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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

紀の川樋門ゲート設備修繕工事

鏡

和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先

　１）　発注年月　　　　　令和 3年 8月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　和歌山河川国道事務所　防災課　　　　　　　　　　　

　３）　工事番号　　　　　6570010004　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　水門設備（小形水門）　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  161日間 　　　　自　　　令和 3年 9月21日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 4年 2月28日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　製作：和歌山県            据付：和歌山県　　　　　

１０）　地    区　　　　　製作：紀の川市　他        据付：紀の川市　他　　　

１１）　河川・路線　　　　紀の川本川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 3年 6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　　　　　　　製作：2021年 8月　　据付：2021年 8月　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　製作：2021年 8月　　据付：2021年 8月　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前 契 約 額 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　随 意 契 約 額　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

２０）　工場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２３）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２４）　処 分 費 等 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

２５）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年 6月29日

２６）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　

              国土交通省　近畿地方整備局



規　格 単 位 摘　要

据付工

【船戸地区】

式 1 879,060

小形水門輸送工

式 1 26,000

輸送工

式 1 26,000

小形水門輸送 内－１号

【船戸地区】

式 1 26,000

小形水門設備据付

式 1 853,060

船戸第一陸閘

式 1 853,060

樋門ゲート補修 内－２号

【船戸地区】

式 1 743,511

直接経費 内－３号

【船戸地区】

式 1 109,549

共通仮設費

式 1 370,200

共通仮設費

式 1 189,200

技術管理費

式 1 189,200

設計内訳書
工　事　名

工事区分・工種・種別・細別 数 量 単　価 金　額 数量増減 金額増減

紀の川樋門ゲート設備修繕工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当　初）　
事業区分
工事区分

機械設備
水門設備（小形水門）

－ 1 －



規　格 単 位 摘　要

設計内訳書
工　事　名

工事区分・工種・種別・細別 数 量 単　価 金　額 数量増減 金額増減

紀の川樋門ゲート設備修繕工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当　初）　
事業区分
工事区分

機械設備
水門設備（小形水門）

諸経費動向調査 内－４号

【船戸地区】

式 1 50,000

機械設備施工実態調査 内－５号

【船戸地区】

式 1 139,200

共通仮設費（率計上）

式 1 181,000

純工事費

式 1 1,249,260

現場管理費

式 1 289,000

据付間接費

式 1 230,000

据付工事原価

式 1 1,768,260

設計技術費

式 1 208,000

工事原価

式 1 6,361,167

一般管理費等

式 1 1,698,833

工事価格

式 1 8,060,000

－ 2 －



規　格 単 位 摘　要

設計内訳書
工　事　名

工事区分・工種・種別・細別 数 量 単　価 金　額 数量増減 金額増減

紀の川樋門ゲート設備修繕工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当　初）　
事業区分
工事区分

機械設備
水門設備（小形水門）

消費税相当額

式 1 806,000

工事費計

式 1 8,866,000

－ 3 －



規　格 単 位 摘　要

設計内訳書
工　事　名

工事区分・工種・種別・細別 数 量 単　価 金　額 数量増減 金額増減

紀の川樋門ゲート設備修繕工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当　初）　
事業区分
工事区分

機械設備
水門設備（小形水門）

据付工

【岡田地区】

式 1 375,285

小形水門設備据付

式 1 375,285

岡田樋門

式 1 375,285

樋門ゲート補修 内－１号

【岡田地区】

式 1 373,819

直接経費 内－２号

【岡田地区】

式 1 1,466

共通仮設費

式 1 77,000

共通仮設費（率計上）

式 1 77,000

純工事費

式 1 452,285

現場管理費

式 1 104,000

据付工事原価

式 1 556,285

工事原価

式 1 556,285

－ 4 －



規　格 単 位 摘　要

設計内訳書
工　事　名

工事区分・工種・種別・細別 数 量 単　価 金　額 数量増減 金額増減

紀の川樋門ゲート設備修繕工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当　初）　
事業区分
工事区分

機械設備
水門設備（小形水門）

据付工

【遠方地区】

式 1 1,970,256

小形水門設備据付

式 1 1,970,256

遠方樋門

式 1 309,200

樋門ゲート補修 内－１号

【遠方地区】

式 1 58,616

管理橋補修 内－２号

【遠方地区】

式 1 175,848

防護柵補修 内－３号

【遠方地区】

式 1 73,270

直接経費 内－４号

【遠方地区】

式 1 1,466

竹房樋門

式 1 426,525

樋門ゲート補修 内－５号

【遠方地区】

式 1 425,059

直接経費 内－６号

【遠方地区】

式 1 1,466

上田井樋門

式 1 660,494

－ 5 －



規　格 単 位 摘　要

設計内訳書
工　事　名

工事区分・工種・種別・細別 数 量 単　価 金　額 数量増減 金額増減

紀の川樋門ゲート設備修繕工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当　初）　
事業区分
工事区分

機械設備
水門設備（小形水門）

樋門ゲート補修 内－７号

【遠方地区】

式 1 658,294

直接経費 内－８号

【遠方地区】

式 1 2,200

嶋樋門

式 1 574,037

樋門ゲート補修 内－９号

【遠方地区】

式 1 572,571

直接経費 内－１０号

【遠方地区】

式 1 1,466

共通仮設費

式 1 405,000

共通仮設費（率計上）

式 1 405,000

純工事費

式 1 2,375,256

現場管理費

式 1 551,000

据付工事原価

式 1 2,926,256

工事原価

式 1 2,926,256

－ 6 －



規　格 単 位 摘　要

設計内訳書
工　事　名

工事区分・工種・種別・細別 数 量 単　価 金　額 数量増減 金額増減

紀の川樋門ゲート設備修繕工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当　初）　
事業区分
工事区分

機械設備
水門設備（小形水門）

据付工

【学文路地区】

式 1 484,366

小型水門輸送工

式 1 22,000

輸送工

式 1 22,000

小型水門輸送 内－１号

【学文路地区】

式 1 22,000

小形水門据付

式 1 462,366

学文路陸閘

式 1 462,366

樋門ゲート補修 内－２号

【学文路地区】

式 1 442,608

直接経費 内－３号

【学文路地区】

式 1 19,758

共通仮設費

式 1 99,000

共通仮設費（率計上）

式 1 99,000

純工事費

式 1 583,366

－ 7 －



規　格 単 位 摘　要

設計内訳書
工　事　名

工事区分・工種・種別・細別 数 量 単　価 金　額 数量増減 金額増減

紀の川樋門ゲート設備修繕工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当　初）　
事業区分
工事区分

機械設備
水門設備（小形水門）

現場管理費

式 1 135,000

据付間接費

式 1 184,000

据付工事原価

式 1 902,366

工事原価

式 1 902,366

－ 8 －



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
小形水門輸送 2021.08

第  1号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

修繕工事輸送費(全工種　 0.326t 7.8km                                    WF904100

０＜ｘ×Ｄ≦１００)                                                 

