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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

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事

鏡

滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内

　１）　発注年月　　　　　令和 3年 6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　滋賀国道事務所　管理第二課              　　　　　

　３）　工事番号　　　　　3251010009　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　道路維持工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  224日間 　　　　自　　　令和 3年 7月20日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 4年 2月28日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　滋賀県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　長浜市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道８号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 3年 4月　　　　　　　　　　　　　　　

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

１４）　単価適用年月　　　　　　　2021年 6月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2021年 6月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　        252,755 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 3年 4月27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

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

道路維持

[小堀町地区]

式         1         54,673,604

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

　道路土工

　

式         1          2,385,535

　　掘削工

　　[夜間]

式         1            540,000

　　　掘削

　　　

土砂 小規模(標準)

m3       360            1,500           540,000

単-1号

　　防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　[夜間]

式         1            680,460

　　　張りｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

18-8-40(高炉)

m2       165            4,124           680,460

単-2号

　　残土処理工

　　[夜間]

式         1          1,165,075

　　　整地

　　　

残土受入れ地での処理

m3       290              147.5          42,775

単-3号

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3       300            3,741         1,122,300

単-4号

　舗装工

　

式         1          8,178,517

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　[夜間]

①

式         1          6,510,584

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 100mm

m2       617              581           358,477

単-5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

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

粒度調整砕石 M-30 仕

上り厚 100mm

m2       617              711           438,687

単-6号

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生瀝青安定処理(25)

 仕上り厚 130mm　3.0

 m超 m2       617            3,931         2,425,427

単-7号

　　　基層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 3

.0m超 m2       617            1,621         1,000,157

単-8号

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 3

.0m超 m2       617            1,621         1,000,157

単-9号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ

型(20) 舗装厚 50mm 3

.0m超 m2       617            2,087         1,287,679

単-10号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　[夜間]

②

式         1          1,118,240

　　　基層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2       116            3,058           354,728

単-11号

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2       116            3,058           354,728

単-12号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ

型(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2       116            3,524           408,784

単-13号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　[夜間]

③

式         1            305,745

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

粒度調整砕石 M-30 仕

上り厚 100mm

m2        17            1,235            20,995

単-14号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生瀝青安定処理(25)

 仕上り厚 130mm　1.4

m未満 m2        17            7,110           120,870

単-15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

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　基層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2        17            3,058            51,986

単-16号

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2        17            3,058            51,986

単-17号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ

型(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2        17            3,524            59,908

単-18号

　　透水性舗装工

　　[夜間]

式         1            243,948

　　　ﾌｨﾙﾀｰ層

　　　

砂 仕上り厚 50ｍｍ

m2        58            1,234            71,572

単-19号

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 100mm

m2        58            1,108            64,264

単-20号

　　　表層

　　　

開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1

3) 2.4m以上 舗装厚 4

0ｍｍ m2        58            1,864           108,112

単-21号

　区画線工

　

式         1          2,036,152

　　区画線工

　　[夜間]

式         1          2,036,152

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m       950              394.4         374,680

単-22号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 黄色 m       120              480            57,600

単-23号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m       300              426.1         127,830

単-24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

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m       250              957.5         239,375

単-25号

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装無 白色 m        87              984.7          85,668

単-26号

　　　区画線消去

　　　

削取り式

m     1,404              819.8       1,150,999

単-27号

　排水構造物工

　

式         1          4,128,184

　　作業土工

　　[夜間]

式         1          1,483,200

　　　床掘り

　　　

土砂

m3       160            2,790           446,400

単-28号

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3       200            5,184         1,036,800

単-29号

　　側溝工

　　[夜間]

式         1          1,549,320

　　　L型側溝

　　　

1型　PL2-B500-H250-t

250 一般部 180/240×

300×600両面R m        40           22,780           911,200

単-30号

　　　L型側溝

　　　

2型　PL2-B500-H20-t2

50 歩道擦付部 180/18

6×70×600片面R m        21           22,010           462,210

単-31号

　　　L型側溝

　　　

3型　PL3-B500-H20/25

0-t250 歩道切下部 18

0/240×300～180/194

×70×600両面R m         7           25,130           175,910

単-32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

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　管渠工

　　[夜間]

式         1             13,824

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

　　　管渠工

　　　

VPφ200

m         4            3,456            13,824

単-33号

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　[夜間]

式         1          1,081,840

　　　現場打ち集水桝

　　　

1型 B800-L800-H1800 

18-8-40(高炉)

箇所         1          235,600           235,600

単-34号

　　　現場打ち集水桝

　　　

2型 B800-L800-H1950 

18-8-40(高炉)

箇所         1          258,200           258,200

単-35号

　　　現場打ち集水桝

　　　

車道部 B900-L1200-H1

900 24-12-25(20)(高

炉) 箇所         1          295,900           295,900

単-36号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝

　　　

B400-L600-H1000 ｸﾞﾚｰ

ﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 普通目 ﾎ

ﾞﾙﾄ固定式 箇所         1           92,320            92,320

単-37号

　　　蓋

　　　

800×800用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ

固定 細目 滑止め付き

枚         2           99,910           199,820

単-38号

　防護柵工

　

式         1          8,549,720

　　路側防護柵工

　　[夜間]

式         1          1,183,260

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

　　　

Gp-B-3E4 景観色塗装(

ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)

m        37           31,980         1,183,260

単-39号

　　ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ工

　　[夜間]

式         1          7,325,500
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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

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ

　　　

