
 

令和 4 年１０月６日（令和 4 年１０月１４日） 

 

 

国道１号舗装修繕工事 

【工事設計書（公表資料）】 
 

京都国道事務所 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 

ダウンロードを行った個人又は法人における 1次利用に限るものとし、 

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。 

-------------------------------------------------------------------------------------------  



工事地名

３．予算科目

２．工事内容

工事名

4)  事業名：3)  目の細分：2)  目：1)  予算科目：

１．工事名

国道１号舗装修繕工事

鏡

(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　　　　　　　

(至)京都府八幡市八幡一ノ坪地先

　１）　発注年月　　　　　令和 4年 9月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　３）　工事番号　　　　　3651010019　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　舗装工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  145日間 　　　　自　　　令和 4年10月 7日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 5年 2月28日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　宇治市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 4年 8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　　　　　　　2022年 9月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2022年 9月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　      1,527,500 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 4年 8月 2日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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

単価

設計内訳書

国道１号舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

(3工区)

式         1         21,336,729

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

　舗装工

　

式         1         19,762,073

　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　(夜間)

式         1         19,762,073

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m         7              753.3           5,273

単-1号

　　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

　　　

7cmを超え12cm以下 二

層 密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ

改質Ⅱ型(20) 再生粗

粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改

質Ⅱ型(20) m2     3,840            4,718        18,117,120

単-2号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       384            1,920           737,280

単-3号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       384            2,350           902,400

単-4号

　区画線工

　

式         1            688,156

　　区画線工

　　(夜間)

式         1            688,156

　　　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       960              429.9         412,704

単-5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       420              462.7         194,334

単-6号

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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

単価

設計内訳書

国道１号舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　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        40            1,053            42,120

単-7号

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

　　　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        37            1,054            38,998

単-8号

　仮設工

　

式         1            886,500

　　交通管理工

　　(夜間)

式         1            886,500

　　　交通誘導警備員

　　　

夜間勤務

人日        45           19,700           886,500

単-9号

直接工事費

式         1         21,336,729

共通仮設費

式         1          4,782,490

　共通仮設費

　

式         1            740,490

　　運搬費

　　

式         1             70,740

　　　建設機械運搬費

　　　

台         1           70,740            70,740

単-10号

　　技術管理費

　　

式         1             50,750

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

工事         1           50,750            50,750

単-11号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１号舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            619,000

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          4,042,000

純工事費

式         1         26,119,219

　現場管理費

　

式         1         10,521,000

工事原価

式         1         64,998,459

　一般管理費等

　

式         1         10,781,541

業務委託料

式         1            770,000

工事価格

式         1         76,550,000

消費税相当額

式         1          7,655,000

工事費計

式         1         84,205,000
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１号舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

(1工区)

式         1          8,549,375

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

　舗装工

　

式         1          7,761,828

　　路面切削工

　　(夜間)

式         1          1,826,668

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以

下

m        14              753.3          10,546

単-1号

　　　路面切削

　　　

全面切削6cmを超え12c

m以下 段差すりつけ撤

去作業無 m2     1,540              684.2       1,053,668

単-2号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       154            2,601           400,554

単-3号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       154            2,350           361,900

単-4号

　　排水性舗装工

　　(夜間)

式         1          5,935,160

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度As混合物ﾎﾟ

ﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 舗装

厚 50mm 3.0m超 m2     1,540            1,767         2,721,180

単-5号

　　　排水性舗装・表層（車道・路肩部）

　　　

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13

) 舗装厚 50mm 2.4m以

上 m2     1,540            2,087         3,213,980

単-6号

　区画線工

　

式         1            295,047

　　区画線工

　　(夜間)

式         1            295,047
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１号舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       460              502.3         231,058

単-7号

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m        90              536.7          48,303

単-8号

　　　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

有 白色 m         0.4          1,257               502

単-9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 排水性舗装有 白色 m        13            1,168            15,184

単-10号

　仮設工

　

式         1            492,500

　　交通管理工

　　(夜間)

式         1            492,500

　　　交通誘導警備員

　　　

