         1               28                28   

               計

          3,440   

               単価

        3,440   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－66号

仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-A-2B(連続基礎) 塗装品

m

      100           43,420   

仮設防護柵設置 無し 無し 連続基礎ブロック                      

1000kg/基超2000kg/基以下                        

                                                ｍ       100            5,764           576,400   

自在R連続基礎 A型 基本 L=2.0m

基        50           50,500         2,525,000   

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(自在R連続基礎用) Gr-A-2B(特) 塗装品 置き式 樹脂ｷｬｯﾌﾟ含む

ｍ       100           12,400         1,240,000   

               計

      4,341,400   

               単価

       43,420   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－67号

足場 吊り足場

m2

        1            5,546   

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m以上 0.7月                              

                                                

                                                 ｍ２         1            4,923             4,923   

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 0.3月                                  

                                                

                                                 ｍ２         1              337               337   

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 0.3月                         

                                                

                                                 ｍ２         1              286               286   

               計

          5,546   

               単価

        5,546   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－69号

重建設機械分解組立輸送費

回

        1        1,413,000   

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系                  

120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)                  

                                                回         1        1,413,000         1,413,000   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－68号

交通誘導警備員 交通誘導員A

人日

        1           14,700   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           14,700            14,700   

               計

         14,700   

               単価

       14,700   円／人日

               計

      1,413,000   

               単価

    1,413,000   円／回

              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 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

単－70号

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事

        1           50,750   

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事         1           50,750            50,750   

               計

         50,750   

               単価

       50,750   円／工事

              国土交通省　近畿地方整備局- 60 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板１　各種）

SMA490CW-H 50<t≦100

ｔ

        1          221,300   

鋼板(販売) 厚板 無規格 12≦t≦25

ｔ         1.15       137,000           157,550   

規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490CW-H 50＜t≦100

ｔ         1.15        52,500            60,375   

寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) ｶﾞｰﾀﾞｰ形式

ｔ         1.15         1,000             1,150   

厚みｴｷｽﾄﾗ 50<t≦60

ｔ         1.15         6,000             6,900   

ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1

ｔ        -0.105        45,000            -4,725   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 50   

               計

        221,300   

               単価

      221,300   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 61 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板１　各種）

SMA490CW-H 38<t≦50

ｔ

        1          215,500   

鋼板(販売) 厚板 無規格 12≦t≦25

ｔ         1.15       137,000           157,550   

規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490CW-H 38＜t≦50

ｔ         1.15        49,500            56,925   

寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) ｶﾞｰﾀﾞｰ形式

ｔ         1.15         1,000             1,150   

厚みｴｷｽﾄﾗ 40<t≦45

ｔ         1.15         4,000             4,600   

ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1

ｔ        -0.105        45,000            -4,725   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        215,500   

               単価

      215,500   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 62 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） SMA490CW 38＜t≦50 45＜t≦50                    

                                                

                                                

ｔ

        1          214,400   

鋼板　（販売） 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５

ｔ         1.15       137,000           157,550   

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＣＷ　３８＜ｔ≦５０

ｔ         1.15        47,500            54,625   

厚みエキストラ ４５＜ｔ≦５０

ｔ         1.15         5,000             5,750   

寸法エキストラ（鋼橋製作用） ガーダ形式

ｔ         1.15         1,000             1,150   

スクラップ ヘビーＨ１

ｔ        -0.105        45,000            -4,725   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 50   

               計

        214,400   

               単価

      214,400   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） SMA490CW 38＜t≦50 40＜t≦45                    

                                                

                                                

ｔ

        1          213,200   

鋼板　（販売） 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５

ｔ         1.15       137,000           157,550   

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＣＷ　３８＜ｔ≦５０

ｔ         1.15        47,500            54,625   

厚みエキストラ ４０＜ｔ≦４５

ｔ         1.15         4,000             4,600   

寸法エキストラ（鋼橋製作用） ガーダ形式

ｔ         1.15         1,000             1,150   

スクラップ ヘビーＨ１

ｔ        -0.105        45,000            -4,725   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        213,200   

               単価

      213,200   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 64 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板１　各種）

SMA490BW 38<t≦50

ｔ

        1          208,600   

鋼板(販売) 厚板 無規格 12≦t≦25

ｔ         1.15       137,000           157,550   

規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490BW 38＜t≦50

ｔ         1.15        44,500            51,175   

寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) ｶﾞｰﾀﾞｰ形式

ｔ         1.15         1,000             1,150   

厚みｴｷｽﾄﾗ 35<t≦40

ｔ         1.15         3,000             3,450   

ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1

ｔ        -0.105        45,000            -4,725   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        208,600   