設置 支柱及びﾚｰﾙ 土

中建込 Gb-Bm-2E 景観

色塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) m       230           31,850         7,325,500

単-40号

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

　　防護工

　　[夜間]

式         1             40,960

　　　ﾉｰｽﾞﾊﾞﾘｱ

　　　

18-8-40(高炉)

箇所         2           20,480            40,960

単-41号

　縁石工

　

式         1          4,607,984

　　縁石工

　　[夜間]

式         1          4,607,984

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

B種(180/205×250×60

0)

m       464            9,931         4,607,984

単-42号

　道路付属施設工

　

式         1          8,818,601

　　道路付属物工

　　[夜間]

式         1             45,577

　　　視線誘導標

　　　

土中建込　10本未満　

 φ60.5　片面反射φ10

0　現場発生品使用 本         1            5,137             5,137

単-43号

　　　距離標

　　　

設置 パネル式(土中埋

込)　現場発生品使用

　18-8-40(高炉) 枚         3           13,480            40,440

単-44号

　　作業土工

　　[夜間]

式         1            267,120

　　　床掘り

　　　

土砂

m3        40            2,790           111,600

単-45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

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        30            5,184           155,520

単-46号

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

　　照明工

　　[夜間]

式         1          8,265,800

　　　照明柱基礎

　　　

□800mm　L=2400mm　1

8-8-40(高炉)

基         4          267,000         1,068,000

単-47号

　　　接地設置

　　　

 φ14mm　L=1500mm

極         4           12,450            49,800

単-48号

　　　道路照明柱

　　　Ａ

H=12.0m 多目的柱1灯

用 溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ

系樹脂塗装 基         2        1,787,000         3,574,000

単-49号

　　　道路照明柱

　　　Ｂ

H=12.0m 多目的柱1灯

用 溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ

系樹脂塗装 基         2        1,787,000         3,574,000

単-50号

　　配管･配線工

　　[夜間]

式         1            240,104

　　　屋外配線

　　　

VVR3.5mm2-2C

m        51            2,064           105,264

単-51号

　　　架空配線

　　　

VVR3.5mm2-2C　ﾒｯｾﾝｼﾞ

 ｬｰﾜｲﾔｰφ9mm

径間         2           67,420           134,840

単-52号

　ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

　

式         1          2,814,180

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

　　[夜間]

式         1          2,814,180

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

　　　

内幅 0.6ｍ 内高 0.9

ｍ

m        31           90,780         2,814,180

単-53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

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　構造物撤去工

　

式         1          2,716,531

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

　　防護柵撤去工

　　[夜間]

式         1             15,912

　　　防護柵(横断･転落防止柵)撤去

　　　

m        12            1,326            15,912

単-54号

　　道路付属物撤去工

　　[夜間]

式         1             10,756

　　　視線誘導標撤去

　　　

H=900mm 土中建込 10

本未満

本         1            1,642             1,642

単-55号

　　　距離標撤去

　　　

パネル式(土中埋込)

枚         3            3,038             9,114

単-56号

　　構造物取壊し工

　　[夜間]

式         1          2,004,778

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物 機械施工

m3        41           10,690           438,290

単-57号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

鉄筋構造物 機械施工

m3        46           22,210         1,021,660

単-58号

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m       570              736.8         419,976

単-59号

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版

厚 15cm以下

m2       490              254.8         124,852

単-60号

　　運搬処理工

　　[夜間]

式         1            685,085

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



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

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3        36            4,124           148,464

単-61号

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        41            2,855           117,055

単-62号

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3        46            3,538           162,748

単-63号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3        36            2,820           101,520

単-64号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        41            1,645            67,445

単-65号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3        46            1,750            80,500

単-66号

　　　現場発生品運搬

　　　

横断防止柵､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

蓋

回         1            7,353             7,353

単-67号

　仮設工

　

式         1         10,438,200

　　交通管理工

　　[夜間]

式         1         10,438,200

　　　交通誘導警備員

　　　

人日       540           19,330        10,438,200

単-68号

直接工事費

式         1         54,673,604

共通仮設費

式         1          7,460,290
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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

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　共通仮設費

　

式         1          1,602,290

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

　　技術管理費

　　

式         1            223,290

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

工事         1           53,290            53,290

単-69号

　　　道路工事完成図等作成費

　　　

工事         1          170,000           170,000

単-70号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1          1,379,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          5,858,000

純工事費

式         1         62,133,894

　現場管理費

　

式         1         27,103,000

工事原価

式         1         94,098,414

　一般管理費等

　

式         1         14,411,586

工事価格

式         1        108,510,000

消費税相当額

式         1         10,851,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



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

単価

設計内訳書

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

工事費計

式         1        119,361,000

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

              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

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

道路維持

[集福寺地区]

式         1            117,864

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

　区画線工

　

式         1             40,524

　　区画線工

　　

式         1             40,524

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m        13              285.4           3,710

単-1号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m         2              305.1             610

単-2号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 30cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m        21              536.2          11,260

単-3号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30c

m 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m         2              551.7           1,103

単-4号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装無 白色 m        19              658.3          12,507

単-5号

　　　区画線消去

　　　

削取り式

m        23              492.8          11,334

単-6号

　仮設工

　

式         1             77,340

　　交通管理工

　　

式         1             77,340

　　　交通誘導警備員

　　　

人日         6           12,890            77,340

単-7号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

直接工事費

式         1            117,864

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

共通仮設費

式         1             45,000

　共通仮設費

　