夜間勤務

人日        25           19,700           492,500

単-11号

直接工事費

式         1          8,549,375

共通仮設費

式         1          2,518,180

　共通仮設費

　

式         1            421,180

　　運搬費

　　

式         1            131,180

　　　建設機械運搬費

　　　

台         2           65,590           131,180

単-12号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１号舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            290,000

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          2,097,000

純工事費

式         1         11,067,555

　現場管理費

　

式         1          5,198,000

工事原価

式         1         16,265,555
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１号舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

(2工区)

式         1          6,173,065

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

　舗装工

　

式         1          5,704,042

　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

　　(夜間)

式         1          5,704,042

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m        33              753.3          24,858

単-1号

　　　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ

　　　

7cmを超え12cm以下 二

層 密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ

改質Ⅱ型(20) 再生粗

粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改

質Ⅱ型(20) m2     1,120            4,718         5,284,160

単-2号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       112            1,177           131,824

単-3号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       112            2,350           263,200

単-4号

　区画線工

　

式         1            173,523

　　区画線工

　　(夜間)

式         1            173,523

　　　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       310              429.9         133,269

単-5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        87              462.7          40,254

単-6号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１号舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　仮設工

　

式         1            295,500

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

　　交通管理工

　　(夜間)

式         1            295,500

　　　交通誘導警備員

　　　

夜間勤務

人日        15           19,700           295,500

単-7号

直接工事費

式         1          6,173,065

共通仮設費

式         1          1,907,620

　共通仮設費

　

式         1            287,620

　　運搬費

　　

式         1             66,620

　　　建設機械運搬費

　　　

台         1           66,620            66,620

単-8号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            221,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          1,620,000

純工事費

式         1          8,080,685

　現場管理費

　

式         1          4,012,000
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道１号舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

工事原価

式         1         12,092,685

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－2号

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cmを超え12cm以下 二層 密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型

(20) 再生粗粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) m2

        1            4,718   

切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm                

各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3                     

ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ                                    ｍ２         1            4,718             4,718   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－1号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        7              753.3 

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

                                                

                                                ｍ         7              753.3           5,273.1 

               計

          5,273.1 

               単価

          753.3 円／m

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

          4,718   

               単価

        4,718   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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－4号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            1,920   

殻運搬（路面切削） 有り 8.5km以下 全ての費用                       

                                                

                                                 ｍ３         1            1,920             1,920   

               計

          1,920   

               単価

        1,920   円／m3

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

          2,350   

               単価

        2,350   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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－6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              462.7 

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              462.7             462.7 

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－5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              429.9 

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              429.9             429.9 

               計

            429.9 

               単価

          429.9 円／m

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

            462.7 

               単価

          462.7 円／m

              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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－8号

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

性舗装無 白色 m

        1            1,054   

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            1,054             1,054   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－7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            1,053   

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            1,053             1,053   

               計

          1,053   

               単価

        1,053   円／m

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

          1,054   

               単価

        1,054   円／m

              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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－10号

建設機械運搬費

台

        1           70,740   

貨物自動車による運搬（１車１回） 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m          

18.4km 無 有 8240円                             

                                                台         1           70,740            70,740   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

単－9号

交通誘導警備員 夜間勤務

人日

       45           19,700   

交通誘導警備員Ａ

人日        18           22,050           396,900   

交通誘導警備員Ｂ

人日        27           18,120           489,240   

               計

        886,140   

               単価

       19,700   円／人日

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

         70,740   

               単価

       70,740   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－11号

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事

        1           50,750   

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事         1           50,750            50,750   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

         50,750   

               単価

       50,750   円／工事

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm                

各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3                     

ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ                                   

 ｍ２

      100            4,718   

土木一般世話役  

人         0.159        42,373             6,737   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

特殊作業員  

人         0.476        37,885            18,033   

普通作業員  

人         0.794        36,089            28,654   

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(夜間) 密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)

ｔ        12.573        13,300           167,220   

再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(夜間) 再生粗粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS3000