               単価

      208,600   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 65 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） SMA490BW 25＜t≦38 35＜t≦40                    

                                                

                                                

ｔ

        1          205,200   

鋼板　（販売） 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５

ｔ         1.15       137,000           157,550   

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８

ｔ         1.15        41,500            47,725   

厚みエキストラ ３５＜ｔ≦４０

ｔ         1.15         3,000             3,450   

寸法エキストラ（鋼橋製作用） ガーダ形式

ｔ         1.15         1,000             1,150   

スクラップ ヘビーＨ１

ｔ        -0.105        45,000            -4,725   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 50   

               計

        205,200   

               単価

      205,200   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 66 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） SMA490BW 25＜t≦38 25＜t≦30                    

                                                

                                                

ｔ

        1          202,900   

鋼板　（販売） 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５

ｔ         1.15       137,000           157,550   

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８

ｔ         1.15        41,500            47,725   

厚みエキストラ ２５＜ｔ≦３０

ｔ         1.15         1,000             1,150   

寸法エキストラ（鋼橋製作用） ガーダ形式

ｔ         1.15         1,000             1,150   

スクラップ ヘビーＨ１

ｔ        -0.105        45,000            -4,725   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 50   

               計

        202,900   

               単価

      202,900   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） SMA490BW 6≦t≦25                               

                                                

                                                

ｔ

        1          198,300   

鋼板　（販売） 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５

ｔ         1.15       137,000           157,550   

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＢＷ　６≦ｔ≦２５

ｔ         1.15        38,500            44,275   

寸法エキストラ（鋼橋製作用） ガーダ形式

ｔ         1.15         1,000             1,150   

スクラップ ヘビーＨ１

ｔ        -0.105        45,000            -4,725   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 50   

               計

        198,300   

               単価

      198,300   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 68 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） SMA490AW 6≦t≦50 無し                          

                                                

                                                

ｔ

        1          194,800   

鋼板　（販売） 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５

ｔ         1.15       137,000           157,550   

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＡＷ　６≦ｔ≦５０

ｔ         1.15        35,500            40,825   

寸法エキストラ（鋼橋製作用） ガーダ形式

ｔ         1.15         1,000             1,150   

スクラップ ヘビーＨ１

ｔ        -0.105        45,000            -4,725   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        194,800   

               単価

      194,800   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 69 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板２　ガーダー形式） SMA400AW 6≦t≦38 無し                          

                                                

                                                

ｔ

        1          189,700   

鋼板　（販売） 厚板　無規格　１２≦ｔ≦２５

ｔ         1.15       137,000           157,550   

中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４００ＡＷ　６≦ｔ≦３８

ｔ         1.15        31,000            35,650   

寸法エキストラ（鋼橋製作用） ガーダ形式

ｔ         1.15         1,000             1,150   

スクラップ ヘビーＨ１

ｔ        -0.105        45,000            -4,725   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 75   

               計

        189,700   

               単価

      189,700   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 70 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板１　各種）

SPA-H 1.6≦t<16

ｔ

        1          192,500   

鋼板(販売) 厚板 無規格 12≦t≦25

ｔ         1.15       137,000           157,550   

規格ｴｷｽﾄﾗ SPA-H 1.6＜t≦16

ｔ         1.15        33,500            38,525   

寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) ｶﾞｰﾀﾞｰ形式

ｔ         1.15         1,000             1,150   

厚みｴｷｽﾄﾗ  無し

ｔ         1.15             0                 0   

ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1

ｔ        -0.105        45,000            -4,725   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        192,500   

               単価

      192,500   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 71 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

製作直接労務費（橋桁） 標準 256.96無 14.63無 13.3無                    

5.68無 1無 0t 0t 0t 0t 0人/t                    

0人/t 0人/t 0人/t 0無 補正なし 0無              

式

        1        8,151,000   

製作工（橋梁）  

人工         0           27,500                 0   

製作工（橋梁）  

人工       296.38        27,500         8,150,450   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                550   

               計

      8,151,000   

               単価

    8,151,000   円／式

              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

参考資料（１）

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

高力ボルト材料費（各種）

組

      100              593.8 

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 耐候性 S10TW M24×165

組       100              593.8          59,380   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

副資材費（ｔ）

ｔ

        1           12,000   

副資材費 鋼橋製作用　溶接材料込み

ｔ         1           12,000            12,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         12,000   

               単価

       12,000   円／ｔ

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         59,380   

               単価

          593.8 円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 73 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×125                      

                                                

                                                

組

      100              290.5 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１２５

組       100              290.5          29,050   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×130                      

                                                

                                                

組

      100              296.7 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１３０

組       100              296.7          29,670   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         29,670   