                                                式         1             13,000   単－   1号

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

修繕工事輸送費(全工種　 0.326t 7.8km                                    WF904100

０＜ｘ×Ｄ≦１００)                                                 

                                                式         1             13,000   単－   1号

        合  計

         26,000   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
樋門ゲート補修 2021.08

第  2号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

扉体 WYB00030

式         1            728,857   単－   2号

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

戸当り WYB00003

式         1             14,654   単－   3号

        合  計

        743,511   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
直接経費 2021.08

第  3号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

機械器具費 WYB00001

式         1            107,401   単－   4号

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

雑機械器具損料（水門） 率計算 107401円                                 WF715500

                                                

                                                式         1              2,148   単－   5号

        合  計

        109,549   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
諸経費動向調査 2021.08

第  4号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

諸経費動向調査

式         1             50,000   

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

        合  計

         50,000   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
機械設備施工実態調査 2021.08

第  5号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

機械設備施工実態調査

式         1            139,200   

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

        合  計

        139,200   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
樋門ゲート補修 2021.08

第  1号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

引込開閉器盤移設 WYB00002

式         1             79,380   単－   1号

[岡田地区                                        ]

電気配管・配線 WYB00003

式         1            294,439   単－   2号

        合  計

        373,819   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
直接経費 2021.08

第  2号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

機械器具費 WYB00001

式         1              1,438   単－   3号

[岡田地区                                        ]

雑機械器具損料（水門） 率計算 1438円                                   WF715500

                                                

                                                式         1                 28   単－   4号

        合  計

          1,466   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
樋門ゲート補修 2021.08

第  1号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

扉体 WYB00001

式         1             58,616   単－   1号

[遠方地区                                        ]

        合  計

         58,616   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
管理橋補修 2021.08

第  2号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

現場塗替塗装 WYB00003

式         1            175,848   単－   2号

[遠方地区                                        ]

        合  計

        175,848   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
防護柵補修 2021.08

第  3号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

現場塗替塗装 WYB00004

式         1             73,270   単－   3号

[遠方地区                                        ]

        合  計

         73,270   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
直接経費 2021.08

第  4号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

機械器具費 WYB00005

式         1              1,438   単－   4号

[遠方地区                                        ]

雑機械器具損料（水門） 率計算 1438円                                   WF715500

                                                

                                                式         1                 28   単－   5号

        合  計

          1,466   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
樋門ゲート補修 2021.08

第  5号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

引込開閉器盤移設 WYB00006

式         1             79,380   単－   6号

[遠方地区                                        ]

電気配線・配管 WYB00007

式         1            345,679   単－   7号

        合  計

        425,059   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
直接経費 2021.08

第  6号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

機械器具費 WYB00010

式         1              1,438   単－   8号

[遠方地区                                        ]

雑機械器具損料（水門） 率計算 1438円                                   WF715500

                                                

                                                式         1                 28   単－   5号

        合  計

          1,466   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
樋門ゲート補修 2021.08

第  7号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

引込開閉器盤移設 WYB00012

式         1             79,380   単－   9号

[遠方地区                                        ]

電気配線・配管 WYB00015

式         1            578,914   単－  10号

        合  計

        658,294   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
直接経費 2021.08

第  8号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

機械器具費 WYB00013

式         1              2,157   単－  11号

[遠方地区                                        ]

雑機械器具損料（水門） 率計算 2157円                                   WF715500

                                                

                                                式         1                 43   単－  12号

        合  計

          2,200   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
樋門ゲート補修 2021.08

第  9号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

引込開閉器盤移設 WYB00014

式         1             79,380   単－  13号

[遠方地区                                        ]

電気配線・配管 WYB00021

式         1            493,191   単－  14号

        合  計

        572,571   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
直接経費 2021.08

第  10号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

機械器具費 WYB00019

式         1              1,438   単－  15号

[遠方地区                                        ]

雑機械器具損料（水門） 率計算 1438円                                   WF715500

                                                

                                                式         1                 28   単－   5号

        合  計

          1,466   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
小形水門輸送 2021.08

第  1号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

修繕工事輸送費(全工種　 0.258t 0.85km                                   WF904100

０＜ｘ×Ｄ≦１００)                                                 

                                                式         1             11,000   単－   1号

[学文路地区                                      ]

修繕工事輸送費(全工種　 0.258t 0.85km                                   WF904100

０＜ｘ×Ｄ≦１００)                                                 

                                                式         1             11,000   単－   1号

        合  計

         22,000   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
樋門ゲート補修 2021.08

第  2号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

扉体 WYB00043

式         1            308,379   単－   2号

[学文路地区                                      ]

戸当り WYB00049

式         1              7,327   単－   3号

上部ガイドレール WYB00051

式         1             29,308   単－   4号

下部ガイドレール WYB00053

式         1             97,594   単－   5号

        合  計

        442,608   

              国土交通省　近畿地方整備局



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
直接経費 2021.08

第  3号内訳書 2021.08

1.000-00000002000

機械器具費 WYB00001

式         1             19,371   単－   6号

[学文路地区                                      ]

雑機械器具損料（水門） 率計算 19371円                                  WF715500

                                                

                                                式         1                387   単－   7号

        合  計

         19,758   

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－1号

修繕工事輸送費(全工種　０＜ｘ×

Ｄ≦１００)

0.326t 7.8km                                    

                                                

                                                

式

        1           13,000   

運搬費用  

式         1             13,000   

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

               計

         13,000   

               単価

       13,000   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－2号

扉体

式

        1          728,857   

取外し・取付

式         1            326,550   

WYB00031

単－   6号

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

現場塗替塗装

式         1             80,597   

WYB00033

単－   7号

当板補修

式         1            107,675   

WYB00034

単－   8号

水密ｺﾞﾑ取替

式         1            201,870   

WYB00037

単－   9号

角落し材料

式         1             12,165   

WYB00004

単－  10号

               計

        728,857   

               単価

      728,857   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－3号

戸当り

式

        1           14,654   

現場塗替塗装

式         1             14,654   

WYB00041

単－  11号

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

               計

         14,654   

               単価

       14,654   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－4号

機械器具費

式

        1          107,401   

機械経費（クレーン） ラフテレ-ンクレーン 油圧式25t 2日 無            

                                                

                                                式         1             83,200   

WF710100

単－  12号

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

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         2            7,630            15,260   

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ３ｋＶＡ

日         3              719             2,157   

電気溶接機 230A　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動

日         2            3,392             6,784   

WYB00002

単－  13号

               計

        107,401   

               単価

      107,401   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－5号

雑機械器具損料（水門） 率計算 107401円                                 

                                                

                                                