ｔ        12.573        11,400           143,332   

アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用

Ｌ        43              103             4,429   

アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用

Ｌ        43              103             4,429   

路面切削機運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159       213,900            34,010   

路面清掃車運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159        65,230            10,371   

アスファルトフィニッシャ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159       113,700            18,078   

ロードローラ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159        56,990             9,061   

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm                

各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3                     

ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ                                   

 ｍ２

      100            4,718   

タイヤローラ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159        47,770             7,595   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

諸雑費（率＋まるめ）

        15%

式         1             19,851   

               計

        471,800   

               単価

        4,718   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,350   

処分費 As切削(夜間)

 ｍ３       100            2,350           235,000   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

        235,000   

               単価

        2,350   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              429.9 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              293           293,000   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              192           109,440   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              160             4,000   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              440            11,000   

軽油  １．２号

Ｌ        44              137             6,028   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              6,432   

               計

        429,900   

               単価

          429.9 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              462.7 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              325           325,000   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              192           109,440   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              160             4,000   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              440            11,000   

軽油  １．２号

Ｌ        49              137             6,713   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              6,547   

               計

        462,700   

               単価

          462.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

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

    1,000            1,053   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              649           649,000   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              192           326,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              160            12,000   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              440            33,000   

軽油  １．２号

Ｌ        98              137            13,426   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             19,174   

               計

      1,053,000   

               単価

        1,053   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,054   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              732           878,400   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       684              192           131,328   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              160             4,800   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              440            13,200   

軽油  １．２号

Ｌ       132              137            18,084   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,188   

               計

      1,054,000   

               単価

        1,054   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

参考資料（１）

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           18,120   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           18,112            18,112   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           22,050   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           22,050            22,050   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         22,050   

               単価

       22,050   円／人日

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         18,120   

               単価

       18,120   円／人日

              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

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

貨物自動車による運搬（１車１回） 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m          

18.4km 無 有 8240円                             

                                                

台

        1           70,740   

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで

台         1           62,500            62,500   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）

台         1            8,240             8,240   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         70,740   

               単価

       70,740   円／台

              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

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事

        1           50,750   

技術員

人         1.75        29,000            50,750   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         50,750   

               単価

       50,750   円／工事

              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

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

路面切削機運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1          213,900   

運転手（特殊）  

人         0.95        38,064            36,160   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ       144              137            19,728   

路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ 排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ

供用日         1          158,000           158,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 12   

               計

        213,900   

               単価

      213,900   円／日

              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

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

路面清掃車運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1           65,230   

運転手（一般）  

人         0.74        33,575            24,845   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        32              137             4,384   

路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］ ホッパ容量１．５ｍ３

供用日         1           36,000            36,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         65,230   

               単価

       65,230   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

アスファルトフィニッシャ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1          113,700   

運転手（特殊）  

人         1           38,064            38,064   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        42              137             5,754   

ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ

供用日         1.22        57,200            69,784   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 98   

               計

        113,700   

               単価

      113,700   円／日

              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

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

ロードローラ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1           56,990   

運転手（特殊）  

人         1           38,064            38,064   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        17              137             2,329   

ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

供用日         1.22        13,600            16,592   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         56,990   

               単価

       56,990   円／日

              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

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

タイヤローラ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1           47,770   

運転手（特殊）  

人         1           38,064            38,064   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        25              137             3,425   

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ

日         1.3          4,830             6,279   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         47,770   

               単価

       47,770   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－2号

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無

m2

        1              684.2 

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用       

                                                

                                                 ｍ２         1              684.2             684.2 

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－1号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下

m

       14              753.3 

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

                                                

                                                ｍ        14              753.3          10,546.2 

               計

         10,546.2 

               単価

          753.3 円／m

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

            684.2 

               単価

          684.2 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－4号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            2,601   

殻運搬（路面切削） 有り 12.5km以下 全ての費用                      

                                                

                                                 ｍ３         1            2,601             2,601   

               計

          2,601   

               単価

        2,601   円／m3

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

          2,350   

               単価

        2,350   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－6号

排水性舗装・表層（車道・路肩部） ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上

m2

        1            2,087   

排水性舗装・表層（車道・路肩部） 2.4m以上 50mm 無し                              

各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)                  