               単価

          296.7 円／組

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         29,050   

               単価

          290.5 円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 74 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×100                      

                                                

                                                

組

      100              258.7 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１００

組       100              258.7          25,870   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×105                      

                                                

                                                

組

      100              265.2 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１０５

組       100              265.2          26,520   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         26,520   

               単価

          265.2 円／組

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         25,870   

               単価

          258.7 円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 75 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×85                       

                                                

                                                

組

      100              240   

摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×８５

組       100              240            24,000   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×95                       

                                                

                                                

組

      100              252   

摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×９５

組       100              252            25,200   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         25,200   

               単価

          252   円／組

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         24,000   

               単価

          240   円／組

              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）

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×70                       

                                                

                                                

組

      100              220.7 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×７０

組       100              220.7          22,070   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×75                       

                                                

                                                

組

      100              227   

摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×７５

組       100              227            22,700   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         22,700   

               単価

          227   円／組

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         22,070   

               単価

          220.7 円／組

              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）

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×60                       

                                                

                                                

組

      100              208.2 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×６０

組       100              208.2          20,820   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×65                       

                                                

                                                

組

      100              214   

摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×６５

組       100              214            21,400   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         21,400   

               単価

          214   円／組

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         20,820   

               単価

          208.2 円／組

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

高力ボルト材料費（規格品） ﾄﾙｼｱ 耐候性 S10TW M22×55                       

                                                

                                                

組

      100              201.7 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア）　耐候性 Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×５５

組       100              201.7          20,170   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         20,170   

               単価

          201.7 円／組

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板１　各種）

SM400A t≦38

ｔ

        1          156,900   

鋼板(販売) 中板 無規格 3.0以上

ｔ         1.15       137,000           157,550   

中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400A t≦38

ｔ         1.15         3,500             4,025   

寸法ｴｷｽﾄﾗ 検査路

ｔ         1.15             0                 0   

厚みｴｷｽﾄﾗ  無し

ｔ         1.15             0                 0   

ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1

ｔ        -0.105        45,000            -4,725   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 50   

               計

        156,900   

               単価

      156,900   円／ｔ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板１　各種）

SS400 3≦t<12

ｔ

        1          154,400   

鋼板(販売) 中板 無規格 3.0以上

ｔ         1.15       137,000           157,550   

中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SS400

ｔ         1.15         1,300             1,495   

寸法ｴｷｽﾄﾗ 検査路

ｔ         1.15             0                 0   

厚みｴｷｽﾄﾗ  無し

ｔ         1.15             0                 0   

ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1

ｔ        -0.105        45,000            -4,725   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 80   

               計

        154,400   

               単価

      154,400   円／ｔ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（形鋼２　規格品） 平鋼（SS400） 9×90～100                        

                                                

                                                

ｔ

        1          126,200   

平鋼 ＳＳ４００　９×９０～１００

ｔ         1.12       116,000           129,920   

スクラップ ヘビーＨ１

ｔ        -0.084        45,000            -3,780   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 60   

               計

        126,200   

               単価

      126,200   円／ｔ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（形鋼２　規格品） 平鋼（SS400） 6×90～100                        

                                                

                                                

ｔ

        1          126,200   

平鋼 ＳＳ４００　６×９０～１００

ｔ         1.12       116,000           129,920   

スクラップ ヘビーＨ１

ｔ        -0.084        45,000            -3,780   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 60   

               計

        126,200   

               単価

      126,200   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 83 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（形鋼２　規格品） 等辺山形鋼(SS400) 6×65×65                     

                                                

                                                

ｔ

        1          116,100   

等辺山形鋼 中形　ＳＳ４００　６×６５×６５

ｔ         1.12       107,000           119,840   

スクラップ ヘビーＨ１

ｔ        -0.084        45,000            -3,780   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 40   

               計

        116,100   

               単価

      116,100   円／ｔ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（形鋼２　規格品） 等辺山形鋼(SS400) 6×50×50                     

                                                

                                                

ｔ

        1          116,100   

等辺山形鋼 中形　ＳＳ４００　６×５０×５０

ｔ         1.12       107,000           119,840   

スクラップ ヘビーＨ１

ｔ        -0.084        45,000            -3,780   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 40   

               計

        116,100   

               単価

      116,100   円／ｔ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（形鋼１　各種）

Ｈ-175×175(SS400)

ｔ

        1          116,100   

H形鋼 広幅 SS400 175×175

ｔ         1.12       107,000           119,840   

規格ｴｷｽﾄﾗ  無し

ｔ         1.12             0                 0   

ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1

ｔ        -0.084        45,000            -3,780   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 40   