式

        1            2,148   

雑器具損料  

式         1              2,148   

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

               計

          2,148   

               単価

        2,148   円／式      

              国土交通省　近畿地方整備局



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（２）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－7号

現場塗替塗装

式

        1           80,597   

現場塗替塗装 計上する 3種 (C) 開放部 計上しない              

計上する はけ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                  

計上する はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)          ｍ２        11            7,327            80,597   

WF621900

単－  15号

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－6号

取外し・取付

式

        1          326,550   

据付労務費

式         1            326,550   

WYB00032

単－  14号

               計

        326,550   

               単価

      326,550   円／式

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

               計

         80,597   

               単価

       80,597   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



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（２）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－9号

水密ｺﾞﾑ取替

式

        1          201,870   

直接材料費

式         1            110,100   

WYB00038

単－  18号

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－8号

当板補修

式

        1          107,675   

直接材料費

式         1                575   

WYB00035

単－  16号

据付労務費

式         1            107,100   

WYB00036

単－  17号

               計

        107,675   

               単価

      107,675   円／式

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

据付労務費

式         1             91,770   

WYB00039

単－  19号

               計

        201,870   

               単価

      201,870   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



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（２）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－11号

現場塗替塗装

式

        1           14,654   

現場塗替塗装 計上する 3種 (C) 開放部 計上しない              

計上する はけ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                  

計上する はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)          ｍ２         2            7,327            14,654   

WF621900

単－  15号

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－10号

角落し材料

式

        1           12,165   

直接材料費

式         1             12,165   

WYB00005

単－  20号

               計

         12,165   

               単価

       12,165   円／式

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

               計

         14,654   

               単価

       14,654   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－12号

機械経費（クレーン） ラフテレ-ンクレーン 油圧式25t 2日 無            

                                                

                                                

式

        1           83,200   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ ２５ｔ吊

日         2           41,600            83,200   

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

               計

         83,200   

               単価

       83,200   円／式      

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－13号

電気溶接機 230A　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動

日

        1            3,392   

軽油  １．２号

Ｌ        12.5            121             1,512   

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

電気溶接機 230A　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動

日         1            1,880             1,880   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          3,392   

               単価

        3,392   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（３） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－14号

据付労務費

式

        1          326,550   

機械設備据付工  

人         8           25,620           204,960   

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

普通作業員  

人         6           20,265           121,590   

               計

        326,550   

               単価

      326,550   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（３） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－15号

現場塗替塗装 計上する 3種 (C) 開放部 計上しない              

計上する はけ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                  

計上する はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)         

 ｍ２

      100            7,327   

現場塗替素地調整 3種 (C) 開放部 

 ｍ２       100            1,001           100,100   

WF625101

単－  21号

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

現場塗替下塗 はけ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 開放部 

 ｍ２       100            1,421           142,100   

WF625105

単－  22号

現場塗替下塗 はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用) 開放部 

 ｍ２       100            1,146           114,600   

WF625105

単－  23号

現場塗替下塗 はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用) 開放部 

 ｍ２       100            1,146           114,600   

WF625105

単－  23号

現場塗替中塗 はけ ふっ素樹脂 淡彩 開放部 

 ｍ２       100            1,136           113,600   

WF625107

単－  24号

現場塗替上塗 はけ ふっ素樹脂 淡彩 開放部 

 ｍ２       100            1,477           147,700   

WF625109

単－  25号

               計

        732,700   

               単価

        7,327   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



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（３）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－17号

据付労務費

式

        1          107,100   

溶接工  

人         4           26,775           107,100   

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－16号

直接材料費

式

        1              575   

平鋼　ＳＳ４００ SS400 6×125                                    

                                                

                                                ｋｇ         5              115.18             575   

WH105100

単－  26号

               計

            575   

               単価

          575   円／式

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

               計

        107,100   

               単価

      107,100   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



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（３）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－19号

据付労務費

式

        1           91,770   

機械設備据付工  

人         2           25,620            51,240   

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－18号

直接材料費

式

        1          110,100   

水密ｺﾞﾑ  P型　t10×75×（φ30）

ｍ         5           16,200            81,000   

水密ｺﾞﾑ 平型　t10×180×1440

本         1           29,100            29,100   

               計

        110,100   

               単価

      110,100   円／式

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

普通作業員  

人         2           20,265            40,530   

               計

         91,770   

               単価

       91,770   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（３） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－20号

直接材料費

式

        1           12,165   

バタ角 100×100×1700

本        15              811            12,165   

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

               計

         12,165   

               単価

       12,165   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（４） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－21号

現場塗替素地調整 3種 (C) 開放部 

 ｍ２

      100            1,001   

橋りょう塗装工  

人         3.1         30,765            95,371   

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,729   

               計

        100,100   

               単価

        1,001   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（４） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－22号

現場塗替下塗 はけ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 開放部 

 ｍ２

      100            1,421   

ジンクリッチ　ペイント 有機厚膜

ｋｇ        50              995            49,750   

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

塗料用シンナー ジンクリッチペイント用シンナー

Ｌ         5.3            360             1,908   

橋りょう塗装工  

人         2.8         30,765            86,142   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,300   

               計

        142,100   

               単価

        1,421   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（４） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－23号

現場塗替下塗 はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用) 開放部 

 ｍ２

      100            1,146   

弱溶剤形変性エポキシ樹脂系塗料 下塗　大気部用

ｋｇ        24              970            23,280   

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

塗料用シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用シンナー

Ｌ         2.5            362               905   

橋りょう塗装工  

人         2.8         30,765            86,142   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,273   

               計

        114,600   

               単価

        1,146   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（４） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－24号

現場塗替中塗 はけ ふっ素樹脂 淡彩 開放部 

 ｍ２

      100            1,136   

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗用　淡彩

ｋｇ        18            1,250            22,500   

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー中塗り用

Ｌ         1.9            377               716   

橋りょう塗装工  

人         2.8         30,765            86,142   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,242   

               計

        113,600   

               単価

        1,136   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（４） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－25号

現場塗替上塗 はけ ふっ素樹脂 淡彩 開放部 

 ｍ２

      100            1,477   

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗用　淡彩

ｋｇ        14            4,050            56,700   

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー上塗り用

Ｌ         1.5            415               622   

橋りょう塗装工  

人         2.8         30,765            86,142   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,236   

               計

        147,700   

               単価

        1,477   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（４） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－26号

平鋼　ＳＳ４００ SS400 6×125                                    

                                                

                                                

ｋｇ

    1,000              115.18

平鋼 ＳＳ４００　６×１２５

ｔ         1.1        107,000           117,700   

[和歌山県岩出市大字船戸地先から橋本市学文路地先  ]

スクラップ ヘビーＨ１

ｔ        -0.07        36,000            -2,520   

               計

        115,180   

               単価

          115.18 円／ｋｇ

              国土交通省　近畿地方整備局



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）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－2号

電気配管・配線

式

        1          294,439   

配管

式         1            137,550   

WYB00005

単－   6号

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－1号

引込開閉器盤移設

式

        1           79,380   

据付労務費

式         1             79,380   

WYB00004

単－   5号

               計

         79,380   

               単価

       79,380   円／式

[岡田地区                                        ]

配線

式         1            156,889   

WYB00006

単－   7号

               計

        294,439   

               単価

      294,439   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



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）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－4号

雑機械器具損料（水門） 率計算 1438円                                   

                                                

                                                

式

        1               28   

雑器具損料  

式         1                 28   

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－3号

機械器具費

式

        1            1,438   

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ３ｋＶＡ

日         2              719             1,438   

               計

          1,438   

               単価

        1,438   円／式

[岡田地区                                        ]

               計

             28   

               単価

           28   円／式      

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－5号

据付労務費

式

        1           79,380   

分電盤取付 露出型分電盤前面0.8m2以下 移設                  

                                                

                                                面         1           79,380            79,380   

WE122800

単－   8号

[岡田地区                                        ]

               計

         79,380   

               単価

       79,380   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－6号

配管

式

        1          137,550   

硬質ビニル管敷設（露出） 露出 22mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上              

補正なし                                        

                                                ｍ         4            1,456             5,824   

WE112010

単－   9号

[岡田地区                                        ]

電線管敷設 厚鋼 36mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上              

補正なし                                        

                                                ｍ        22            4,499            98,978   

WE111100

単－  10号

金属製可とう電線管敷設 38mm以下 新設                                   

                                                

                                                ｍ         4            1,434             5,736   

WE112150

単－  11号

耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） 呼び径 22 15%                                   

                                                

                                                ｍ         4              118               472   

WE505500

単－  12号

厚鋼電線管（Ｇ） 呼び径 28 15%                                   

                                                

                                                ｍ        22              500            11,000   

WE505200

単－  13号

金属製可とう電線管 ビニル被覆　二種　３０ｍｍ

ｍ         4              697             2,788   

ボックスコネクタ HIVE用　２８ｍｍ

個         2              125               250   

鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用） エントランスキャップ　Ｇ２８

個         2              917             1,834   

波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用） 異種管接続材料（Ｈ型）　　３０ｍｍ

組         2            3,210             6,420   

金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンカップリング　薄鋼用　３０ｍｍ

個         4              580             2,320   

金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３０ｍｍ

個         4              482             1,928   

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－6号

配管

式

        1          137,550   

               計

        137,550   

[岡田地区                                        ]

               単価

      137,550   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－7号

配線

式

        1          156,889   

ケーブル及び電線配線

CV5.5sq-2C

管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ        55            1,213            66,715   

WE114000

単－  14号

[岡田地区                                        ]

ケーブル及び電線配線

CV3.5sq-3C

管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ        55            1,213            66,715   

WE114000

単－  14号

ケーブル及び電線配線

IV5.5sq

管内配線 5mm以下 新設                           

                                                

                                                ｍ         7              264.6           1,852   

WE114000

単－  15号

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　２心

ｍ        55              195            10,725   

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　３心

ｍ        55              188            10,340   

６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　５．５ｍｍ２

ｍ         7               77.5             542   

               計

        156,889   

               単価

      156,889   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



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（３）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－9号

硬質ビニル管敷設（露出） 露出 22mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上              

補正なし                                        

                                                

ｍ

      100            1,456   

電工  

人         6.6         22,050           145,530   

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－8号

分電盤取付 露出型分電盤前面0.8m2以下 移設                  

                                                

                                                

面

        1           79,380   

電工  

人         3.6         22,050            79,380   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         79,380   

               単価

       79,380   円／面

[岡田地区                                        ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 70   

               計

        145,600   

               単価

        1,456   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局



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（３）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－11号

金属製可とう電線管敷設 38mm以下 新設                                   

                                                

                                                

ｍ

      100            1,434   

電工  

人         6.5         22,050           143,325   

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－10号

電線管敷設 厚鋼 36mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上              

補正なし                                        

                                                

ｍ

      100            4,499   

電工  

人        20.4         22,050           449,820   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 80   

               計

        449,900   

               単価

        4,499   円／ｍ

[岡田地区                                        ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 75   

               計

        143,400   

               単価

        1,434   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局



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（３）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－13号

厚鋼電線管（Ｇ） 呼び径 28 15%                                   

                                                

                                                

ｍ

        1              500   

厚鋼電線管 Ｇ２８

ｍ         1              435.74             435   

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－12号

耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶ

Ｅ）

呼び径 22 15%                                   

                                                

                                                

ｍ

        1              118   

耐衝撃性硬質ビニル電線管 ＨＩＶＥ　２２ｍｍ

ｍ         1              103               103   

附属品費

        15%

式         1                 15   

               計

            118   

               単価

          118   円／ｍ

[岡田地区                                        ]

附属品費

        15%

式         1                 65   

               計

            500   

               単価

          500   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局



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（３）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－15号

ケーブル及び電線配線

IV5.5sq

管内配線 5mm以下 新設                           

                                                

                                                

ｍ

      100              264.6 

電工  

人         1.2         22,050            26,460   

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－14号

ケーブル及び電線配線

CV5.5sq-2C

管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                

ｍ

      100            1,213   

電工  

人         5.5         22,050           121,275   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 25   

               計

        121,300   

               単価

        1,213   円／ｍ

[岡田地区                                        ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         26,460   

               単価

          264.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局



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）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－2号

現場塗替塗装

式

        1          175,848   

現場塗替塗装 計上する 3種 (C) 開放部 計上しない              

計上する はけ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                  

計上する はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)          ｍ２        24            7,327           175,848   

WF621900

単－  17号

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－1号

扉体

式

        1           58,616   

現場塗替塗装

式         1             58,616   

WYB00002

単－  16号

               計

         58,616   

               単価

       58,616   円／式

[遠方地区                                        ]

               計

        175,848   

               単価

      175,848   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



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）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－4号

機械器具費

式

        1            1,438   

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ３ｋＶＡ

日         2              719             1,438   

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－3号

現場塗替塗装

式

        1           73,270   

現場塗替塗装 計上する 3種 (C) 開放部 計上しない              

計上する はけ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                  

計上する はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)          ｍ２        10            7,327            73,270   

WF621900

単－  17号

               計

         73,270   

               単価

       73,270   円／式

[遠方地区                                        ]

               計

          1,438   

               単価

        1,438   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



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）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－6号

引込開閉器盤移設

式

        1           79,380   

分電盤取付 露出型分電盤前面0.8m2以下 移設                  

                                                

                                                面         1           79,380            79,380   

WE122800

単－  18号

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－5号

雑機械器具損料（水門） 率計算 1438円                                   

                                                

                                                