式         1              4,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1              4,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1             41,000

純工事費

式         1            162,864

　現場管理費

　

式         1            124,000

工事原価

式         1            286,864

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



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

単価

設計内訳書

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

道路維持

[高月地区]

式         1          1,930,656

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

　舗装工

　

式         1             14,560

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(車道舗装)

式         1              8,272

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 200mm

m2         0.8          1,025               820

単-1号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

粒度調整砕石 M-30 仕

上り厚 150mm

m2         0.8          1,091               872

単-2号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生瀝青安定処理(25)

 仕上り厚 100mm　1.4

m未満 m2         0.8          3,666             2,932

単-3号

　　　基層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2         0.8          2,280             1,824

単-4号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2         0.8          2,280             1,824

単-5号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(乗入Ⅱ種)

式         1              3,181

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 250ｍｍ

m2         0.5          1,677               838

単-6号

　　　基層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2         0.5          2,356             1,178

単-7号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2         0.5          2,330             1,165

単-8号

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



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

単価

設計内訳書

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　透水性舗装工

　　

式         1              3,107

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

　　　ﾌｨﾙﾀｰ層

　　　

砂 仕上り厚 50ｍｍ

m2         1              846.7             846

単-9号

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 100ｍｍ

m2         1              776.2             776

単-10号

　　　表層

　　　

開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(1

3) 1.4m以上2.4m未満 

舗装厚 40mm m2         1            1,485             1,485

単-11号

　区画線工

　

式         1              2,283

　　区画線工

　　

式         1              2,283

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m         8              285.4           2,283

単-12号

　排水構造物工

　

式         1             61,750

　　側溝工

　　

式         1             61,750

　　　L型側溝

　　　

D型　180/190×100×6

00片面R　擦付部

m         5           12,350            61,750

単-13号

　防護柵工

　

式         1             46,000

　　防止柵工

　　

式         1             46,000
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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

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　転落(横断)防止柵

　　　

柵高 1.1ｍ ｺﾝｸﾘｰﾄ建

込 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)

m         2           23,000            46,000

単-14号

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

　擁壁工

　

式         1             18,784

　　場所打擁壁工(構造物単位)

　　

式         1             18,784

　　　重力式擁壁

　　　

1mを超え2m未満 18-8-

40(高炉)

m3         0.4         46,960            18,784

単-15号

　ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

　

式         1            992,300

　　作業土工

　　

式         1             32,440

　　　埋戻し

　　　

土砂

m3        10            3,244            32,440

単-16号

　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

　　

式         1            959,860

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

　　　

内幅 1.4ｍ 内高 1.3

ｍ

m         3.7        228,700           846,190

単-17号

　　　防護ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

24-8-40(高炉)

箇所         1           13,690            13,690

単-18号

　　　既設接続工ｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　

24-8-40(高炉)

箇所         1           12,240            12,240

単-19号

　　　接続桝

　　　

18-8-40(高炉)

箇所         1           31,320            31,320

単-20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

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　蓋

　　　

接続桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　

T-2　細目　ﾎﾞﾙﾄ固定

枚         1           56,420            56,420

単-21号

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

　構造物撤去工

　

式         1             98,919

　　防護柵撤去工

　　

式         1              8,445

　　　防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)

　　　

Gp-B-2B

m         4            1,430             5,720

単-22号

　　　防護柵(横断･転落防止柵)撤去

　　　

m         5              545             2,725

単-23号

　　構造物取壊し工

　　

式         1             68,986

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物 人力施工

m3         2           28,330            56,660

単-24号

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを

超え30cm以下

m         9            1,328            11,952

単-25号

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版

厚 15cmを超え40cm以

下 m2         0.8            467.8             374

単-26号

　　運搬処理工

　　

式         1             21,488

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         0.2          6,610             1,322

単-27号

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         2            3,018             6,036

単-28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

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3         0.2          4,700               940

単-29号

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3         2            1,175             2,350

単-30号

　　　現場発生品運搬

　　　

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ､転落防止

柵

回         1           10,840            10,840

単-31号

　仮設工

　

式         1            696,060

　　交通管理工

　　

式         1            696,060

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        54           12,890           696,060

単-32号

直接工事費

式         1          1,930,656

共通仮設費

式         1            715,000

　共通仮設費

　

式         1             42,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1             42,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1            673,000

純工事費

式         1          2,645,656
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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

滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　現場管理費

　

式         1          1,929,000

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

工事原価

式         1          4,574,656

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－2号

張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)

m2

        1            4,124   

コンクリート打設工 防草コンクリート 人力打設 各種 有り             

10m3/100m2 有り                                 

                                                 ｍ２         1            3,980             3,980   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－1号

掘削 土砂 小規模(標準)

m3

        1            1,500   

掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 

 ｍ３         1            1,500             1,500   

               計

          1,500   

               単価

        1,500   円／m3

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

養生工 防草コンクリート                                

                                                

                                                 ｍ２         1              143.6             143.6 

               計

          4,123.6 

               単価

        4,124   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－4号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

      300            3,741   

土砂等運搬 小規模                                          

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 9.0km以下         ｍ３       288            3,722         1,071,936   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－3号

整地 残土受入れ地での処理

m3

        1              147.5 

整地 残土受入れ地での処理 

 ｍ３         1              147.5             147.5 

               計

            147.5 

               単価

          147.5 円／m3

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

土砂等運搬 小規模                                          

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                   ｍ３        12            4,188            50,256   

               計

      1,122,192   

               単価

        3,741   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－6号

上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm

m2

        1              711   

上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工                 

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              711               711   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－5号

下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm

m2

        1              581   

下層路盤（車道・路肩部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              581               581   

               計

            581   

               単価

          581   円／m2

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

            711   

               単価

          711   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－8号

基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超

m2

        1            1,621   

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

各種(2.30以上2.40t/m3未満)                      

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            1,621             1,621   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－7号

上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 130mm　3.0m超

m2

        1            3,931   

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材(各種) 3.0m超 80mm                        

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用                        

                                                 ｍ２         1            2,400             2,400   

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材(各種) 3.0m超 50mm                        

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種) 全ての費用                       

                                                 ｍ２         1            1,531             1,531   

               計

          3,931   

               単価

        3,931   円／m2

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          1,621   

               単価

        1,621   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－10号

表層(車道・路肩部) 密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超

m2

        1            2,087   

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

各種(2.30以上2.40t/m3未満)                      

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            2,087             2,087   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－9号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超

m2

        1            1,621   

中間層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm                                     

各種(2.30以上2.40t/m3未満)                      

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            1,621             1,621   

               計

          1,621   

               単価

        1,621   円／m2

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          2,087   

               単価

        2,087   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－12号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満

m2

        1            3,058   

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

50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)                 

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            3,058             3,058   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－11号

基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満

m2

        1            3,058   

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

50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)                 

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            3,058             3,058   

               計

          3,058   

               単価

        3,058   円／m2

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          3,058   

               単価

        3,058   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－14号

上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm

m2

        1            1,235   

上層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30                 

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1            1,235             1,235   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－13号

表層(車道・路肩部) 密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満

m2

        1            3,524   

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

50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)                 

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            3,524             3,524   

               計

          3,524   

               単価

        3,524   円／m2

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          1,235   

               単価

        1,235   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－16号

基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満

m2

        1            3,058   

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

50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)                 

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            3,058             3,058   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－15号

上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 130mm　1.4m未満

m2

        1            7,110   

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

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)

80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用                    ｍ２         1            4,141             4,141   

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

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)           

50mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(各種) 全ての費用                   ｍ２         1            2,969             2,969   

               計

          7,110   

               単価

        7,110   円／m2

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          3,058   

               単価

        3,058   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－18号

表層(車道・路肩部) 密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満

m2

        1            3,524   

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

50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)                 

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            3,524             3,524   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－17号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満

m2

        1            3,058   

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

50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)                 

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            3,058             3,058   

               計

          3,058   

               単価

        3,058   円／m2

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          3,524   

               単価

        3,524   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－20号

下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm

m2

        1            1,108   

下層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1            1,108             1,108   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－19号

ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 仕上り厚 50ｍｍ

m2

        1            1,234   

フィルター層 40mm以上60mm未満                                

                                                

                                                 ｍ２         1            1,234             1,234   

               計

          1,234   

               単価

        1,234   円／m2

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          1,108   

               単価

        1,108   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－22号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              394.4 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              394.4             394.4 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－21号

表層 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 40ｍｍ

m2

        1            1,864   

透水性アスファルト舗装 2.4m以上 40mm                                   

各種(2.00以上2.10t/m3未満)                      

                                                 ｍ２         1            1,864             1,864   

               計

          1,864   

               単価

        1,864   円／m2

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

            394.4 

               単価

          394.4 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－24号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              426.1 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              426.1             426.1 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－23号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色

m

        1              480   

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 ｍ         1              480               480   

               計

            480   

               単価

          480   円／m

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

            426.1 

               単価

          426.1 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－26号

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

性舗装無 白色 m

        1              984.7 

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1              984.7             984.7 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－25号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              957.5 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm                

著しく有り 1.5mm 無し 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1              957.5             957.5 

               計

            957.5 

               単価

          957.5 円／m

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

            984.7 

               単価

          984.7 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－28号

床掘り 土砂

m3

        1            2,790   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            2,790             2,790   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－27号

区画線消去 削取り式

m

        1              819.8 

区画線消去 有り 削取り式 無し 著しく有り 全ての費用        

                                                

                                                ｍ         1              819.8             819.8 

               計

            819.8 

               単価

          819.8 円／m

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          2,790   

               単価

        2,790   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－29号

埋戻し 土砂

m3

        1            5,184   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            5,184             5,184   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          5,184   

               単価

        5,184   円／m3

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－30号

L型側溝 1型　PL2-B500-H250-t250 一般部 180/240×300×600

両面R m

       10           22,780   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         9.8          1,675            16,415   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

コンクリート 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し          

全ての費用                                      

                                                 ｍ３         1.93        41,160            79,438.8 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         5           12,540            62,700   

歩車道境界ブロック 設置                                            

各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)               

1.65個/m 無し 無し                              ｍ        10            4,572            45,720   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種 180/240×300×600両面R

個        14.5          1,260            18,270   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種 180/240×300×600両面R 水抜き型

個         1            1,630             1,630   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C種 180/240×300×600両面R 反射型

個         1            3,340             3,340   

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

                                                

                                                 ｍ２         0.118         2,363               278.83

               計

        227,792.63

               単価

       22,780   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－31号

L型側溝 2型　PL2-B500-H20-t250 歩道擦付部 180/186×70×6

00片面R m

       10           22,010   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         9.32         1,675            15,611   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

コンクリート 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し          

全ての費用                                      

                                                 ｍ３         1.85        41,160            76,146   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         5           12,540            62,700   

歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下､50kg未満)                   

1.65個/m 無し 無し                              

                                                ｍ        10            6,529            65,290   

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

                                                

                                                 ｍ２         0.118         2,363               278.83

               計

        220,025.83

               単価

       22,010   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－32号

L型側溝 3型　PL3-B500-H20/250-t250 歩道切下部 180/240×3

00～180/194×70×600両面R m

       10           25,130   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         9.8          1,675            16,415   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

コンクリート 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し          

全ての費用                                      

                                                 ｍ３         1.93        41,160            79,438.8 

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         5           12,540            62,700   

歩車道境界ブロック 設置                                            

各種(600mm以下､50kg以上100kg未満)               

1.65個/m 無し 無し                              ｍ        10            9,267            92,670   

               計

        251,223.8 

               単価

       25,130   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－34号

現場打ち集水桝 1型 B800-L800-H1800 18-8-40(高炉)

箇所

        1          235,600   

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 各種 1.22m3を超え1.29m3以下                     

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                          

一般養生･特殊養生(練炭)                         箇所         1          224,300           224,300   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－33号

管渠工 VPφ200

m

        1            3,456   

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

                                                

                                                ｍ         1            3,456             3,456   

               計

          3,456   

               単価

        3,456   円／m

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

足掛金物  全樹脂巻 W=300mm φ19mm

本         5            2,250            11,250   

               計

        235,550   

               単価

      235,600   円／箇所

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－35号

現場打ち集水桝 2型 B800-L800-H1950 18-8-40(高炉)

箇所

        1          258,200   

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 各種 1.36m3を超え1.44m3以下                     

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                          

一般養生･特殊養生(練炭)                         箇所         1          246,900           246,900   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

足掛金物  全樹脂巻 W=300mm φ19mm

本         5            2,250            11,250   

               計

        258,150   

               単価

      258,200   円／箇所

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－36号

現場打ち集水桝 車道部 B900-L1200-H1900 24-12-25(20)(高炉)

箇所

        1          295,900   

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 各種 1.44m3を超え1.52m3以下                     

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                          

一般養生･特殊養生(練炭)                         箇所         1          261,100           261,100   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

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

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.13       163,500            21,255   

足掛金物  全樹脂巻 W=300mm φ19mm

本         6            2,250            13,500   

               計

        295,855   

               単価

      295,900   円／箇所

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－37号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 B400-L600-H1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定

式 箇所

        1           92,320   

プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下 有り                  

全ての費用                                      

                                                基         1            9,723             9,723   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

プレキャスト集水桝（材料費）

基         1           82,100            82,100   

コンクリート 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し          

全ての費用                                      

                                                 ｍ３         0.012        41,160               493.92

               計

         92,316.92

               単価

       92,320   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－39号

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-B-3E4 景観色塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)

m

        1           31,980   

防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工） 土中式　Gp-B-3E4　50m未満　夜間有　時間的制約著

ｍ         1           18,500            18,500   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－38号

蓋 800×800用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 滑止め付き

枚

        1           99,910   

蓋版 据付け 有り 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し            

                                                枚         1           99,910            99,910   

               計

         99,910   

               単価

       99,910   円／枚

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-B-3E4　景観色塗装(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)

ｍ         1           13,480            13,480   

               計

         31,980   

               単価

       31,980   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－40号

ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ 設置 支柱及びﾚｰﾙ 土中建込 Gb-Bm-2E 景観色塗装(ﾀﾞ

ｰｸﾌﾞﾗｳﾝ) m

        1           31,850   

ボックスビーム 設置 支柱及びﾚｰﾙ 各種(支柱及びﾚｰﾙ) 

ｍ         1           31,850            31,850   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

         31,850   

               単価

       31,850   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－41号

ﾉｰｽﾞﾊﾞﾘｱ 18-8-40(高炉)

箇所

        1           20,480   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         0.251         1,675               420.42

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

コンクリート 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し          

全ての費用                                      

                                                 ｍ３         0.112        41,160             4,609.92

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1.232        12,540            15,449.28

               計

         20,479.62

               単価

       20,480   円／箇所

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－43号

視線誘導標  土中建込　10本未満　φ60.5　片面反射φ100　現場

発生品使用 本

        1            5,137   

道路付属物設置工(視線誘導標設置)  土中建込 手間のみ 片面 反射体径φ100以下        

 支柱径φ60.5 10本未満 有 無                     

                                                本         1            5,137             5,137   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－42号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(180/205×250×600)

m

        1            9,931   

歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)                     

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                               

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り                             ｍ         1            9,931             9,931   

               計

          9,931   

               単価

        9,931   円／m

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          5,137   

               単価

        5,137   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－44号

距離標 設置 パネル式(土中埋込)　現場発生品使用　18-8-40

(高炉) 枚

        1           13,480   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         0.09         1,675               150.75

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

コンクリート 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し          

全ての費用                                      

                                                 ｍ３         0.027        41,160             1,111.32

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         0.36        12,540             4,514.4 

距離標 設置 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込) 

枚         1            7,700             7,700   

               計

         13,476.47

               単価

       13,480   円／枚

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－46号

埋戻し 土砂

m3

        1            5,184   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            5,184             5,184   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－45号

床掘り 土砂

m3

        1            2,790   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            2,790             2,790   

               計

          2,790   

               単価

        2,790   円／m3

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          5,184   

               単価

        5,184   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－47号

照明柱基礎 □800mm　L=2400mm　18-8-40(高炉)