               計

        116,100   

               単価

      116,100   円／ｔ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（形鋼２　規格品） 溝形鋼(SS400) 5×100×50                        

                                                

                                                

ｔ

        1          117,200   

溝形鋼 中形　ＳＳ４００　５×１００×５０

ｔ         1.12       108,000           120,960   

スクラップ ヘビーＨ１

ｔ        -0.084        45,000            -3,780   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 20   

               計

        117,200   

               単価

      117,200   円／ｔ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（形鋼１　各種）

φ42.7×2.3(STK400)

ｔ

        1          197,900   

一般構造用炭素鋼鋼管  STK400　φ42.7×2.3

ｔ         1.12       180,000           201,600   

規格ｴｷｽﾄﾗ  無し

ｔ         1.12             0                 0   

ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1

ｔ        -0.084        45,000            -3,780   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 80   

               計

        197,900   

               単価

      197,900   円／ｔ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（形鋼１　各種）

φ34×2.3(STK400)

ｔ

        1          201,200   

一般構造用炭素鋼鋼管  STK400　φ34×2.3

ｔ         1.12       183,000           204,960   

規格ｴｷｽﾄﾗ  無し

ｔ         1.12             0                 0   

ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1

ｔ        -0.084        45,000            -3,780   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 20   

               計

        201,200   

               単価

      201,200   円／ｔ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（形鋼１　各種）

φ21.7×1.9(STK400)

ｔ

        1          203,500   

一般構造用炭素鋼鋼管  STK400　φ21.7×1.9

ｔ         1.12       185,000           207,200   

規格ｴｷｽﾄﾗ  無し

ｔ         1.12             0                 0   

ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1

ｔ        -0.084        45,000            -3,780   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 80   

               計

        203,500   

               単価

      203,500   円／ｔ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（形鋼１　各種）

SS400 RB径22

ｔ

        1          126,200   

一般構造用丸鋼 SS400 φ22

ｔ         1.12       116,000           129,920   

規格ｴｷｽﾄﾗ  無し

ｔ         1.12             0                 0   

ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1

ｔ        -0.084        45,000            -3,780   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 60   

               計

        126,200   

               単価

      126,200   円／ｔ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鋼材費（形鋼１　各種）

SS400 CHPL

ｔ

        1          143,000   

しま鋼板 SS400 t=3.2

ｔ         1.12       131,000           146,720   

規格ｴｷｽﾄﾗ  無し

ｔ         1.12             0                 0   

ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1

ｔ        -0.084        45,000            -3,780   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 60   

               計

        143,000   

               単価

      143,000   円／ｔ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

製作直接労務費（検査路） 0無 各種 8人/t                                  

                                                

                                                

ｔ

        1          220,000   

製作工（橋梁）  

人工         8           27,500           220,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        220,000   

               単価

      220,000   円／ｔ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ SS400 M16×50 (1UN,2W)

組

        1              116   

六角ﾎﾞﾙﾄ SS400 M16×50

本         1               20.9              20   

弛み止めﾅｯﾄ SS400 M16 溶融亜鉛めっき

個         1               87.4              87   

ﾜｯｼｬ SS400 M16

枚         2                4.6               9   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            116   

               単価

          116   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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ SS400 M16×45 (1UN,2W)

組

        1              115   

六角ﾎﾞﾙﾄ SS400 M16×45

本         1               19.4              19   

弛み止めﾅｯﾄ SS400 M16 溶融亜鉛めっき

個         1               87.4              87   

ﾜｯｼｬ SS400 M16

枚         2                4.6               9   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            115   

               単価

          115   円／組

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ SS400 M10×35 (1UN,2W)

組

        1               37   

六角ﾎﾞﾙﾄ SS400 M10×35

本         1                7.6               7   

弛み止めﾅｯﾄ SS400 M10 溶融亜鉛めっき

個         1               27.2              27   

ﾜｯｼｬ SS400 M10

枚         2                1.8               3   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

             37   

               単価

           37   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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ SS400 M10×30 (1UN､1W､1TW)

組

        1               67   

六角ﾎﾞﾙﾄ SS400 M10×30

本         1               21                21   

弛み止めﾅｯﾄ SS400 M10 溶融亜鉛めっき

個         1               27.2              27   

ﾜｯｼｬ SS400 M10

枚         1                1.8               1   

ﾃｰﾊﾟｰﾜｯｼｬ SS400 M10

枚         1               18                18   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

             67   

               単価

           67   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 97 -



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）

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

塗装前処理（二次素地調整） 原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ                        

二次素地調整無し                                

                                                

 ｍ２

      100              340   

ジンクリッチプライマー 原板ブラスト

 ｍ２       100              340            34,000   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

塗装前処理（二次素地調整） 原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ 

 ｍ２

      100               82   

原板ブラスト 原板ブラストのみ

 ｍ２       100               82             8,200   

               計

          8,200   

               単価

           82   円／ｍ２

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         34,000   

               単価

          340   円／ｍ２

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

塗装前処理（二次素地調整） 原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ                        

製品ﾌﾞﾗｽﾄ                                       

                                                

 ｍ２

      100            2,358   

ジンクリッチプライマー 原板ブラスト

 ｍ２       100              340            34,000   

橋りょう塗装工  

人         6.3         29,400           185,220   

諸雑費（率＋まるめ）

         9%

式         1             16,580   

               計

        235,800   

               単価

        2,358   円／ｍ２

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

工場塗装 下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外                

1回                                             

                                                

 ｍ２

      100            1,140   

ジンクリッチ　ペイント 無機厚膜

ｋｇ        60            1,060            63,600   

塗料用シンナー ジンクリッチプライマー用シンナー　無機

Ｌ         7.059           372             2,625   

橋りょう塗装工  

人         1.4         29,400            41,160   

諸雑費（率＋まるめ）

        10%

式         1              6,615   

               計

        114,000   

               単価

        1,140   円／ｍ２

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

工場塗装 下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2             

                                                

                                                

 ｍ２

      100              775.8 

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 無機厚膜

ｋｇ        30            1,060            31,800   

塗料用ｼﾝﾅｰ ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ 無機

Ｌ         3.529           372             1,312   

橋りょう塗装工  

人         1.4         29,400            41,160   

諸雑費（率＋まるめ）

        10%

式         1              3,308   

               計

         77,580   

               単価

          775.8 円／ｍ２

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

工場塗装 下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗)               

上記以外 1回                                    

                                                

 ｍ２

      100              617.8 

エポキシ樹脂塗料 下塗り

ｋｇ        16              980            15,680   

塗料用シンナー エポキシ樹脂塗料用シンナー

Ｌ         8.471           362             3,066   

橋りょう塗装工  

人         1.4         29,400            41,160   

諸雑費（率＋まるめ）

        10%

式         1              1,874   

               計

         61,780   

               単価

          617.8 円／ｍ２

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

工場塗装 下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回           

                                                

                                                

 ｍ２

      100            1,019   

エポキシ樹脂塗料 下塗り

ｋｇ        54              980            52,920   

塗料用シンナー エポキシ樹脂塗料用シンナー

Ｌ         6.353           362             2,299   

橋りょう塗装工  

人         1.4         29,400            41,160   

諸雑費（率＋まるめ）

        10%

式         1              5,521   

               計

        101,900   

               単価

        1,019   円／ｍ２

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

工場塗装 中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外      

1回                                             

                                                

 ｍ２

      100              644.2 

ふっ素樹脂塗料 中塗り用　淡彩色

ｋｇ        17            1,200            20,400   

塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用

Ｌ         2              377               754   

橋りょう塗装工  

人         1.4         29,400            41,160   

諸雑費（率＋まるめ）

        10%

式         1              2,106   

               計

         64,420   

               単価

          644.2 円／ｍ２

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

工場塗装 上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外      

1回                                             

                                                

 ｍ２

      100            1,033   

ふっ素樹脂塗料 上塗り用　淡彩色

ｋｇ        14            3,990            55,860   

塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用

Ｌ         1.647           415               683   

橋りょう塗装工  

人         1.4         29,400            41,160   

諸雑費（率＋まるめ）

        10%

式         1              5,597   

               計

        103,300   

               単価

        1,033   円／ｍ２

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

橋梁工場製作輸送工 鈑桁(鋼床版鈑桁を除く) 90km                     

                                                

                                                

ｔ

        1           11,200   

鋼橋工場製作輸送単価  

ｔ         1           11,200            11,200   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         11,200   

               単価

       11,200   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 106 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

地組工 鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 44.2t                       

                                                

                                                

ｔ

        1           13,660   

橋りょう世話役  

人         0.071        35,910             2,549   

橋りょう特殊工  

人         0.357        30,030            10,720   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1                391   

               計

         13,660   

               単価

       13,660   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 107 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

移動式クレーン運転費（賃料） ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊                  

標準(1.0)                                       

                                                

日

        1           36,600   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ １６ｔ吊

日         1           36,600            36,600   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         36,600   

               単価

       36,600   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 108 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ベント設備　設置・撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 9.6t 発動発電機                      

                                                

                                                

ｔ

        1           55,270   

橋りょう世話役  

人         0.294        35,910            10,557   

橋りょう特殊工  

人         1.471        30,030            44,174   

諸雑費（率＋まるめ）

         1%

式         1                539   

               計

         55,270   

               単価

       55,270   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 109 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ベント設備損料 27日 2m以上30m以下(足場有)                      