式

        1               28   

雑器具損料  

式         1                 28   

               計

             28   

               単価

           28   円／式      

[遠方地区                                        ]

               計

         79,380   

               単価

       79,380   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



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）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－8号

機械器具費

式

        1            1,438   

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ３ｋＶＡ

日         2              719             1,438   

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－7号

電気配線・配管

式

        1          345,679   

配管

式         1            138,919   

WYB00008

単－  19号

配線

式         1            206,760   

WYB00009

単－  20号

               計

        345,679   

               単価

      345,679   円／式

[遠方地区                                        ]

               計

          1,438   

               単価

        1,438   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



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）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－10号

電気配線・配管

式

        1          578,914   

配管

式         1            201,806   

WYB00016

単－  21号

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－9号

引込開閉器盤移設

式

        1           79,380   

分電盤取付 露出型分電盤前面0.8m2以下 移設                  

                                                

                                                面         1           79,380            79,380   

WE122800

単－  18号

               計

         79,380   

               単価

       79,380   円／式

[遠方地区                                        ]

配線

式         1            377,108   

WYB00017

単－  22号

               計

        578,914   

               単価

      578,914   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



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）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－12号

雑機械器具損料（水門） 率計算 2157円                                   

                                                

                                                

式

        1               43   

雑器具損料  

式         1                 43   

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－11号

機械器具費

式

        1            2,157   

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ３ｋＶＡ

日         3              719             2,157   

               計

          2,157   

               単価

        2,157   円／式

[遠方地区                                        ]

               計

             43   

               単価

           43   円／式      

              国土交通省　近畿地方整備局



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）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－14号

電気配線・配管

式

        1          493,191   

配管

式         1            172,442   

WYB00022

単－  23号

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－13号

引込開閉器盤移設

式

        1           79,380   

分電盤取付 露出型分電盤前面0.8m2以下 移設                  

                                                

                                                面         1           79,380            79,380   

WE122800

単－  18号

               計

         79,380   

               単価

       79,380   円／式

[遠方地区                                        ]

配線

式         1            320,749   

WYB00023

単－  24号

               計

        493,191   

               単価

      493,191   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－15号

機械器具費

式

        1            1,438   

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ３ｋＶＡ

日         2              719             1,438   

[遠方地区                                        ]

               計

          1,438   

               単価

        1,438   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－16号

現場塗替塗装

式

        1           58,616   

現場塗替塗装 計上する 3種 (C) 開放部 計上しない              

計上する はけ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                  

計上する はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)          ｍ２         8            7,327            58,616   

WF621900

単－  17号

[遠方地区                                        ]

               計

         58,616   

               単価

       58,616   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－17号

現場塗替塗装 計上する 3種 (C) 開放部 計上しない              

計上する はけ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                  

計上する はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)         

 ｍ２

      100            7,327   

現場塗替素地調整 3種 (C) 開放部 

 ｍ２       100            1,001           100,100   

WF625101

単－  25号

[遠方地区                                        ]

現場塗替下塗 はけ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 開放部 

 ｍ２       100            1,421           142,100   

WF625105

単－  26号

現場塗替下塗 はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用) 開放部 

 ｍ２       100            1,146           114,600   

WF625105

単－  27号

現場塗替下塗 はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用) 開放部 

 ｍ２       100            1,146           114,600   

WF625105

単－  27号

現場塗替中塗 はけ ふっ素樹脂 淡彩 開放部 

 ｍ２       100            1,136           113,600   

WF625107

単－  28号

現場塗替上塗 はけ ふっ素樹脂 淡彩 開放部 

 ｍ２       100            1,477           147,700   

WF625109

単－  29号

               計

        732,700   

               単価

        7,327   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－18号

分電盤取付 露出型分電盤前面0.8m2以下 移設                  

                                                

                                                

面

        1           79,380   

電工  

人         3.6         22,050            79,380   

[遠方地区                                        ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         79,380   

               単価

       79,380   円／面

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－19号

配管

式

        1          138,919   

硬質ビニル管敷設（露出） 露出 22mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上              

補正なし                                        

                                                ｍ         4            1,456             5,824   

WE112010

単－  30号

[遠方地区                                        ]

電線管敷設 厚鋼 36mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上              

補正なし                                        

                                                ｍ         9            4,499            40,491   

WE111100

単－  31号

電線管敷設 厚鋼 36mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上              

補正なし                                        

                                                ｍ         8            4,499            35,992   

WE111100

単－  31号

金属製可とう電線管敷設 38mm以下 新設                                   

                                                

                                                ｍ         7            1,434            10,038   

WE112150

単－  32号

金属製可とう電線管敷設 38mm以下 新設                                   

                                                

                                                ｍ         6            1,434             8,604   

WE112150

単－  32号

耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） 呼び径 22 15%                                   

                                                

                                                ｍ         4              118               472   

WE505500

単－  33号

厚鋼電線管（Ｇ） 呼び径 28 15%                                   

                                                

                                                ｍ         9              500             4,500   

WE505200

単－  34号

厚鋼電線管（Ｇ） 呼び径 36 15%                                   

                                                

                                                ｍ         8              638             5,104   

WE505200

単－  35号

金属製可とう電線管 ビニル被覆　二種　３０ｍｍ

ｍ         7              697             4,879   

金属製可とう電線管 ビニル被覆　二種　３８ｍｍ

ｍ         6              861             5,166   

ボックスコネクタ HIVE用　２８ｍｍ

個         2              125               250   

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－19号

配管

式

        1          138,919   

ボックスコネクタ HIVE用　３６ｍｍ

個         2              194               388   

[遠方地区                                        ]

鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用） エントランスキャップ　Ｇ２８

個         1              917               917   

鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用） エントランスキャップ　Ｇ３６

個         1            1,340             1,340   

波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用） 異種管接続材料（Ｈ型）　　３０ｍｍ

組         1            3,210             3,210   

波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用） 異種管接続材料（Ｈ型）　　４０ｍｍ

組         1            3,550             3,550   

金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンカップリング　厚鋼用　３０ｍｍ

個         2              580             1,160   

金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンカップリング　厚鋼用　３８ｍｍ

個         2              815             1,630   

金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３０ｍｍ

個         3              482             1,446   

金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３８ｍｍ

個         3              566             1,698   

電柱バンド ２５ｍｍ　１９０～３７０ｍｍ

個         5              452             2,260   

               計

        138,919   

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－19号

配管

式

        1          138,919   

               単価

      138,919   円／式

[遠方地区                                        ]

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－20号

配線

式

        1          206,760   

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ        64            1,213            77,632   

WE114000

単－  36号

[遠方地区                                        ]

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ        64            1,213            77,632   

WE114000

単－  36号

ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 新設                           

                                                

                                                ｍ        25              264.6           6,615   

WE114000

単－  37号

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）１４ｍｍ２　２心

ｍ        64              403            25,792   

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　３心

ｍ        64              268            17,152   

６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　５．５ｍｍ２

ｍ        25               77.5           1,937   

               計

        206,760   

               単価

      206,760   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－21号

配管

式

        1          201,806   

硬質ビニル管敷設（露出） 露出 22mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上              

補正なし                                        

                                                ｍ         2            1,456             2,912   

WE112010

単－  30号

[遠方地区                                        ]

電線管敷設 厚鋼 36mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上              

補正なし                                        

                                                ｍ        13            4,499            58,487   

WE111100

単－  31号

電線管敷設 厚鋼 54mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上              

補正なし                                        

                                                ｍ        13            6,615            85,995   

WE111100

単－  38号

金属製可とう電線管敷設 38mm以下 新設                                   

                                                

                                                ｍ         3            1,434             4,302   

WE112150

単－  32号

金属製可とう電線管敷設 63mm以下 新設                                   

                                                

                                                ｍ         3            2,624             7,872   

WE112150

単－  39号

耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） 呼び径 22 15%                                   

                                                

                                                ｍ         2              118               236   

WE505500

単－  33号

厚鋼電線管（Ｇ） 呼び径 36 15%                                   

                                                

                                                ｍ        13              638             8,294   

WE505200

単－  35号

厚鋼電線管（Ｇ） 呼び径 42 15%                                   

                                                

                                                ｍ        13              739             9,607   

WE505200

単－  40号

金属製可とう電線管 ビニル被覆　二種　５０ｍｍ

ｍ         3            1,300             3,900   

金属製可とう電線管 ビニル被覆　二種　３８ｍｍ

ｍ         3              861             2,583   

ボックスコネクタ HIVE用　３６ｍｍ

個         2              194               388   

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－21号

配管

式

        1          201,806   

ボックスコネクタ HIVE用　４２ｍｍ

個         2              255               510   

[遠方地区                                        ]

鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用） エントランスキャップ　Ｇ３６

個         1            1,340             1,340   

鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用） エントランスキャップ　Ｇ４２

個         1            1,780             1,780   

金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンカップリング　厚鋼用　３８ｍｍ

個         4              815             3,260   

金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンカップリング　厚鋼用　５０ｍｍ

個         4            1,070             4,280   

金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３８ｍｍ

個         2              566             1,132   

金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　５０ｍｍ

個         2              882             1,764   

電柱バンド ２５ｍｍ　１９０～３７０ｍｍ

個         7              452             3,164   

               計

        201,806   

               単価

      201,806   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－22号

配線

式

        1          377,108   

ケーブル及び電線配線 管内配線 40mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ        70            2,205           154,350   

WE114000

単－  41号

[遠方地区                                        ]

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ        74            1,213            89,762   

WE114000

単－  36号

ケーブル及び電線配線 管内配線 10mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ         4              507.2           2,028   

WE114000

単－  42号

６００Ｖビニル絶縁シースケーブル ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心

ｍ        70            1,481           103,670   

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）８ｍｍ２　３心

ｍ        74              363            26,862   

６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　８ｍｍ２

ｍ         4              109               436   

               計

        377,108   

               単価

      377,108   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－23号

配管

式

        1          172,442   

硬質ビニル管敷設（露出） 露出 22mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上              

補正なし                                        

                                                ｍ         4            1,456             5,824   

WE112010

単－  30号

[遠方地区                                        ]

電線管敷設 厚鋼 36mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上              

補正なし                                        

                                                ｍ         9            4,499            40,491   

WE111100

単－  31号

電線管敷設 厚鋼 54mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上              

補正なし                                        

                                                ｍ         8            6,615            52,920   

WE111100

単－  38号

金属製可とう電線管敷設 38mm以下 新設                                   

                                                

                                                ｍ         7            1,434            10,038   

WE112150

単－  32号

金属製可とう電線管敷設 63mm以下 新設                                   

                                                

                                                ｍ         6            2,624            15,744   

WE112150

単－  39号

耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） 呼び径 22 15%                                   

                                                

                                                ｍ         4              118               472   

WE505500

単－  33号

厚鋼電線管（Ｇ） 呼び径 36 15%                                   

                                                

                                                ｍ         9              638             5,742   

WE505200

単－  35号

厚鋼電線管（Ｇ） 呼び径 42 15%                                   

                                                

                                                ｍ         8              739             5,912   

WE505200

単－  40号

金属製可とう電線管 ビニル被覆　二種　５０ｍｍ

ｍ         6            1,300             7,800   

金属製可とう電線管 ビニル被覆　二種　３８ｍｍ

ｍ         7              861             6,027   

ボックスコネクタ HIVE用　３６ｍｍ

個         2              194               388   

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－23号

配管

式

        1          172,442   

ボックスコネクタ HIVE用　４２ｍｍ

個         2              255               510   

[遠方地区                                        ]

鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用） エントランスキャップ　Ｇ３６

個         1            1,340             1,340   

鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用） エントランスキャップ　Ｇ４２

個         1            1,780             1,780   

波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用） 異種管接続材料（Ｈ型）　　４０ｍｍ

組         1            3,550             3,550   

波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用） 異種管接続材料（Ｈ型）　　５０ｍｍ

組         1            3,890             3,890   

金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンカップリング　厚鋼用　３８ｍｍ

個         2              815             1,630   

金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンカップリング　厚鋼用　５０ｍｍ

個         2            1,070             2,140   

金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３８ｍｍ

個         3              566             1,698   

金属製可とう電線管付属品 防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　５０ｍｍ

個         3              882             2,646   

電柱バンド ２５ｍｍ　１００～１８０ｍｍ

個         5              380             1,900   

               計

        172,442   

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－23号

配管

式

        1          172,442   

               単価

      172,442   円／式

[遠方地区                                        ]

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－24号

配線

式

        1          320,749   

ケーブル及び電線配線 管内配線 40mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ        64            2,205           141,120   

WE114000

単－  41号

[遠方地区                                        ]

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ        64            1,213            77,632   

WE114000

単－  36号

ケーブル及び電線配線 管内配線 10mm以下 新設                          

                                                

                                                ｍ        25              507.2          12,680   

WE114000

単－  42号

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）３８ｍｍ２　２心

ｍ        64              990            63,360   

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル ６００Ｖ（ＣＶ）８ｍｍ２　３心

ｍ        64              363            23,232   

６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　８ｍｍ２

ｍ        25              109             2,725   

               計

        320,749   

               単価

      320,749   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（３） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－25号

現場塗替素地調整 3種 (C) 開放部 

 ｍ２

      100            1,001   

橋りょう塗装工  

人         3.1         30,765            95,371   

[遠方地区                                        ]

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,729   

               計

        100,100   

               単価

        1,001   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（３） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－26号

現場塗替下塗 はけ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 開放部 

 ｍ２

      100            1,421   

ジンクリッチ　ペイント 有機厚膜

ｋｇ        50              995            49,750   

[遠方地区                                        ]

塗料用シンナー ジンクリッチペイント用シンナー

Ｌ         5.3            372             1,971   

橋りょう塗装工  

人         2.8         30,765            86,142   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,237   

               計

        142,100   

               単価

        1,421   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（３） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－27号

現場塗替下塗 はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用) 開放部 

 ｍ２

      100            1,146   

弱溶剤型変性エポキシ樹脂系塗料 下塗　大気部用

ｋｇ        24              970            23,280   

[遠方地区                                        ]

塗料用シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用シンナー

Ｌ         2.5            362               905   

橋りょう塗装工  

人         2.8         30,765            86,142   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,273   

               計

        114,600   

               単価

        1,146   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（３） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－28号

現場塗替中塗 はけ ふっ素樹脂 淡彩 開放部 

 ｍ２

      100            1,136   

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗用　淡彩

ｋｇ        18            1,250            22,500   

[遠方地区                                        ]

塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー

Ｌ         1.9            377               716   

橋りょう塗装工  

人         2.8         30,765            86,142   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,242   

               計

        113,600   

               単価

        1,136   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（３） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－29号

現場塗替上塗 はけ ふっ素樹脂 淡彩 開放部 

 ｍ２

      100            1,477   

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗用　淡彩

ｋｇ        14            4,050            56,700   

[遠方地区                                        ]

塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー

Ｌ         1.5            377               565   

橋りょう塗装工  

人         2.8         30,765            86,142   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,293   

               計

        147,700   

               単価

        1,477   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



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（３）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－31号

電線管敷設 厚鋼 36mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上              

補正なし                                        

                                                

ｍ

      100            4,499   

電工  

人        20.4         22,050           449,820   

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－30号

硬質ビニル管敷設（露出） 露出 22mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上              

補正なし                                        

                                                

ｍ

      100            1,456   

電工  

人         6.6         22,050           145,530   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 70   

               計

        145,600   

               単価

        1,456   円／ｍ

[遠方地区                                        ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 80   

               計

        449,900   

               単価

        4,499   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局



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（３）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－33号

耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶ

Ｅ）

呼び径 22 15%                                   

                                                

                                                

ｍ

        1              118   

耐衝撃性硬質ビニル電線管 ＨＩＶＥ　２２ｍｍ

ｍ         1              103               103   

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－32号

金属製可とう電線管敷設 38mm以下 新設                                   

                                                

                                                

ｍ

      100            1,434   

電工  

人         6.5         22,050           143,325   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 75   

               計

        143,400   

               単価

        1,434   円／ｍ

[遠方地区                                        ]

附属品費

        15%

式         1                 15   

               計

            118   

               単価

          118   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局



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（３）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－35号

厚鋼電線管（Ｇ） 呼び径 36 15%                                   

                                                

                                                

ｍ

        1              638   

厚鋼電線管 Ｇ３６

ｍ         1              555.99             555   

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－34号

厚鋼電線管（Ｇ） 呼び径 28 15%                                   

                                                

                                                

ｍ

        1              500   

厚鋼電線管 Ｇ２８

ｍ         1              435.74             435   

附属品費

        15%

式         1                 65   

               計

            500   

               単価

          500   円／ｍ

[遠方地区                                        ]

附属品費

        15%

式         1                 83   

               計

            638   

               単価

          638   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局



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（３）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－37号

ケーブル及び電線配線 管内配線 5mm以下 新設                           

                                                

                                                

ｍ

      100              264.6 

電工  

人         1.2         22,050            26,460   

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－36号

ケーブル及び電線配線 管内配線 20mm以下 新設                          

                                                

                                                

ｍ

      100            1,213   

電工  

人         5.5         22,050           121,275   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 25   

               計

        121,300   

               単価

        1,213   円／ｍ

[遠方地区                                        ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         26,460   

               単価

          264.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局



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（３）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－39号

金属製可とう電線管敷設 63mm以下 新設                                   

                                                

                                                

ｍ

      100            2,624   

電工  

人        11.9         22,050           262,395   

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－38号

電線管敷設 厚鋼 54mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m以上              

補正なし                                        

                                                

ｍ

      100            6,615   

電工  

人        30           22,050           661,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        661,500   

               単価

        6,615   円／ｍ

[遠方地区                                        ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

        262,400   

               単価

        2,624   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局



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（３）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－41号

ケーブル及び電線配線 管内配線 40mm以下 新設                          

                                                

                                                

ｍ

      100            2,205   

電工  

人        10           22,050           220,500   

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－40号

厚鋼電線管（Ｇ） 呼び径 42 15%                                   

                                                

                                                

ｍ

        1              739   

厚鋼電線管 Ｇ４２

ｍ         1              643.34             643   

附属品費

        15%

式         1                 96   

               計

            739   

               単価

          739   円／ｍ

[遠方地区                                        ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        220,500   

               単価

        2,205   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（３） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－42号

ケーブル及び電線配線 管内配線 10mm以下 新設                          

                                                

                                                

ｍ

      100              507.2 

電工  

人         2.3         22,050            50,715   

[遠方地区                                        ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         50,720   

               単価

          507.2 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－1号

修繕工事輸送費(全工種　０＜ｘ×

Ｄ≦１００)

0.258t 0.85km                                   

                                                

                                                

式

        1           11,000   

運搬費用  

式         1             11,000   

[学文路地区                                      ]

               計

         11,000   

               単価

       11,000   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－2号

扉体

式

        1          308,379   

取外し・取付

式         1            245,490   

WYB00044

単－   8号

[学文路地区                                      ]

現場塗替塗装

式         1             51,289   

WYB00046

単－   9号

角落し材料

式         1             11,600   

WYB00047

単－  10号

               計

        308,379   

               単価

      308,379   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



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）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－4号

上部ガイドレール

式

        1           29,308   

現場塗替塗装

式         1             29,308   

WYB00052

単－  12号

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－3号

戸当り

式

        1            7,327   

現場塗替塗装

式         1              7,327   

WYB00050

単－  11号

               計

          7,327   

               単価

        7,327   円／式

[学文路地区                                      ]

               計

         29,308   

               単価

       29,308   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－5号

下部ガイドレール

式

        1           97,594   

ガイドレール取替補修

式         1             97,594   

WYB00054

単－  13号

[学文路地区                                      ]

               計

         97,594   

               単価

       97,594   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－6号

機械器具費

式

        1           19,371   

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         2            7,630            15,260   

[学文路地区                                      ]

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ ３ｋＶＡ

日         1              719               719   

電気溶接機

日         1            3,392             3,392   

WYB00002

単－  14号

               計

         19,371   

               単価

       19,371   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－7号

雑機械器具損料（水門） 率計算 19371円                                  

                                                

                                                

式

        1              387   

雑器具損料  

式         1                387   

[学文路地区                                      ]

               計

            387   

               単価

          387   円／式      

              国土交通省　近畿地方整備局



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（２）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－9号

現場塗替塗装

式

        1           51,289   

現場塗替塗装 計上する 3種 (C) 開放部 計上しない              

計上する はけ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                  

計上する はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)          ｍ２         7            7,327            51,289   

WF621900

単－  16号

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－8号

取外し・取付

式

        1          245,490   

据付労務費

式         1            245,490   

WYB00045

単－  15号

               計

        245,490   

               単価

      245,490   円／式

[学文路地区                                      ]

               計

         51,289   

               単価

       51,289   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



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（２）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－11号

現場塗替塗装

式

        1            7,327   

現場塗替塗装 計上する 3種 (C) 開放部 計上しない              

計上する はけ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                  

計上する はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)          ｍ２         1            7,327             7,327   

WF621900

単－  16号

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－10号

角落し材料

式

        1           11,600   

直接材料費

式         1             11,600   

WYB00048

単－  17号

               計

         11,600   

               単価

       11,600   円／式

[学文路地区                                      ]

               計

          7,327   

               単価

        7,327   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－12号

現場塗替塗装

式

        1           29,308   

現場塗替塗装 計上する 3種 (C) 開放部 計上しない              

計上する はけ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                  

計上する はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)          ｍ２         4            7,327            29,308   

WF621900

単－  16号

[学文路地区                                      ]

               計

         29,308   

               単価

       29,308   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－13号

ガイドレール取替補修

式

        1           97,594   

直接材料費

式         1              2,907   

WYB00055

単－  18号

[学文路地区                                      ]

据付（修繕）補助材料費 小形水門 40530円                                

                                                

                                                式         1                607   

WF870400

単－  19号

据付労務費

式         1             94,080   

WYB00057

単－  20号

               計

         97,594   

               単価

       97,594   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

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） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－14号

電気溶接機

日

        1            3,392   

軽油  １．２号

Ｌ        12.5            121             1,512   

[学文路地区                                      ]

電気溶接機 直流　２３０Ａ

日         1            1,880             1,880   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          3,392   

               単価

        3,392   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（３） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－15号

据付労務費

式

        1          245,490   

機械設備据付工  

人         8           25,620           204,960   

[学文路地区                                      ]

普通作業員  

人         2           20,265            40,530   

               計

        245,490   

               単価

      245,490   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（３） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－16号

現場塗替塗装 計上する 3種 (C) 開放部 計上しない              

計上する はけ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ                  

計上する はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)         

 ｍ２

      100            7,327   

現場塗替素地調整 3種 (C) 開放部 

 ｍ２       100            1,001           100,100   

WF625101

単－  21号

[学文路地区                                      ]

現場塗替下塗 はけ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 開放部 

 ｍ２       100            1,421           142,100   

WF625105

単－  22号

現場塗替下塗 はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用) 開放部 

 ｍ２       100            1,146           114,600   

WF625105

単－  23号

現場塗替下塗 はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用) 開放部 

 ｍ２       100            1,146           114,600   

WF625105

単－  23号

現場塗替中塗 はけ ふっ素樹脂 淡彩 開放部 

 ｍ２       100            1,136           113,600   

WF625107

単－  24号

現場塗替上塗 はけ ふっ素樹脂 淡彩 開放部 

 ｍ２       100            1,477           147,700   

WF625109

単－  25号

               計

        732,700   

               単価

        7,327   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



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（３）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－18号

直接材料費

式

        1            2,907   

平鋼　ＳＳ４００ SS400 　19×32×5320

ｋｇ        25              116.28           2,907   

WYB00056

単－  26号

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－17号

直接材料費

式

        1           11,600   

バタ角 ９０×９０×３０００

本        10            1,160            11,600   

               計

         11,600   

               単価

       11,600   円／式

[学文路地区                                      ]

               計

          2,907   

               単価

        2,907   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



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（３）

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－20号

据付労務費

式

        1           94,080   

溶接工  

人         2           26,775            53,550   

2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－19号

据付（修繕）補助材料費 小形水門 40530円                                

                                                

                                                

式

        1              607   

補助材料費  

式         1                607   

               計

            607   

               単価

          607   円／式

[学文路地区                                      ]

普通作業員  

人         2           20,265            40,530   

               計

         94,080   

               単価

       94,080   円／式

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（４） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－21号

現場塗替素地調整 3種 (C) 開放部 

 ｍ２

      100            1,001   

橋りょう塗装工  

人         3.1         30,765            95,371   

[学文路地区                                      ]

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,729   

               計

        100,100   

               単価

        1,001   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（４） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－22号

現場塗替下塗 はけ 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 開放部 

 ｍ２

      100            1,421   

ジンクリッチ　ペイント 有機厚膜

ｋｇ        50              995            49,750   

[学文路地区                                      ]

塗料用シンナー ジンクリッチペイント用シンナー

Ｌ         5.3            360             1,908   

橋りょう塗装工  

人         2.8         30,765            86,142   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,300   

               計

        142,100   

               単価

        1,421   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（４） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－23号

現場塗替下塗 はけ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用) 開放部 

 ｍ２

      100            1,146   

弱溶剤形変性エポキシ樹脂系塗料 下塗　大気部用

ｋｇ        24              970            23,280   

[学文路地区                                      ]

塗料用シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用シンナー

Ｌ         2.5            362               905   

橋りょう塗装工  

人         2.8         30,765            86,142   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,273   

               計

        114,600   

               単価

        1,146   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（４） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－24号

現場塗替中塗 はけ ふっ素樹脂 淡彩 開放部 

 ｍ２

      100            1,136   

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗用　淡彩

ｋｇ        18            1,250            22,500   

[学文路地区                                      ]

塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー

Ｌ         1.9            377               716   

橋りょう塗装工  

人         2.8         30,765            86,142   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,242   

               計

        113,600   

               単価

        1,136   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（４） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－25号

現場塗替上塗 はけ ふっ素樹脂 淡彩 開放部 

 ｍ２

      100            1,477   

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗用　淡彩

ｋｇ        14            4,050            56,700   

[学文路地区                                      ]

塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用シンナー

Ｌ         1.5            415               622   

橋りょう塗装工  

人         2.8         30,765            86,142   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              4,236   

               計

        147,700   

               単価

        1,477   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（４） 2021.08

2021.08

1.000-00000002000

単－26号

平鋼　ＳＳ４００ SS400 　19×32×5320

ｋｇ

    1,000              116.28

平鋼 SS400　19×32×5320

ｔ         1.1        108,000           118,800   

[学文路地区                                      ]

スクラップ ヘビーＨ１

ｔ        -0.07        36,000            -2,520   

               計

        116,280   

               単価

          116.28 円／ｋｇ

              国土交通省　近畿地方整備局