基

        1          267,000   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         1            1,675             1,675   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         8.64        12,540           108,345.6 

コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設               

各種 一般養生 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.728        41,620            71,919.36

照明用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M27×850　8本/組

組         1           85,000            85,000   

               計

        266,939.96

               単価

      267,000   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－48号

接地設置  φ14mm　L=1500mm

極

        1           12,450   

接地設置 D種接地 補正あり                                

                                                

                                                極         1            9,381             9,381   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

連結式接地棒  φ１４×１５００ｍｍ

本         1            2,380             2,380   

連結式接地棒用リード端子  φ１４用　２２ｍｍ２×５００

本         1              570               570   

６００Ｖビニル絶縁電線 ＩＶ　３．５ｍｍ２

ｍ         2.5             47.3             118.25

               計

         12,449.25

               単価

       12,450   円／極

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－49号

道路照明柱

Ａ

H=12.0m 多目的柱1灯用 溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装

基

        1        1,787,000   

道路照明灯建柱 高さ:GL8～12m                                   

重量:350kg超1,000kg以下                         

1560000円/基 0円/基 割増あり                    基         1        1,606,000         1,606,000   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

照明器具取付 照明器具取付 新設 持込                          

                                                

                                                台         1           31,750            31,750   

LED道路照明灯具 KCE 150-3C

台         1          132,000           132,000   

LED道路照明灯具専用ｹｰﾌﾞﾙ 直線型ﾎﾟｰﾙ用

本         1            6,250             6,250   

自動点滅器取付（ポール取付） 自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設                       

                                                

                                                個         1            4,503             4,503   

自動点減器 6A/200V　受台付

個         1            4,070             4,070   

番号札 スコッチライト１２０×７５（照明ポール）

枚         1            1,710             1,710   

               計

      1,786,283   

               単価

    1,787,000   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－50号

道路照明柱

Ｂ

H=12.0m 多目的柱1灯用 溶融亜鉛ﾒｯｷ+ｳﾚﾀﾝ系樹脂塗装

基

        1        1,787,000   

道路照明灯建柱 高さ:GL8～12m                                   

重量:350kg超1,000kg以下                         

1560000円/基 0円/基 割増あり                    基         1        1,606,000         1,606,000   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

照明器具取付 照明器具取付 新設 持込                          

                                                

                                                台         1           31,750            31,750   

LED道路照明灯具 KCE 150-3C

台         1          132,000           132,000   

LED道路照明灯具専用ｹｰﾌﾞﾙ 直線型ﾎﾟｰﾙ用

本         1            6,250             6,250   

自動点滅器取付（ポール取付） 自動点滅器(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設                       

                                                

                                                個         1            4,503             4,503   

自動点減器 6A/200V　受台付

個         1            4,070             4,070   

番号札 スコッチライト１２０×７５（照明ポール）

枚         1            1,710             1,710   

               計

      1,786,283   

               単価

    1,787,000   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－51号

屋外配線 VVR3.5mm2-2C

m

        1            2,064   

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

                                                

                                                ｍ         1            2,064             2,064   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          2,064   

               単価

        2,064   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－52号

架空配線  VVR3.5mm2-2C　ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰφ9mm

径間

        1           67,420   

電力ケーブル架空配線 仕上外径 15mm以下 新設 ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ無               

                                                

                                                径間         1           47,660            47,660   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ（亜鉛ﾒｯｷ鋼より線） φ9mm

ｍ        24              497            11,928   

ｹｰﾌﾞﾙｸﾘｯﾌﾟ

個        25              313             7,825   

               計

         67,413   

               単価

       67,420   円／径間

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－53号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 内幅 0.6ｍ 内高 0.9ｍ

m

       31           90,780   

ボックスカルバート 据付 2.0m/個 0＜B≦1.25                         

0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し             

標準以外 1.225無 全ての費用                     ｍ        31           18,810           583,110   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-25 B600×H900×L2000 標準

個        13          132,000         1,716,000   

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-25 B600×H900×L1571 短寸 凸ﾌﾗｯﾄ型

個         1          164,000           164,000   

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-25 B600×H900×L1571 短寸 凹ﾌﾗｯﾄ型

個         1          164,000           164,000   

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-25 B600×H900×L637 短寸 凸ﾌﾗｯﾄ型

個         1           93,400            93,400   

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-25 B600×H900×L637 短寸 凹ﾌﾗｯﾄ型

個         1           93,400            93,400   

               計

      2,813,910   

               単価

       90,780   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－55号

視線誘導標撤去 H=900mm 土中建込 10本未満

本

        1            1,642   

道路付属物撤去工（視線誘導標） 土中建込 10本未満 有 無                         

                                                

                                                本         1            1,642             1,642   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－54号

防護柵(横断･転落防止柵)撤去

m

        1            1,326   

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型                     

2m 有 有                                        

                                                ｍ         1            1,326             1,326   

               計

          1,326   

               単価

        1,326   円／m

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          1,642   

               単価

        1,642   円／本

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－57号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工

m3

        1           10,690   

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 不要        

                                                

                                                 ｍ３         1           10,690            10,690   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－56号

距離標撤去 パネル式(土中埋込)

枚

        1            3,038   

距離標 撤去 ﾊﾟﾈﾙ式(土中埋込) 

枚         1            3,038             3,038   

               計

          3,038   

               単価

        3,038   円／枚

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

         10,690   

               単価

       10,690   円／m3

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－59号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              736.8 