                                                

                                                

ｔ

        1           21,780   

ﾍﾞﾝﾄ設備 損料  

ｔ・日        27              761            20,547   

ﾍﾞﾝﾄ設備 損料  

ｔ・日        27               45.66           1,232   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         21,780   

               単価

       21,780   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 110 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ベント基礎　設置・撤去 12.9m2                                          

                                                

                                                

 ｍ２

        1            8,239   

橋りょう世話役  

人         0.053        35,910             1,903   

橋りょう特殊工  

人         0.211        30,030             6,336   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          8,239   

               単価

        8,239   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 111 -



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）

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

移動式クレーン運転費（賃料） ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊                   

標準(1.0)                                       

                                                

日

        1          253,000   

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ １６０ｔ吊

日         1          253,000           253,000   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ベント基礎損料 9.6t                                            

                                                

                                                

供用日

        1              146   

ﾍﾞﾝﾄ設備 損料  

ｔ・日         9.6             15.22             146   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            146   

               単価

          146   円／供用日

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        253,000   

               単価

      253,000   円／日

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

架設工（鈑桁・箱桁・少数I桁・細

幅箱桁・ﾗｰﾒﾝ橋）

移動式ｸﾚ-ﾝによるｽﾃ-ｼﾞﾝｸﾞ                        

鈑桁･ﾗｰﾒﾝ(鈑桁形式) 12t/日 発動発電機           

                                                

ｔ

       10           17,210   

橋りょう世話役  

人         0.833        35,910            29,913   

橋りょう特殊工  

人         4.167        30,030           125,135   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1             17,052   

               計

        172,100   

               単価

       17,210   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 113 -



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）

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

発動発電機賃料 ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 25KVA                              

                                                

                                                

供用日

        1            1,520   

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２５ｋＶＡ

日         1            1,520             1,520   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

架設工具損料

供用日

        1            9,830   

橋梁用架設工具損料　鋼橋  

供用日         1            9,830             9,830   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,830   

               単価

        9,830   円／供用日  

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,520   

               単価

        1,520   円／供用日  

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ゴム支承据付工 一般支承 1.791t 2基 有                          

0.217m3/基 ２ｍ以上 発動発電機                  

                                                

基

        1          117,700   

橋りょう世話役  

人         0.4         35,910            14,364   

橋りょう特殊工  

人         1.2         30,030            36,036   

普通作業員  

人         0.4         20,160             8,064   

無収縮剤 セメント系　プレミックスタイプ

ｋｇ       406.875           130            52,893   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1              6,343   

               計

        117,700   

               単価

      117,700   円／基

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ゴム支承据付工 一般支承 1.621t 2基 有                          

0.135m3/基 ２ｍ以上 発動発電機                  

                                                

基

        1           95,330   

橋りょう世話役  

人         0.385        35,910            13,825   

橋りょう特殊工  

人         1.154        30,030            34,654   

普通作業員  

人         0.385        20,160             7,761   

無収縮剤 セメント系　プレミックスタイプ

ｋｇ       253.125           130            32,906   

諸雑費（率＋まるめ）

        11%

式         1              6,184   

               計

         95,330   

               単価

       95,330   円／基

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

本締め工 3933本                                          

                                                

                                                

本

      100              184.1 

橋りょう世話役  

人         0.095        35,910             3,411   

橋りょう特殊工  

人         0.476        30,030            14,294   

諸雑費（率＋まるめ）

         4%

式         1                705   

               計

         18,410   

               単価

          184.1 円／本

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

仮締めボルト及びドリフトピン損料  仮締めﾎﾞﾙﾄφ22mm用 3933本                       

                                                

                                                

供用日

        1              899   

仮締ボルト　損料 径２２用

供用日       874                0.48             419   

ドリフトピン損料 径２４．５×１５０

供用日       437                1.1             480   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            899   

               単価

          899   円／供用日

              国土交通省　近畿地方整備局- 118 -



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）

2021.12

2021.12

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              881.3 

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              881.28          88,128   

2021.12

2021.12

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            4,103   

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            4,103           410,300   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        410,300   

               単価

        4,103   円／ｍ２

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         88,130   

               単価

          881.3 円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 119 -



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）

2021.12

2021.12

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            1,023   

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            1,022.4         102,240   

2021.12

2021.12

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            3,757   

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            3,756.96         375,696   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

        375,700   

               単価

        3,757   円／ｍ２

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 60   

               計

        102,300   

               単価

        1,023   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） 2021.12

2021.12

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            1,478   

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            1,477.44         147,744   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 56   

               計

        147,800   

               単価

        1,478   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 121 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物                        

10t以上(標準) 無 無 無 無                       

補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版          

ｔ

        1          143,700   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５

ｔ         1.03        94,000            96,820   

鉄筋工 加工・組立共　橋梁用床版

ｔ         1           46,851            46,851   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 29   

               計

        143,700   

               単価

      143,700   円／ｔ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物                        

10t以上(標準) 無 無 無 無                       

補正無(鉄筋割合10%未満含む)                     

ｔ

        1          152,000   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５

ｔ         1.03        94,000            96,820   

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           55,125            55,125   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 55   

               計

        152,000   

               単価

      152,000   円／ｔ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)              

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              

ｔ

        1          154,100   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03        96,000            98,880   

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           55,125            55,125   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 95   

               計

        154,100   

               単価

      154,100   円／ｔ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)              

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

橋梁用床版                                      

ｔ

        1          145,800   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03        96,000            98,880   

鉄筋工 加工・組立共　橋梁用床版

ｔ         1           46,851            46,851   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 69   

               計

        145,800   

               単価

      145,800   円／ｔ

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無          

無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)                  

補正無(一般構造物)                              

ｔ

        1          227,200   

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装

ｔ         1.03       167,000           172,010   

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           55,125            55,125   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 65   

               計

        227,200   

               単価

      227,200   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 126 -



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）

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

【歩掛見積-3】ｼｰﾙ材設置 Vｶｯﾄ部

m

       10           10,580   

普通作業員  

人         5           20,160           100,800   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

貨物自動車による運搬（１車１回） 各種 15.8km 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

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              5,000   

               計

        105,800   

               単価

       10,580   円／m

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

アンカーボルト設置工

本

      100            1,129   

土木一般世話役  

人         0.476        23,625            11,245   

特殊作業員  

人         2.381        20,475            48,750   

普通作業員  

人         2.381        20,160            48,000   

電動ハンマドリル  穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ

日         2.381           468             1,114   

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ２ｋＶＡ

日         2.381         1,585             3,773   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 18   

               計

        112,900   

               単価

        1,129   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 128 -



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）

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                

 ｍ３

        1           47,320   

鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無

 ｍ３         1           47,315            47,315   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                

 ｍ３

        1           27,970   

無筋構造物 昼間　人力施工　制約無

 ｍ３         1           27,970            27,970   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         27,970   

               単価

       27,970   円／ｍ３

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         47,320   

               単価

       47,320   円／ｍ３

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                

 ｍ３

        1           14,590   

鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無

 ｍ３         1           14,585            14,585   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         14,590   

               単価

       14,590   円／ｍ３

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

【歩掛見積-4】ｺﾝｸﾘｰﾄ床版切断 ｶｯﾀｰ切断 厚25cmを超え30cm以下

m

       10            7,521   

特殊作業員  

人         0.3         20,475             6,142   

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t

日         0.3         32,800             9,840   

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]  超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm

日         0.3         40,820            12,246   

コンクリートカッタ　（ブレード） 径３０インチ

枚         0.37       124,000            45,880   

諸雑費（率＋まるめ）

       18%

式         1              1,102   

               計

         75,210   

               単価

        7,521   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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

【歩掛見積-5】床版はつり 厚100mm 幅291～306mm 積込､防錆処理含む

m2

       10           11,350   

土木一般世話役  

人         1           23,625            23,625   

特殊作業員  

人         2           20,475            40,950   

普通作業員  

人         1.5         20,160            30,240   

軽油  １．２号

Ｌ        36.5            135             4,927   

空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ 吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ

日         1.43         1,760             2,516   

諸雑費（率＋まるめ）

       11%

式         1             11,242   

               計

        113,500   

               単価

       11,350   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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

【歩掛見積-6】検査路撤去 ﾎﾞﾙﾄ組立式

t

        1          218,200   

橋りょう世話役  

人         1           35,910            35,910   

橋りょう特殊工  

人         4           30,030           120,120   

普通作業員  

人         1           20,160            20,160   

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.0t

時間         6.7          6,268            41,995   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 15   

               計

        218,200   

               単価

      218,200   円／t

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

【歩掛見積-7】殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)

構造物とりこわし

人力積込 無し 4.0km以下 全ての費用

m3

        1            3,993   

運転手（一般）  

人         0.15        19,215             2,882   

軽油  １．２号

Ｌ         2.79           135               376   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級

供用日         0.15         4,620               693   

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         0.15           280                42   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          3,993   

               単価

        3,993   円／m3

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

【歩掛見積-8】殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)

構造物とりこわし

人力積込 無し 4.0km以下 全ての費用

m3

        1            5,032   

運転手（一般）  

人         0.19        19,215             3,650   

軽油  １．２号

Ｌ         3.35           135               452   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級

供用日         0.19         4,620               877   

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         0.19           280                53   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,032   

               単価

        5,032   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 135 -



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）

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            4,000   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

 ｍ３       100            4,000           400,000   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,760   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

 ｍ３       100            3,760           376,000   

               計

        376,000   

               単価

        3,760   円／ｍ３

               計

        400,000   

               単価

        4,000   円／ｍ３

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,820   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

 ｍ３       100            2,820           282,000   

               計

        282,000   

               単価

        2,820   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 137 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

主体足場（パイプ吊足場） ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                           

設置･撤去･賃料 1.5月                            

                                                

 ｍ２

        1            1,834   

橋りょう特殊工  

人         0.049        30,030             1,471   

主体足場賃料 パイプ吊足場

月         1.5            242               363   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,834   

               単価

        1,834   円／ｍ２

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

中段足場 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                           

設置･撤去･賃料 1.4月                            

                                                

 ｍ２

        1              833   

橋りょう特殊工  

人         0.02        30,030               600   

中段足場賃料  

月         1.4            167               233   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            833   

               単価

          833   円／ｍ２

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

安全通路 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                           

0.3月                                           

                                                

 ｍ２

        1              436   

橋りょう特殊工  

人         0.013        30,030               390   

安全通路賃料  

月         0.3            156.33              46   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            436   

               単価

          436   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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

部分作業床 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ                           

0.3月                                           

                                                

 ｍ２

        1              309   

橋りょう特殊工  

人         0.007        30,030               210   

部分作業床賃料  

月         0.3            333                99   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            309   

               単価

          309   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 141 -



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）

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

仮設防護柵設置 無し 無し 連続基礎ブロック                      

1000kg/基超2000kg/基以下                        

                                                

ｍ

        1            5,764   

仮設防護柵設置 昼間 連続ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無

ｍ         1            5,764             5,764   

2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

床版追加足場 1.2月                                           

                                                

                                                

 ｍ２

        1               28   

床版追加足場賃料  

月         1.2             23.5              28   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

             28   

               単価

           28   円／ｍ２

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,764   

               単価

        5,764   円／ｍ

              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（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m以上 0.7月                              

                                                

                                                

 ｍ２

        1            4,923   

足場材損料  

月         0.7            470               329   

橋りょう特殊工  

人         0.153        30,030             4,594   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,923   

               単価

        4,923   円／ｍ２

              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（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 0.3月                                  

                                                

                                                

 ｍ２

        1              337   

足場材損料  

月         0.15            50                 7   

橋りょう特殊工  

人         0.022        15,015               330   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            337   

               単価

          337   円／ｍ２

              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（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 0.3月                         

                                                

                                                

 ｍ２

        1              286   

防護材損料  

月         0.15           110                16   

橋りょう特殊工  

人         0.018        15,015               270   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            286   

               単価

          286   円／ｍ２

              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（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           14,700   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           14,700            14,700   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         14,700   

               単価

       14,700   円／人日

              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（１） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系                  

120t吊超え160t吊以下 標準(1.0)                  

                                                

回

        1        1,413,000   

特殊作業員  

人         5.7         20,475           116,707   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ５０ｔ吊

日         1.9         72,800           138,320   

運搬費等率

       454%

式         1          1,157,822   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                151   

               計

      1,413,000   

               単価

    1,413,000   円／回

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

発動発電機［ガソリンエンジン駆動

］

２ｋＶＡ

日

        1            1,585   

ガソリン レギュラー

Ｌ         8.4            154             1,293   

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ２ｋＶＡ

日         1              292               292   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,585   

               単価

        1,585   円／日

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t

日

        1           32,800   

運転手（特殊）  

人         1           21,525            21,525   

軽油  １．２号

Ｌ        26.96           135             3,639   

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ

日         1            7,630             7,630   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         32,800   

               単価

       32,800   円／日

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]  超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm

日

        1           40,820   

特殊作業員  

人         1           20,475            20,475   

ガソリン レギュラー

Ｌ        11.95           154             1,840   

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］  超低騒音型　切削深３０ｃｍ級ブレード径φ７５ｃｍ

日         1           18,500            18,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         40,820   

               単価

       40,820   円／日

              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） 2021.12

2021.12

1.000-00-00-2-0

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.0t

時間

        1            6,268   

運転手（特殊）  

人         0.17        21,525             3,659   

軽油  １．２号

Ｌ         5.7            135               769   

トラック［クレーン装置付］ ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ

時間         1            1,840             1,840   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,268   

               単価

        6,268   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 151 -