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            2,087             2,087   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－5号

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

3.0m超 m2

        1            1,767   

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            1,767             1,767   

               計

          1,767   

               単価

        1,767   円／m2

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

          2,087   

               単価

        2,087   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－8号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              536.7 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              536.7             536.7 

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－7号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              502.3 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              502.3             502.3 

               計

            502.3 

               単価

          502.3 円／m

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

            536.7 

               単価

          536.7 円／m

              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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－10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

性舗装有 白色 m

        1            1,168   

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 有り 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1            1,168             1,168   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－9号

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

m

        1            1,257   

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 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1            1,257             1,257   

               計

          1,257   

               単価

        1,257   円／m

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

          1,168   

               単価

        1,168   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－12号

建設機械運搬費

台

        2           65,590   

貨物自動車による運搬（１車１回） 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m          

5.5km 無 有 2060円                              

                                                台         1           64,560            64,560   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

単－11号

交通誘導警備員 夜間勤務

人日

       25           19,700   

交通誘導警備員Ａ

人日        10           22,050           220,500   

交通誘導警備員Ｂ

人日        15           18,120           271,800   

               計

        492,300   

               単価

       19,700   円／人日

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

貨物自動車による運搬（１車１回） 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m          

9.3km 無 有 4120円                              

                                                台         1           66,620            66,620   

               計

        131,180   

               単価

       65,590   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,350   

処分費 As切削(夜間)

 ｍ３       100            2,350           235,000   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

        235,000   

               単価

        2,350   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

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              502.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              307.65         307,650   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              192           164,160   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              160             4,000   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              440            11,000   

軽油  １．２号

Ｌ        46              137             6,302   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,188   

               計

        502,300   

               単価

          502.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              536.7 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              341.25         341,250   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              192           164,160   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              160             4,000   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              440            11,000   

軽油  １．２号

Ｌ        51              137             6,987   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,303   

               計

        536,700   

               単価

          536.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

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 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,257   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              681.45         681,450   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     2,550              192           489,600   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              160            12,000   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              440            33,000   

軽油  １．２号

Ｌ       103              137            14,111   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             26,839   

               計

      1,257,000   

               単価

        1,257   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,168   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              768.6         922,320   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,026              192           196,992   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              160             4,800   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              440            13,200   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            137            19,070   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             11,618   

               計

      1,168,000   

               単価

        1,168   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           18,120   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           18,112            18,112   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           22,050   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           22,050            22,050   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         22,050   

               単価

       22,050   円／人日

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         18,120   

               単価

       18,120   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

貨物自動車による運搬（１車１回） 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m          

5.5km 無 有 2060円                              

                                                

台

        1           64,560   

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで

台         1           62,500            62,500   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）

台         1            2,060             2,060   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         64,560   

               単価

       64,560   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

貨物自動車による運搬（１車１回） 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m          

9.3km 無 有 4120円                              

                                                

台

        1           66,620   

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで

台         1           62,500            62,500   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）

台         1            4,120             4,120   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         66,620   

               単価

       66,620   円／台

              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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－2号

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cmを超え12cm以下 二層 密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型

(20) 再生粗粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) m2

        1            4,718   

切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm                

各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3                     

ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ                                    ｍ２         1            4,718             4,718   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－1号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

       33              753.3 

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

                                                

                                                ｍ        33              753.3          24,858.9 

               計

         24,858.9 

               単価

          753.3 円／m

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

          4,718   

               単価

        4,718   円／m2

              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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－4号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            2,350   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,350             2,350   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            1,177   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            1,177             1,177   

               計

          1,177   

               単価

        1,177   円／m3

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

          2,350   

               単価

        2,350   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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－6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              462.7 

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              462.7             462.7 

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－5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              429.9 

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              429.9             429.9 

               計

            429.9 

               単価

          429.9 円／m

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

            462.7 

               単価

          462.7 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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－8号

建設機械運搬費

台

        1           66,620   

貨物自動車による運搬（１車１回） 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m          

10.4km 無 有 4120円                             

                                                台         1           66,620            66,620   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

単－7号

交通誘導警備員 夜間勤務

人日

       15           19,700   

交通誘導警備員Ａ

人日         6           22,050           132,300   

交通誘導警備員Ｂ

人日         9           18,120           163,080   

               計

        295,380   

               単価

       19,700   円／人日

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

         66,620   

               単価

       66,620   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm                

各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3                     

ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ                                   

 ｍ２

      100            4,718   

土木一般世話役  

人         0.159        42,373             6,737   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

特殊作業員  

人         0.476        37,885            18,033   

普通作業員  

人         0.794        36,089            28,654   

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(夜間) 密粒As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)

ｔ        12.573        13,300           167,220   

再生改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(夜間) 再生粗粒度As混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS3000

ｔ        12.573        11,400           143,332   

アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用

Ｌ        43              103             4,429   

アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用

Ｌ        43              103             4,429   

路面切削機運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159       213,900            34,010   

路面清掃車運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159        65,230            10,371   

アスファルトフィニッシャ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159       113,700            18,078   

ロードローラ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159        56,990             9,061   

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm                

各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3                     

ﾀｯｸｺｰﾄ ﾀｯｸｺｰﾄ                                   

 ｍ２

      100            4,718   

タイヤローラ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日         0.159        47,770             7,595   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

諸雑費（率＋まるめ）

        15%

式         1             19,851   

               計

        471,800   

               単価

        4,718   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 41 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,350   

処分費 As切削(夜間)

 ｍ３       100            2,350           235,000   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

               計

        235,000   

               単価

        2,350   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 42 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              429.9 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              293           293,000   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              192           109,440   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              160             4,000   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              440            11,000   

軽油  １．２号

Ｌ        44              137             6,028   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              6,432   

               計

        429,900   

               単価

          429.9 円／ｍ

              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

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              462.7 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              325           325,000   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              192           109,440   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              160             4,000   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              440            11,000   

軽油  １．２号

Ｌ        49              137             6,713   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              6,547   

               計

        462,700   

               単価

          462.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           18,120   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           18,112            18,112   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           22,050   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           22,050            22,050   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         22,050   

               単価

       22,050   円／人日

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         18,120   

               単価

       18,120   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 45 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

貨物自動車による運搬（１車１回） 路面切削機(ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付) 2.0m          

10.4km 無 有 4120円                             

                                                

台

        1           66,620   

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで

台         1           62,500            62,500   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）

台         1            4,120             4,120   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         66,620   

               単価

       66,620   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 46 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

路面切削機運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1          213,900   

運転手（特殊）  

人         0.95        38,064            36,160   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ       144              137            19,728   

路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ 排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ

供用日         1          158,000           158,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 12   

               計

        213,900   

               単価

      213,900   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

路面清掃車運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1           65,230   

運転手（一般）  

人         0.74        33,575            24,845   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        32              137             4,384   

路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］ ホッパ容量１．５ｍ３

供用日         1           36,000            36,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         65,230   

               単価

       65,230   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

アスファルトフィニッシャ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1          113,700   

運転手（特殊）  

人         1           38,064            38,064   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        42              137             5,754   

ＡＳフィニッシャ［ホイール型］ 排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ

供用日         1.22        57,200            69,784   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 98   

               計

        113,700   

               単価

      113,700   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

ロードローラ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1           56,990   

運転手（特殊）  

人         1           38,064            38,064   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        17              137             2,329   

ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］ 運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ

供用日         1.22        13,600            16,592   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         56,990   

               単価

       56,990   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

タイヤローラ運転 7cm超え12cm以下 二層 

日

        1           47,770   

運転手（特殊）  

人         1           38,064            38,064   

[(自)京都府京都市山科区上花山花ノ岡地先　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ        25              137             3,425   

タイヤローラ［普通型］ 運転質量８～２０ｔ

日         1.3          4,830             6,279   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         47,770   

               単価

       47,770   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -