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

                                                

                                                ｍ         1              736.8             736.8 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－58号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工

m3

        1           22,210   

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 不要        

                                                

                                                 ｍ３         1           22,210            22,210   

               計

         22,210   

               単価

       22,210   円／m3

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

            736.8 

               単価

          736.8 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－61号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            4,124   

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)         

有り 10.5km以下 全ての費用                       ｍ３         1            4,124             4,124   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－60号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下

m2

        1              254.8 

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              254.8             254.8 

               計

            254.8 

               単価

          254.8 円／m2

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          4,124   

               単価

        4,124   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－63号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3

        1            3,538   

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

有り 14.4km以下 全ての費用                      

                                                 ｍ３         1            3,538             3,538   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－62号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            2,855   

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

有り 14.4km以下 全ての費用                      

                                                 ｍ３         1            2,855             2,855   

               計

          2,855   

               単価

        2,855   円／m3

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          3,538   

               単価

        3,538   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－65号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            1,645   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            1,645             1,645   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－64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   

               計

          2,820   

               単価

        2,820   円／m3

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          1,645   

               単価

        1,645   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－67号

現場発生品運搬 横断防止柵､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

回

        1            7,353   

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 9

.0km以下 0.1t超0.2t以下 

回         1            7,353             7,353   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-71

単－66号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3

        1            1,750   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            1,750             1,750   

               計

          1,750   

               単価

        1,750   円／m3

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          7,353   

               単価

        7,353   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 42 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－69号

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事

        1           53,290   

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事         1           53,290            53,290   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-50

単－68号

交通誘導警備員

人日

      540           19,330   

交通誘導警備員Ａ

人日       180           21,740         3,913,200   

交通誘導警備員Ｂ

人日       360           18,120         6,523,200   

               計

     10,436,400   

               単価

       19,330   円／人日

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

         53,290   

               単価

       53,290   円／工事

              国土交通省　近畿地方整備局- 43 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－70号

道路工事完成図等作成費

工事

        1          170,000   

道路工事完成図等作成費 距離標5点　平面図0.31km

工事         1          170,000           170,000   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

        170,000   

               単価

      170,000   円／工事

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－2号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              305.1 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              305.1             305.1 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－1号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              285.4 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              285.4             285.4 

               計

            285.4 

               単価

          285.4 円／m

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

            305.1 

               単価

          305.1 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 45 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－4号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              551.7 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し           

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              551.7             551.7 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－3号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              536.2 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              536.2             536.2 

               計

            536.2 

               単価

          536.2 円／m

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

            551.7 

               単価

          551.7 円／m

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－6号

区画線消去 削取り式

m

        1              492.8 

区画線消去 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用              

                                                

                                                ｍ         1              492.8             492.8 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－5号

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

性舗装無 白色 m

        1              658.3 

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

15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し                   

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1              658.3             658.3 

               計

            658.3 

               単価

          658.3 円／m

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

            492.8 

               単価

          492.8 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－7号

交通誘導警備員

人日

        6           12,890   

交通誘導警備員Ａ

人日         2           14,490            28,980   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

交通誘導警備員Ｂ

人日         4           12,080            48,320   

               計

         77,300   

               単価

       12,890   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－2号

上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm

m2

        1            1,091   

上層路盤（歩道部） 150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30                 

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1            1,091             1,091   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－1号

下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 200mm

m2

        1            1,025   

下層路盤（歩道部） 200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1            1,025             1,025   

               計

          1,025   

               単価

        1,025   円／m2

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          1,091   

               単価

        1,091   円／m2

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－4号

基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満

m2

        1            2,280   

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

50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ          

PK-4 全ての費用                                  ｍ２         1            2,280             2,280   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－3号

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

m2

        1            3,666   

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

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)

100mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用                   ｍ２         1            3,666             3,666   

               計

          3,666   

               単価

        3,666   円／m2

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          2,280   

               単価

        2,280   円／m2

              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

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－6号

下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250ｍｍ

m2

        1            1,677   

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

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1            1,677             1,677   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－5号

表層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満

m2

        1            2,280   

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

50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ          

PK-4 全ての費用                                  ｍ２         1            2,280             2,280   

               計

          2,280   

               単価

        2,280   円／m2

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          1,677   

               単価

        1,677   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－8号

表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満

m2

        1            2,330   

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

50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ          

PK-4 全ての費用                                  ｍ２         1            2,330             2,330   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－7号

基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満

m2

        1            2,356   

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

50mm 再生粗粒度アスコン（２０）                 

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用                         ｍ２         1            2,356             2,356   

               計

          2,356   

               単価

        2,356   円／m2

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          2,330   

               単価

        2,330   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－10号

下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ

m2

        1              776.2 

下層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              776.2             776.2 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－9号

ﾌｨﾙﾀｰ層 砂 仕上り厚 50ｍｍ

m2

        1              846.7 

フィルター層 40mm以上60mm未満                                

                                                

                                                 ｍ２         1              846.7             846.7 

               計

            846.7 

               単価

          846.7 円／m2

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

            776.2 

               単価

          776.2 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－12号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              285.4 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              285.4             285.4 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－11号

表層 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 4

0mm m2

        1            1,485   

透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満 40mm                           

開粒度アスコン（１３）                          

                                                 ｍ２         1            1,485             1,485   

               計

          1,485   

               単価

        1,485   円／m2

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

            285.4 

               単価

          285.4 円／m

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－13号

L型側溝 D型　180/190×100×600片面R　擦付部

m

       10           12,350   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         5            1,132             5,660   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.225        29,810            36,517.25

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         2.5          7,333            18,332.5 

歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下､50kg未満)                   

1.65個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                      

18-8-40(高炉) 有り                              ｍ        10            6,297            62,970   

               計

        123,479.75

               単価

       12,350   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－15号

重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)

m3

        1           46,960   

重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り               

無し 一般養生 延長無し                          

                                                 ｍ３         1           46,960            46,960   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－14号

転落(横断)防止柵 柵高 1.1ｍ ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 景観色(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)

m

        1           23,000   

防護柵（横断・転落防止柵）設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m                     

100m未満 無                                     

                                                ｍ         1           23,000            23,000   

               計

         23,000   

               単価

       23,000   円／m

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

         46,960   

               単価

       46,960   円／m3

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－16号

埋戻し 土砂

m3

        1            3,244   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            3,244             3,244   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          3,244   

               単価

        3,244   円／m3

              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 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－17号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 内幅 1.4ｍ 内高 1.3ｍ

m

        3.7        228,700   

ボックスカルバート 据付 1.0m/個 1.25＜B≦2.5                       

1.25＜H≦2.5 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ                

標準 全ての費用                                 ｍ         2.2         28,440            62,568   

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

ボックスカルバート 据付 1.5m/個 1.25＜B≦2.5                       

1.25＜H≦2.5 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ                

有り 標準 全ての費用                            ｍ         1.5         36,750            55,125   

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B1400×H1300×H1155 斜切(1425/874) 差筋7本付

個         1          257,000           257,000   

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B1400×H1300×H1005 短尺

個         1          184,000           184,000   

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B1400×H1300×H1505 短尺 側壁開口□300 差筋7本付

個         1          265,000           265,000   

ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７

ｋｇ        11              354             3,894   

PC用定着装置 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法 後付け 20T型 1T12.7

組         8            2,290            18,320   

               計

        845,907   

               単価

      228,700   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－18号

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-40(高炉)

箇所

        1           13,690   

コンクリート 小型構造物 人力打設 24-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.12        30,330             3,639.6 

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1.37         7,333            10,046.21

               計

         13,685.81

               単価

       13,690   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 59 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－19号

既設接続工ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-40(高炉)

箇所

        1           12,240   

コンクリート 小型構造物 人力打設 24-8-40(高炉)               

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.11        30,330             3,336.3 

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         0.48         7,333             3,519.84

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

                                                

                                                孔         7              534.8           3,743.6 

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ 外径13mm

本         7              215             1,505   

差筋 SD345　D13　L=130mm

本         7               18.36             128.52

               計

         12,233.26

               単価

       12,240   円／箇所

              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

１次単価表 2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－20号

接続桝 18-8-40(高炉)

箇所

        1           31,320   

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下                          

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

                                                 ｍ２         0.436         1,248               544.12

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設               

18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用               

                                                 ｍ３         0.236        30,910             7,294.76

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         3.089         7,333            22,651.63

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

                                                

                                                 ｍ２         0.442         1,875               828.75

               計

         31,319.26

               単価

       31,320   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 61 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－22号

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) Gp-B-2B

m

        1            1,430   

防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工） コンクリート建込 無 無                          

                                                

                                                ｍ         1            1,430             1,430   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－21号

蓋 接続桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　T-2　細目　ﾎﾞﾙﾄ固定

枚

        1           56,420   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

無し                                            

                                                枚         1           56,420            56,420   

               計

         56,420   

               単価

       56,420   円／枚

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          1,430   

               単価

        1,430   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 62 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－24号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工

m3

        1           28,330   

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

                                                

                                                 ｍ３         1           28,330            28,330   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－23号

防護柵(横断･転落防止柵)撤去

m

        1              545   

防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無                  

無                                              

                                                ｍ         1              545               545   

               計

            545   

               単価

          545   円／m

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

         28,330   

               単価

       28,330   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－26号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下

m2

        1              467.8 

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

15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用              

                                                 ｍ２         1              467.8             467.8 

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－25号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下

m

        1            1,328   

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

全ての費用                                      

                                                ｍ         1            1,328             1,328   

               計

          1,328   

               単価

        1,328   円／m

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

            467.8 

               単価

          467.8 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 64 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－28号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,018   

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

有り 23.2km以下 全ての費用                      

                                                 ｍ３         1            3,018             3,018   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－27号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            6,610   

殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し            

12.0km以下 全ての費用                           

                                                 ｍ３         1            6,610             6,610   

               計

          6,610   

               単価

        6,610   円／m3

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          3,018   

               単価

        3,018   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 65 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－30号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            1,175   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            1,175             1,175   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－29号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            4,700   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            4,700             4,700   

               計

          4,700   

               単価

        4,700   円／m3

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

               計

          1,175   

               単価

        1,175   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 66 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－32号

交通誘導警備員

人日

       54           12,890   

交通誘導警備員Ａ

人日        18           14,490           260,820   

2021.06

2021.06

1.000-00-00-2-0

単－31号

現場発生品運搬 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ､転落防止柵

回

        1           10,840   

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

0.0km以下 0.1t超0.2t以下 

回         1           10,840            10,840   

               計

         10,840   

               単価

       10,840   円／回

[滋賀県長浜市他　滋賀国道事務所管内              ]

交通誘導警備員Ｂ

人日        36           12,080           434,880   

               計

        695,700   

               単価

       12,890   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -


