
 

令和 4 年１０月７日（令和 4 年１０月１７日） 

 

 

国道２４号泉大橋橋梁補修他工事 

【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２４号泉大橋橋梁補修他工事

鏡

自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　　　　　　 

至）京都府木津川市木津地先

　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　　　　　3651010018　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　橋梁保全工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  159日間 　　　　自　　　令和 4年10月 8日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 5年 3月15日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　木津川市　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道２４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 4年 7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 　　　　　　　        140,400 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 4年 7月15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２４号泉大橋橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

橋梁保全工事

(泉大橋､側歩道橋)

式         1         44,722,249

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

　橋梁付属物工

　

式         1             24,823

　　排水施設工

　　(側歩道橋)

式         1             24,823

　　　排水管取付金具取替

　　　

撤去･設置

箇所         1           23,380            23,380

単-1号

　　　排水桝目皿設置

　　　

W100×L295 ﾒｯｷ

箇所         2              721.5           1,443

単-2号

　橋脚巻立て工

　

式         1         24,208,688

　　RC橋脚炭素繊維巻立て工

　　(P2橋脚)

式         1         13,114,699

　　　下地処理

　　　

m2       109            2,931           319,479

単-3号

　　　ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

　　　

0.2kg/m2

m2       109            1,709           186,281

単-4号

　　　不陸修正

　　　

ｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃ 1.5kg/m2

m2       109            5,097           555,573

単-5号

　　　炭素繊維ｼｰﾄ

　　　

繊維目付量600g/m2×2

層(柱軸方向)

m2        58           39,790         2,307,820

単-6号

　　　炭素繊維ｼｰﾄ

　　　

繊維目付量450g/m2×2

層(周方向)

m2       109           30,910         3,369,190

単-7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２４号泉大橋橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　炭素繊維ｼｰﾄ

　　　

繊維目付量200g/m2×1

層(柱軸方向)

m2        52            9,679           503,308

単-8号

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

　　　仕上げﾓﾙﾀﾙ

　　　

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=10mm

m2       109           14,360         1,565,240

単-9号

　　　仕上げ塗装

　　　

中塗り(柔軟型ｴﾎﾟｷｼ塗

料0.35kg/m2)＋上塗り

(柔軟型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料0.

12kg/m2) m2       109            2,312           252,008

単-10号

　　　固定金具取付

　　　

箇所        14          289,700         4,055,800

単-11号

　　RC橋脚炭素繊維巻立て工

　　(P3橋脚)

式         1         11,093,989

　　　下地処理

　　　

m2        24            2,931            70,344

単-12号

　　　ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

　　　

0.2kg/m2

m2        24            1,709            41,016

単-13号

　　　不陸修正

　　　

ｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃ 1.5kg/m2

m2        24            5,097           122,328

単-14号

　　　表面処理撤去

　　　

m2        81            5,109           413,829

単-15号

　　　炭素繊維ｼｰﾄ

　　　

繊維目付量450g/m2×2

層(周方向)

m2       104           30,910         3,214,640

単-16号

　　　炭素繊維ｼｰﾄ

　　　

繊維目付量300g/m2×1

層(柱軸方向)

m2       106           12,390         1,313,340

単-17号

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



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２４号泉大橋橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　仕上げﾓﾙﾀﾙ

　　　

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=10mm

m2       106           14,360         1,522,160

単-18号

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

　　　仕上げ塗装

　　　

中塗り(柔軟型ｴﾎﾟｷｼ塗

料0.35kg/m2)＋上塗り

(柔軟型ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料0.

12kg/m2) m2       106            2,312           245,072

単-19号

　　　固定金具取付

　　　

箇所        14          274,800         3,847,200

単-20号

　　　固定金具撤去

　　　

FB 100×2.3×421

箇所         2           14,970            29,940

単-21号

　　　固定金具撤去

　　　

FB 100×2.3×5452

箇所         4           68,530           274,120

単-22号

　橋梁補修工

　

式         1          2,034,538

　　あて板補修工

　　(泉大橋)

式         1          1,523,450

　　　製作加工

　　　

各種

t         0.09     1,092,000            98,280

単-23号

　　　製作加工

　　　

仮設ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ

t         0.06     1,702,000           102,120

単-24号

　　　塗膜除去

　　　

水系塗膜はく離剤(3回

施工)

m2         0.2         26,300             5,260

単-25号

　　　芯出し素地調整

　　　

m2         0.2         30,250             6,050

単-26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２４号泉大橋橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　あて板補修

　　　(夜間施工)

TYPE⑤-1 TYPE⑥-5

箇所         1        1,211,000         1,211,000

単-27号

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

　　　あて板補修

　　　

TYPE⑤-2

箇所         2           40,640            81,280

単-28号

　　　あて板補修

　　　

TYPE⑤-5

箇所         1           19,460            19,460

単-29号

　　部材取替補修工

　　(泉大橋)

式         1            464,240

　　　製作加工

　　　

各種

t         0.06     1,093,000            65,580

単-30号

　　　部材取替補修

　　　

TYPE⑤-3

箇所         2           81,030           162,060

単-31号

　　　部材取替補修

　　　

TYPE⑤-4

箇所         1          125,200           125,200

単-32号

　　　部材取替補修

　　　

TYPE⑥-10

箇所         1          111,400           111,400

単-33号

　　高欄補修工

　　(側歩道橋)

式         1             46,848

　　　素地調整

　　　

2種ｹﾚﾝ(動力工具と手

工具の併用)

m2         0.01         3,347                33

単-34号

　　　紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置

　　　

紫外線照射無し

m2         0.01       181,500             1,815

単-35号

　　　仕上げ塗装

　　　

弱溶剤形ふっ素樹脂塗

料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 

側道橋 m2         0.01     4,500,000            45,000

単-36号
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金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

国道２４号泉大橋橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　現場塗装工

　

式         1            490,460

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

　　橋梁塗装工(泉大橋F-11)

　　

式         1             47,080

　　　素地調整

　　　

動力工具処理 ISO St3

m2         4            4,108            16,432

単-37号

　　　下塗

　　　

ﾐｽﾄｺ-ﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂

塗料

m2         4              910.1           3,640

単-38号

　　　下塗

　　　

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗

料(2回塗り/層)

m2         4            4,096            16,384

単-39号

　　　中塗

　　　

ふっ素樹脂塗料 淡彩

m2         4            1,060             4,240

単-40号

　　　上塗

　　　

ふっ素樹脂塗料 淡彩

m2         4            1,596             6,384

単-41号

　　橋梁塗装工

　　(側歩道橋RcⅢ)

式         1            443,380

　　　塗膜除去

　　　

水系塗膜はく離剤(3回

施工)

m2         2           20,690            41,380

単-42号

　　　素地調整

　　　

3種ｹﾚﾝA(動力工具と手

工具の併用) 有害物除

去後 m2         2           22,000            44,000

単-43号

　　　下塗

　　　

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹

脂塗料(1層) はけ･ﾛｰﾗ

m2         2           45,000            90,000

単-44号

　　　下塗

　　　

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹

脂塗料(2層) はけ･ﾛｰﾗ

m2         2           78,000           156,000

単-45号

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



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２４号泉大橋橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　中塗

　　　

弱溶剤形ふっ素樹脂塗

料 はけ･ﾛｰﾗ 淡彩

m2         2           22,000            44,000

単-46号

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

　　　上塗

　　　

弱溶剤形ふっ素樹脂塗

料 はけ･ﾛｰﾗ 淡彩

m2         2           34,000            68,000

単-47号

　構造物撤去工

　

式         1             15,400

　　運搬処理工

　　

式         1             15,400

　　　現場発生品運搬

　　　

鋼材 取付金具

回         1           15,400            15,400

単-48号

　仮設工

　

式         1         17,948,340

　　工事用道路工

　　

式         1          1,228,200

　　　工事用進入坂路

　　　

4.0m未満

m3        60           20,470         1,228,200

単-49号

　　安全対策工

　　

式         1            657,200

　　　安全対策

　　　

塗膜除去(3回施工)

m2         2          328,600           657,200

単-50号

　　足場工

　　(泉大橋)

式         1          9,499,100

　　　足場(P2･P3橋脚)

　　　(夜間施工)

吊足場 板張防護

m2       610            7,946         4,847,060

単-51号

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



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２４号泉大橋橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　　足場(A1～P3橋脚)

　　　(夜間施工)

吊足場 板張防護

m2       360            9,038         3,253,680

単-52号

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

　　　足場(P6～P7橋脚)

　　　(夜間施工)

吊足場 板張防護

m2        30            8,570           257,100

単-53号

　　　足場

　　　

吊足場 板張防護

m2       130            6,102           793,260

単-54号

　　　登り桟橋

　　　

箇所         3          116,000           348,000

単-55号

　　足場工

　　(側歩道橋)

式         1          3,147,240

　　　足場

　　　(夜間施工)

吊足場 板張防護

m2       340            8,558         2,909,720

単-56号

　　　足場

　　　

吊足場 板張防護

m2        40            5,938           237,520

単-57号

　　交通管理工

　　

式         1          3,416,600

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        50           12,080           604,000

単-58号

　　　交通誘導警備員

　　　(夜間)

人日       140           20,090         2,812,600

単-59号

直接工事費

式         1         44,722,249

共通仮設費

式         1         10,169,350
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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２４号泉大橋橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　共通仮設費

　

式         1          1,496,350

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

　　技術管理費

　　

式         1            982,350

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

工事         1           50,750            50,750

単-60号

　　　鉄筋探査

　　　

m2        27           16,800           453,600

単-61号

　　　作業安全性確認試験

　　　

含有分析試験(鉛･六価

ｸﾛﾑ･PCB)

回         2          199,000           398,000

単-62号

　　　廃棄物分類試験

　　　

溶出分析試験(鉛･六価

ｸﾛﾑ･PCB)

回         2           40,000            80,000

単-63号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            514,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          8,673,000

純工事費

式         1         54,891,599

　現場管理費

　

式         1         29,472,000

工事原価

式         1        112,531,483

　一般管理費等

　

式         1         17,708,517

              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

国道２４号泉大橋橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事価格

式         1        130,240,000

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

消費税相当額

式         1         13,024,000

工事費計

式         1        143,264,000
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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２４号泉大橋橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

橋梁保全工事

(新観月高架橋)

式         1         12,419,884

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

　橋梁付属物工

　

式         1          4,865,304

　　排水施設工

　　

式         1          4,865,304

　　　排水管撤去

　　　(夜間施工)

 SGP管 φ200

m        96            5,730           550,080

単-1号

　　　排水管設置

　　　(夜間施工)

 VP管 φ200

m        94           41,940         3,942,360

単-2号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

　　　(夜間施工)

M12×125

本       128            2,913           372,864

単-3号

　構造物撤去工

　

式         1             27,340

　　運搬処理工

　　

式         1             27,340

　　　現場発生品運搬

　　　(夜間施工)

鋼管 取付金具

回         2           13,670            27,340

単-4号

　仮設工

　

式         1          7,527,240

　　足場工

　　

式         1          6,804,000

　　　橋梁点検車

　　　(夜間施工)

最大地上高16m 積載質

量300kg

日         9          756,000         6,804,000

単-5号

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



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

単価

設計内訳書

国道２４号泉大橋橋梁補修他工事 (当　初) 道路維持･修繕
橋梁保全工事

　　交通管理工

　　

式         1            723,240

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

　　　交通誘導警備員

　　　(夜間)

人日        36           20,090           723,240

単-6号

直接工事費

式         1         12,419,884

共通仮設費

式         1          4,223,000

　共通仮設費

　

式         1            409,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            409,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          3,814,000

純工事費

式         1         16,642,884

　現場管理費

　

式         1         11,525,000

工事原価

式         1         28,167,884

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



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）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－2号

排水桝目皿設置 W100×L295 ﾒｯｷ

箇所

        1              721.5 

排水桝目皿設置 W100×L295 ﾎﾞﾙﾄ固定

箇所         1              721.5             721.5 

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－1号

排水管取付金具取替 撤去･設置

箇所

        1           23,380   

排水管取付金具取替 撤去･設置

組         1           23,380            23,380   

               計

         23,380   

               単価

       23,380   円／箇所

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

            721.5 

               単価

          721.5 円／箇所

              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

1.000-00-00-2-0

単－4号

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 0.2kg/m2

m2

        1            1,709   

プライマー塗布 無し 無し 無 標準以外 0.2kg                     

                                                

                                                 ｍ２         1            1,709             1,709   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－3号

下地処理

m2

        1            2,931   

下地処理 無し 無し 無                                    

                                                

                                                 ｍ２         1            2,931             2,931   

               計

          2,931   

               単価

        2,931   円／m2

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

          1,709   

               単価

        1,709   円／m2

              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

1.000-00-00-2-0

単－6号

炭素繊維ｼｰﾄ 繊維目付量600g/m2×2層(柱軸方向)

m2

        1           39,790   

連続繊維シート本体貼付 無し 無し 炭素繊維 1方向・高強度                

目付600g/m2 引張3400N/mm2 無                    

標準以外 2層                                     ｍ２         1           39,790            39,790   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－5号

不陸修正 ｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃ 1.5kg/m2

m2

        1            5,097   

不陸修正 無し 無し 無 標準以外 1.5kg                     

                                                

                                                 ｍ２         1            5,097             5,097   

               計

          5,097   

               単価

        5,097   円／m2

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

         39,790   

               単価

       39,790   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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－8号

炭素繊維ｼｰﾄ 繊維目付量200g/m2×1層(柱軸方向)

m2

        1            9,679   

連続繊維シート本体貼付 無し 無し 炭素繊維 1方向・高強度                

目付200g/m2 引張3400N/mm2 無                    

標準                                             ｍ２         1            9,679             9,679   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－7号

炭素繊維ｼｰﾄ 繊維目付量450g/m2×2層(周方向)

m2

        1           30,910   

連続繊維シート本体貼付 無し 無し 炭素繊維 1方向・高強度                

目付450g/m2 引張3400N/mm2 無                    

標準以外 2層                                     ｍ２         1           30,910            30,910   

               計

         30,910   

               単価

       30,910   円／m2

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

          9,679   

               単価

        9,679   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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－10号

仕上げ塗装 中塗り(柔軟型ｴﾎﾟｷｼ塗料0.35kg/m2)＋上塗り(柔軟型ﾎ

ﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料0.12kg/m2) m2

        1            2,312   

仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 無し 無し 無 ウレタン樹脂系 標準以外            

0.35kg 標準以外 0.12kg                          

                                                 ｍ２         1            2,312             2,312   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－9号

仕上げﾓﾙﾀﾙ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=10mm

m2

        1           14,360   

仕上げﾓﾙﾀﾙ(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ) t=10mm

 ｍ２         1           14,360            14,360   

               計

         14,360   

               単価

       14,360   円／m2

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

          2,312   

               単価

        2,312   円／m2

              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

固定金具取付

箇所

       14          289,700   

コンクリート削孔 D22 300mm以上350mm未満                          

                                                

                                                箇所        72            2,138           153,936   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

アンカー材（材料費）

本        72            1,110            79,920   

コンクリート削孔 D25 320mm以上390mm未満                          

                                                

                                                箇所       644            2,236         1,439,984   

アンカー材（材料費）

本       644            1,260           811,440   

固定金具取付(P2橋脚) 足場施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔､ｱﾝｶｰ定着含まない

箇所        14          112,100         1,569,400   

               計

      4,054,680   

               単価

      289,700   円／箇所

              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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－13号

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 0.2kg/m2

m2

        1            1,709   

プライマー塗布 無し 無し 無 標準以外 0.2kg                     

                                                

                                                 ｍ２         1            1,709             1,709   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－12号

下地処理

m2

        1            2,931   

下地処理 無し 無し 無                                    

                                                

                                                 ｍ２         1            2,931             2,931   

               計

          2,931   

               単価

        2,931   円／m2

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

          1,709   

               単価

        1,709   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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－15号

表面処理撤去

m2

        1            5,109   

表面処理撤去

 ｍ２         1            5,109             5,109   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－14号

不陸修正 ｴﾎﾟｷｼﾊﾟﾃ 1.5kg/m2

m2

        1            5,097   

不陸修正 無し 無し 無 標準以外 1.5kg                     

                                                

                                                 ｍ２         1            5,097             5,097   

               計

          5,097   

               単価

        5,097   円／m2

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

          5,109   

               単価

        5,109   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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－17号

炭素繊維ｼｰﾄ 繊維目付量300g/m2×1層(柱軸方向)

m2

        1           12,390   

連続繊維シート本体貼付 無し 無し 炭素繊維 1方向・高強度                

目付300g/m2 引張3400N/mm2 無                    

標準                                             ｍ２         1           12,390            12,390   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－16号

炭素繊維ｼｰﾄ 繊維目付量450g/m2×2層(周方向)

m2

        1           30,910   

連続繊維シート本体貼付 無し 無し 炭素繊維 1方向・高強度                

目付450g/m2 引張3400N/mm2 無                    

標準以外 2層                                     ｍ２         1           30,910            30,910   

               計

         30,910   

               単価

       30,910   円／m2

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

         12,390   

               単価

       12,390   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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－19号

仕上げ塗装 中塗り(柔軟型ｴﾎﾟｷｼ塗料0.35kg/m2)＋上塗り(柔軟型ﾎ

ﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗料0.12kg/m2) m2

        1            2,312   

仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 無し 無し 無 ウレタン樹脂系 標準以外            

0.35kg 標準以外 0.12kg                          

                                                 ｍ２         1            2,312             2,312   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－18号

仕上げﾓﾙﾀﾙ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=10mm

m2

        1           14,360   

仕上げﾓﾙﾀﾙ(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ) t=10mm

 ｍ２         1           14,360            14,360   

               計

         14,360   

               単価

       14,360   円／m2

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

          2,312   

               単価

        2,312   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－20号

固定金具取付

箇所

       14          274,800   

コンクリート削孔 D22 300mm以上350mm未満                          

                                                

                                                箇所       144            2,138           307,872   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

アンカー材（材料費）

本       144            1,110           159,840   

コンクリート削孔 D25 320mm以上390mm未満                          

                                                

                                                箇所       540            2,236         1,207,440   

アンカー材（材料費）

本       540            1,260           680,400   

固定金具取付(P3橋脚) 足場施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔､ｱﾝｶｰ定着含まない

箇所        14          106,500         1,491,000   

               計

      3,846,552   

               単価

      274,800   円／箇所

              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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－22号

固定金具撤去 FB 100×2.3×5452

箇所

        1           68,530   

固定金具･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ撤去 L=5000mmを超え6000mm以下

箇所         1           68,530            68,530   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－21号

固定金具撤去 FB 100×2.3×421

箇所

        1           14,970   

固定金具･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ撤去 L=1000mm以下

箇所         1           14,970            14,970   

               計

         14,970   

               単価

       14,970   円／箇所

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

         68,530   

               単価

       68,530   円／箇所

              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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－24号

製作加工 仮設ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ

t

        1        1,702,000   

あて板製作加工費(仮設ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ) SM400A(工場塗装(ﾌﾟﾗｲﾏｰ)･工場管理費含む､現着単価)

ｔ         1        1,730,000         1,730,000   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－23号

製作加工 各種

t

        0.09     1,092,000   

あて板製作加工費 SM400A(工場塗装(ﾌﾟﾗｲﾏｰ)･工場管理費含む､現着単価)

ｔ         0.001     1,240,000             1,240   

あて板製作加工費 SS400(工場塗装(ﾌﾟﾗｲﾏｰ)･工場管理費含む､現着単価)

ｔ         0.089     1,090,000            97,010   

               計

         98,250   

               単価

    1,092,000   円／t

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

スクラップ ヘビーＨ１

ｔ        -1           28,000           -28,000   

               計

      1,702,000   

               単価

    1,702,000   円／t

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－25号

塗膜除去 水系塗膜はく離剤(3回施工)

m2

        1           26,300   

塗膜剥離剤塗布･塗膜除去(部分除去) 1回施工 弦材を有する構造

 ｍ２         3            5,500            16,500   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

塗膜剥離剤 水性塗膜剥離剤

ｋｇ         1.725         2,200             3,795   

廃材の回収･積込(部分除去)

 ｍ２         1            6,000             6,000   

               計

         26,295   

               単価

       26,300   円／m2

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－26号

芯出し素地調整

m2

        1           30,250   

芯出し調整工

 ｍ２         1           30,250            30,250   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

         30,250   

               単価

       30,250   円／m2

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

単－27号

あて板補修

(夜間施工)

TYPE⑤-1 TYPE⑥-5

箇所

        1        1,211,000   

現場孔明（鋼構造物） 作業性の悪い箇所等 全ての費用                   

                                                

                                                本         6            3,212            19,272   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

高力ﾎﾞﾙﾄ取外し

本       144            2,655           382,320   

補強部材撤去 40kgを超え100kg以下/部材

部材         1          108,200           108,200   

補強部材取付(TYPE⑤-1 TYPE⑥-5) 20kg以下/部材

部材         4           16,950            67,800   

補強部材取付 40kgを超え100kg以下/部材

部材         1           33,740            33,740   

仮設ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ取付 40kgを超え100kg以下/部材

部材         1           86,230            86,230   

仮設ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ撤去 40kgを超え100kg以下/部材

部材         1           64,670            64,670   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工

本       147            2,509           368,823   

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 S10T

本       102              502.7          51,275.4 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５

組        76              180.2          13,695.2 

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０

組        14              186             2,604   

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

単－27号

あて板補修

(夜間施工)

TYPE⑤-1 TYPE⑥-5

箇所

        1        1,211,000   

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０

組        51              208            10,608   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５

組         6              225             1,350   

               計

      1,210,587.6 

               単価

    1,211,000   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－28号

あて板補修 TYPE⑤-2

箇所

        1           40,640   

ﾘﾍﾞｯﾄ撤去 拡孔含む

本         4            2,194             8,776   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

補強部材取付 20kg以下/部材

部材         1           11,300            11,300   

ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ本締工 SCM440

本         4            2,259             9,036   

ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ SCM440 M24×30

本         4            2,880            11,520   

               計

         40,632   

               単価

       40,640   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－29号

あて板補修 TYPE⑤-5

箇所

        1           19,460   

ﾘﾍﾞｯﾄ撤去 拡孔含む

本         2            2,194             4,388   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

補強部材取付 20kg以下/部材

部材         1           11,300            11,300   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工

本         2            1,673             3,346   

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５

組         2              209               418   

               計

         19,452   

               単価

       19,460   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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－30号

製作加工 各種

t

        0.06     1,093,000   

あて板製作加工費(部材取替) SM400A(工場塗装(ﾌﾟﾗｲﾏｰ)･工場管理費含む､現着単価)

ｔ         0.001     1,240,000             1,240   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

あて板製作加工費(部材取替) SS400(工場塗装(ﾌﾟﾗｲﾏｰ)･工場管理費含む､現着単価)

ｔ         0.059     1,090,000            64,310   

               計

         65,550   

               単価

    1,093,000   円／t

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－31号

部材取替補修 TYPE⑤-3

箇所

        1           81,030   

ﾘﾍﾞｯﾄ撤去 拡孔含む

本         8            2,194            17,552   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

補強部材撤去 20kg以下/部材

部材         1           11,300            11,300   

補強部材取付 20kg以下/部材

部材         1           11,300            11,300   

ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ本締工 SCM440

本         8            2,259            18,072   

ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ SCM440 M24×20

本         8            2,850            22,800   

               計

         81,024   

               単価

       81,030   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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－32号

部材取替補修 TYPE⑤-4

箇所

        1          125,200   

ﾘﾍﾞｯﾄ撤去 拡孔含む

本        18            2,194            39,492   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

補強部材撤去 20kg以下/部材

部材         2           11,300            22,600   

補強部材取付 20kg以下/部材

部材         2           11,300            22,600   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工

本        16            1,673            26,768   

ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ本締工 SCM440

本         2            2,259             4,518   

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０

組        16              215             3,440   

ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ SCM440 M24×30

本         2            2,880             5,760   

               計

        125,178   

               単価

      125,200   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－33号

部材取替補修 TYPE⑥-10

箇所

        1          111,400   

ﾘﾍﾞｯﾄ撤去 拡孔含む

本        20            2,194            43,880   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

補強部材撤去 20kgを超え40kg以下/部材

部材         1           14,970            14,970   

補強部材取付 20kgを超え40kg以下/部材

部材         1           14,970            14,970   

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工

本        20            1,673            33,460   

摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０

組        20              203.2           4,064   

               計

        111,344   

               単価

      111,400   円／箇所

              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

1.000-00-00-2-0

単－35号

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置 紫外線照射無し

m2

        1          181,500   

紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置 紫外線照射無し 1m2以下/工事

 ｍ２         1          181,500           181,500   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－34号

素地調整 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)

m2

        1            3,347   

塗替塗装 素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し           

2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)                  

                                                 ｍ２         1            3,347             3,347   

               計

          3,347   

               単価

        3,347   円／m2

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

        181,500   

               単価

      181,500   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

1.000-00-00-2-0

単－37号

素地調整 動力工具処理 ISO St3

m2

        1            4,108   

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

                                                

                                                 ｍ２         1            4,108             4,108   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－36号

仕上げ塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 側道橋

m2

        1        4,500,000   

上塗り(部分塗装) 横断歩道橋･側道橋 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗ 淡彩

 ｍ２         1        4,500,000         4,500,000   

               計

      4,500,000   

               単価

    4,500,000   円／m2

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

          4,108   

               単価

        4,108   円／m2

              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

1.000-00-00-2-0

単－39号

下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)

m2

        1            4,096   

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

無し                                            

                                                 ｍ２         1            4,096             4,096   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－38号

下塗 ﾐｽﾄｺ-ﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

m2

        1              910.1 

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

無し                                            

                                                 ｍ２         1              910.1             910.1 

               計

            910.1 

               単価

          910.1 円／m2

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

          4,096   

               単価

        4,096   円／m2

              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－41号

上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩

m2

        1            1,596   

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

ふっ素樹脂塗料 淡彩                             

                                                 ｍ２         1            1,596             1,596   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－40号

中塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩

m2

        1            1,060   

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

ふっ素樹脂塗料 淡彩                             

                                                 ｍ２         1            1,060             1,060   

               計

          1,060   

               単価

        1,060   円／m2

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

          1,596   

               単価

        1,596   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－43号

素地調整 3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用) 有害物除去後

m2

        1           22,000   

素地調整(塗膜剥離後)(部分塗装)横断歩道橋・側道橋 3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)

 ｍ２         1           22,000            22,000   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－42号

塗膜除去 水系塗膜はく離剤(3回施工)

m2

        1           20,690   

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド      

0.5kg/m2                                        

                                                 ｍ２         3            6,234            18,702   

廃材の回収・積込 無し 無し                                       

                                                

                                                 ｍ２         1            1,983             1,983   

               計

         20,685   

               単価

       20,690   円／m2

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

         22,000   

               単価

       22,000   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－45号

下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) はけ･ﾛｰﾗ

m2

        1           78,000   

下塗り(部分塗装) 横断歩道橋・側道橋 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) はけ･ﾛｰﾗ

 ｍ２         1           78,000            78,000   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－44号

下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) はけ･ﾛｰﾗ

m2

        1           45,000   

下塗り(部分塗装) 横断歩道橋･側道橋 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) はけ･ﾛｰﾗ

 ｍ２         1           45,000            45,000   

               計

         45,000   

               単価

       45,000   円／m2

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

         78,000   

               単価

       78,000   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－47号

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗ 淡彩

m2

        1           34,000   

上塗り(部分塗装) 横断歩道橋･側道橋 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗ 淡彩

 ｍ２         1           34,000            34,000   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－46号

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗ 淡彩

m2

        1           22,000   

中塗り(部分塗装) 横断歩道橋･側道橋 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗ 淡彩

 ｍ２         1           22,000            22,000   

               計

         22,000   

               単価

       22,000   円／m2

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

         34,000   

               単価

       34,000   円／m2

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－48号

現場発生品運搬 鋼材 取付金具

回

        1           15,400   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 27.0k

m以下 0.1t超0.2t以下 

回         1           15,400            15,400   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

         15,400   

               単価

       15,400   円／回

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－49号

工事用進入坂路 4.0m未満

m3

       60           20,470   

路体（築堤）盛土 2.5m未満                                        

                                                

                                                 ｍ３        60            5,573           334,380   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)          

                                                

                                                 ｍ３        60            2,240           134,400   

土砂等運搬 小規模                                          

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)                     

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                   ｍ３        60            5,128           307,680   

残土等処分

 ｍ３        60            2,340           140,400   

処分先：(株)I･T･O　　2340円/m3

購入土 ほぐし

 ｍ３        80            3,890           311,200   

               計

      1,228,060   

               単価

       20,470   円／m3

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－50号

安全対策 塗膜除去(3回施工)

m2

        2          328,600   

安全対策(塗膜除去3回) 養生設備､ｼｰﾄ､防毒ﾏｽｸ､保護 眼鏡､保護手袋､保護衣､換気設備､休憩設備等費用含む

 ｍ２         2          328,600           657,200   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

        657,200   

               単価

      328,600   円／m2

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

単－51号

足場(P2･P3橋脚)

(夜間施工)

吊足場 板張防護

m2

      610            7,946   

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 2.5月                              

                                                

                                                 ｍ２       610            6,856         4,182,160   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 2.5月                                  

                                                

                                                 ｍ２       610              552           336,720   

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 2.5月                         

                                                

                                                 ｍ２       610              538           328,180   

               計

      4,847,060   

               単価

        7,946   円／m2

              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 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

単－52号

足場(A1～P3橋脚)

(夜間施工)

吊足場 板張防護

m2

      360            9,038   

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 2.5月                              

                                                

                                                 ｍ２       360            6,856         2,468,160   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

朝顔（床版補強工用） 両側朝顔 2.5月                                  

                                                

                                                 ｍ２       360            1,105           397,800   

防護工（床版補強工用） 両側朝顔 板張防護 2.5月                         

                                                

                                                 ｍ２       360            1,077           387,720   

               計

      3,253,680   

               単価

        9,038   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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

1.000-00-00-2-50

単－53号

足場(P6～P7橋脚)

(夜間施工)

吊足場 板張防護

m2

       30            8,570   

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 1.7月                              

                                                

                                                 ｍ２        30            6,516           195,480   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

朝顔（床版補強工用） 両側朝顔 1.7月                                  

                                                

                                                 ｍ２        30            1,065            31,950   

防護工（床版補強工用） 両側朝顔 板張防護 1.7月                         

                                                

                                                 ｍ２        30              989            29,670   

               計

        257,100   

               単価

        8,570   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－54号

足場 吊足場 板張防護

m2

      130            6,102   

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 1.8月                              

                                                

                                                 ｍ２       130            4,627           601,510   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

朝顔（床版補強工用） 両側朝顔 1.8月                                  

                                                

                                                 ｍ２       130              743            96,590   

防護工（床版補強工用） 両側朝顔 板張防護 1.8月                         

                                                

                                                 ｍ２       130              732            95,160   

               計

        793,260   

               単価

        6,102   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 37 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－55号

登り桟橋

箇所

        3          116,000   

登り桟橋工（箇所） 設置･撤去･損料 1.8月 3.9m                       

                                                

                                                箇所         1          125,600           125,600   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

登り桟橋工（箇所） 設置･撤去･損料 1.8月 3.9m                       

                                                

                                                箇所         1          125,600           125,600   

登り桟橋工（箇所） 設置･撤去･損料 1.8月 3m                         

                                                

                                                箇所         1           96,540            96,540   

               計

        347,740   

               単価

      116,000   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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

1.000-00-00-2-50

単－56号

足場

(夜間施工)

吊足場 板張防護

m2

      340            8,558   

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m以上 1.6月                              

                                                

                                                 ｍ２       330            7,571         2,498,430   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 1.6月                                  

                                                

                                                 ｍ２       330              530           174,900   

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 1.6月                         

                                                

                                                 ｍ２       330              489           161,370   

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 1.6月                              

                                                

                                                 ｍ２        10            6,474            64,740   

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 1.6月                                  

                                                

                                                 ｍ２        10              530             5,300   

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 1.6月                         

                                                

                                                 ｍ２        10              489             4,890   

               計

      2,909,630   

               単価

        8,558   円／m2

              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

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－57号

足場 吊足場 板張防護

m2

       40            5,938   

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m以上 1.8月                              

                                                

                                                 ｍ２        30            5,392           161,760   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 1.8月                                  

                                                

                                                 ｍ２        30              371            11,130   

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 1.8月                         

                                                

                                                 ｍ２        30              366            10,980   

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 1.8月                              

                                                

                                                 ｍ２        10            4,627            46,270   

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 1.8月                                  

                                                

                                                 ｍ２        10              371             3,710   

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 1.8月                         

                                                

                                                 ｍ２        10              366             3,660   

               計

        237,510   

               単価

        5,938   円／m2

              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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

単－59号

交通誘導警備員

(夜間) 人日

      140           20,090   

交通誘導警備員Ａ

人日        70           22,050         1,543,500   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－58号

交通誘導警備員

人日

       50           12,080   

交通誘導警備員Ｂ

人日        50           12,080           604,000   

               計

        604,000   

               単価

       12,080   円／人日

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

交通誘導警備員Ｂ

人日        70           18,120         1,268,400   

               計

      2,811,900   

               単価

       20,090   円／人日

              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

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－61号

鉄筋探査

m2

       27           16,800   

鉄筋探査 横向き

 ｍ２        27           16,800           453,600   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－60号

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事

        1           50,750   

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事         1           50,750            50,750   

               計

         50,750   

               単価

       50,750   円／工事

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

        453,600   

               単価

       16,800   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 42 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－63号

廃棄物分類試験 溶出分析試験(鉛･六価ｸﾛﾑ･PCB)

回

        2           40,000   

廃棄物分類試験 溶出分析試験(鉛･六価ｸﾛﾑ･PCB)

回         2           40,000            80,000   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

単－62号

作業安全性確認試験 含有分析試験(鉛･六価ｸﾛﾑ･PCB)

回

        2          199,000   

作業安全性確認試験 含有分析試験(鉛･六価ｸﾛﾑ･PCB)

回         2          199,000           398,000   

               計

        398,000   

               単価

      199,000   円／回

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

         80,000   

               単価

       40,000   円／回

              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

1.000-00-00-2-0

排水管取付金具取替 撤去･設置

組

       10           23,380   

土木一般世話役  

人         0.5         24,780            12,390   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

特殊作業員  

人         1.71        22,155            37,885   

普通作業員  

人         1.4         21,105            29,547   

排水管取付金具  φ140×100×350 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ2組含む

組        10           15,000           150,000   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              3,978   

               計

        233,800   

               単価

       23,380   円／組

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

排水桝目皿設置 W100×L295 ﾎﾞﾙﾄ固定

箇所

       10              721.5 

普通作業員  

人         0.1         21,105             2,110   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

目皿 W100×L295(SS400) ﾒｯｷ 固定ﾎﾞﾙﾄ含む

枚        10              500             5,000   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1                105   

               計

          7,215   

               単価

          721.5 円／箇所

              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

下地処理 無し 無し 無                                    

                                                

                                                

 ｍ２

        1            2,931   

下地処理 昼間 時間制約無 固定足場

 ｍ２         1            2,931             2,931   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          2,931   

               単価

        2,931   円／ｍ２

              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（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

プライマー塗布 無し 無し 無 標準以外 0.2kg                     

                                                

                                                

 ｍ２

        1            1,709   

プライマー塗布 昼間 時間制約無 固定足場

 ｍ２         1            1,231             1,231   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

プライマー  

ｋｇ         0.2          2,390               478   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,709   

               単価

        1,709   円／ｍ２

              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（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

不陸修正 無し 無し 無 標準以外 1.5kg                     

                                                

                                                

 ｍ２

        1            5,097   

不陸修正 昼間 時間制約無 固定足場

 ｍ２         1            2,847             2,847   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

エポキシ樹脂パテ  

ｋｇ         1.5          1,500             2,250   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,097   

               単価

        5,097   円／ｍ２

              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（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

連続繊維シート本体貼付 無し 無し 炭素繊維 1方向・高強度                

目付600g/m2 引張3400N/mm2 無                    

標準以外 2層                                    

 ｍ２

        1           39,790   

連続繊維シート本体貼付 昼間 制約無 600以上850g/m2未満 固定足場

 ｍ２         2            5,672            11,344   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

炭素繊維シート 1方向高強度　目付量600g/m2　引張強度3,400N/mm2

 ｍ２         2.14        10,500            22,470   

エポキシ樹脂含浸材  

ｋｇ         2.5          2,390             5,975   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         39,790   

               単価

       39,790   円／ｍ２

              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（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

連続繊維シート本体貼付 無し 無し 炭素繊維 1方向・高強度                

目付450g/m2 引張3400N/mm2 無                    

標準以外 2層                                    

 ｍ２

        1           30,910   

連続繊維シート本体貼付 昼間 制約無 400以上600g/m2未満 固定足場

 ｍ２         2            4,258             8,516   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

炭素繊維シート 1方向高強度　目付量450g/m2　引張強度3,400N/mm2

 ｍ２         2.14         8,140            17,419   

エポキシ樹脂含浸材  

ｋｇ         2.08         2,390             4,971   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  4   

               計

         30,910   

               単価

       30,910   円／ｍ２

              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（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

連続繊維シート本体貼付 無し 無し 炭素繊維 1方向・高強度                

目付200g/m2 引張3400N/mm2 無                    

標準                                            

 ｍ２

        1            9,679   

連続繊維シート本体貼付 昼間 制約無 200以上400g/m2未満 固定足場

 ｍ２         1            3,403             3,403   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

炭素繊維シート 1方向高強度　目付量200g/m2　引張強度3,400N/mm2

 ｍ２         1.07         4,370             4,675   

エポキシ樹脂含浸材  

ｋｇ         0.67         2,390             1,601   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          9,679   

               単価

        9,679   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

仕上げﾓﾙﾀﾙ(ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ) t=10mm

 ｍ２

       10           14,360   

土木一般世話役  

人         0.25        24,780             6,195   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

特殊作業員  

人         1           22,155            22,155   

普通作業員  

人         0.5         21,105            10,552   

仕上げモルタル ポリマーセメント

ｋｇ       209              460            96,140   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1              8,558   

               計

        143,600   

               単価

       14,360   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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

仕上げ塗装（中塗り＋上塗り） 無し 無し 無 ウレタン樹脂系 標準以外            

0.35kg 標準以外 0.12kg                          

                                                

 ｍ２

        1            2,312   

仕上塗装(中塗+上塗) 昼間 時間制約無 固定足場

 ｍ２         1            1,507             1,507   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

エポキシ樹脂塗料 中塗り

ｋｇ         0.35         1,640               574   

ウレタン樹脂塗料 上塗り

ｋｇ         0.12         1,930               231   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          2,312   

               単価

        2,312   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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

固定金具取付(P2橋脚) 足場施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔､ｱﾝｶｰ定着含まない

箇所

       14          112,100   

橋りょう世話役  

人         2.75        37,275           102,506   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         8.25        29,715           245,148   

普通作業員  

人         2.75        21,105            58,038   

固定金具 FB 150 x 9 x1800 (SS400) ﾒｯｷ

本         4           20,900            83,600   

固定金具 FB 390 x 9 x6150 (SS400) ﾒｯｷ

本         4          187,000           748,000   

固定金具 FB 390 x 9 x1350 (SS400) ﾒｯｷ

本         6           40,700           244,200   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1             88,508   

               計

      1,570,000   

               単価

      112,100   円／箇所

              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

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

表面処理撤去

 ｍ２

       10            5,109   

土木一般世話役  

人         0.15        24,780             3,717   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

特殊作業員  

人         1.5         22,155            33,232   

普通作業員  

人         0.45        21,105             9,497   

諸雑費（率＋まるめ）

       10%

式         1              4,644   

               計

         51,090   

               単価

        5,109   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

連続繊維シート本体貼付 無し 無し 炭素繊維 1方向・高強度                

目付300g/m2 引張3400N/mm2 無                    

標準                                            

 ｍ２

        1           12,390   

連続繊維シート本体貼付 昼間 制約無 200以上400g/m2未満 固定足場

 ｍ２         1            3,403             3,403   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

炭素繊維シート 1方向高強度　目付量300g/m2　引張強度3,400N/mm2

 ｍ２         1.07         6,500             6,955   

エポキシ樹脂含浸材  

ｋｇ         0.85         2,390             2,031   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         12,390   

               単価

       12,390   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

固定金具取付(P3橋脚) 足場施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔､ｱﾝｶｰ定着含まない

箇所

       14          106,500   

橋りょう世話役  

人         2.75        37,275           102,506   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         8.25        29,715           245,148   

普通作業員  

人         2.75        21,105            58,038   

固定金具 FB 150 x 9 x1800 (SS400) ﾒｯｷ

本         8           20,900           167,200   

固定金具 FB 390 x 9 x6150 (SS400) ﾒｯｷ

本         4          187,000           748,000   

固定金具 FB 390 x 9 x1350 (SS400) ﾒｯｷ

本         2           40,700            81,400   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1             88,708   

               計

      1,491,000   

               単価

      106,500   円／箇所

              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

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

固定金具･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ撤去 L=1000mm以下

箇所

       10           14,970   

橋りょう世話役  

人         0.83        37,275            30,938   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         2.5         29,715            74,287   

普通作業員  

人         0.83        21,105            17,517   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1             26,958   

               計

        149,700   

               単価

       14,970   円／箇所

              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

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

固定金具･ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ撤去 L=5000mmを超え6000mm以下

箇所

       10           68,530   

土木一般世話役  

人         5           24,780           123,900   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

特殊作業員  

人        15           22,155           332,325   

普通作業員  

人         5           21,105           105,525   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1            123,550   

               計

        685,300   

               単価

       68,530   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

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

芯出し調整工

 ｍ２

       10           30,250   

橋りょう世話役  

人         1           37,275            37,275   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         4           29,715           118,860   

普通作業員  

人         6           21,105           126,630   

諸雑費（率＋まるめ）

       7%

式         1             19,735   

               計

        302,500   

               単価

       30,250   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 60 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

高力ﾎﾞﾙﾄ取外し

本

      100            2,655   

橋りょう世話役  

人         1           55,912            55,912   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         3           44,572           133,716   

普通作業員  

人         1           31,657            31,657   

諸雑費（率＋まるめ）

       20%

式         1             44,215   

               計

        265,500   

               単価

        2,655   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 61 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

補強部材撤去 40kgを超え100kg以下/部材

部材

       10          108,200   

橋りょう世話役  

人         2.5         55,912           139,780   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人        15           44,572           668,580   

普通作業員  

人         2.5         31,657            79,142   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1            194,498   

               計

      1,082,000   

               単価

      108,200   円／部材

              国土交通省　近畿地方整備局- 62 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

補強部材取付(TYPE⑤-1 TYPE⑥-5) 20kg以下/部材

部材

       10           16,950   

橋りょう世話役  

人         0.63        55,912            35,224   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         1.88        44,572            83,795   

普通作業員  

人         0.63        31,657            19,943   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1             30,538   

               計

        169,500   

               単価

       16,950   円／部材

              国土交通省　近畿地方整備局- 63 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

補強部材取付 40kgを超え100kg以下/部材

部材

       10           33,740   

橋りょう世話役  

人         1.25        55,912            69,890   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         3.75        44,572           167,145   

普通作業員  

人         1.25        31,657            39,571   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1             60,794   

               計

        337,400   

               単価

       33,740   円／部材

              国土交通省　近畿地方整備局- 64 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

仮設ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ取付 40kgを超え100kg以下/部材

部材

       10           86,230   

橋りょう世話役  

人         4           55,912           223,648   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         8           44,572           356,576   

普通作業員  

人         4           31,657           126,628   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1            155,448   

               計

        862,300   

               単価

       86,230   円／部材

              国土交通省　近畿地方整備局- 65 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

仮設ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ撤去 40kgを超え100kg以下/部材

部材

       10           64,670   

橋りょう世話役  

人         3           55,912           167,736   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         6           44,572           267,432   

普通作業員  

人         3           31,657            94,971   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1            116,561   

               計

        646,700   

               単価

       64,670   円／部材

              国土交通省　近畿地方整備局- 66 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工

本

      100            2,509   

橋りょう世話役  

人         0.77        55,912            43,052   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         3.85        44,572           171,602   

普通作業員  

人         0.77        31,657            24,375   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1             11,871   

               計

        250,900   

               単価

        2,509   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 S10T

本

      100              502.7 

橋りょう特殊工  

人         0.8         44,572            35,657   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

諸雑費（率＋まるめ）

       41%

式         1             14,613   

               計

         50,270   

               単価

          502.7 円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 68 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

ﾘﾍﾞｯﾄ撤去 拡孔含む

本

      100            2,194   

橋りょう世話役  

人         1.16        37,275            43,239   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         3.49        29,715           103,705   

普通作業員  

人         1.16        21,105            24,481   

諸雑費（率＋まるめ）

       28%

式         1             47,975   

               計

        219,400   

               単価

        2,194   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 69 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

補強部材取付 20kg以下/部材

部材

       10           11,300   

橋りょう世話役  

人         0.63        37,275            23,483   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         1.88        29,715            55,864   

普通作業員  

人         0.63        21,105            13,296   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1             20,357   

               計

        113,000   

               単価

       11,300   円／部材

              国土交通省　近畿地方整備局- 70 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ本締工 SCM440

本

      100            2,259   

橋りょう世話役  

人         1.67        37,275            62,249   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         3.33        29,715            98,950   

普通作業員  

人         1.67        21,105            35,245   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1             29,456   

               計

        225,900   

               単価

        2,259   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 71 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

ﾘﾍﾞｯﾄ撤去 拡孔含む

本

      100            2,194   

橋りょう世話役  

人         1.16        37,275            43,239   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         3.49        29,715           103,705   

普通作業員  

人         1.16        21,105            24,481   

諸雑費（率＋まるめ）

       28%

式         1             47,975   

               計

        219,400   

               単価

        2,194   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 72 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工

本

      100            1,673   

橋りょう世話役  

人         0.77        37,275            28,701   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         3.85        29,715           114,402   

普通作業員  

人         0.77        21,105            16,250   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              7,947   

               計

        167,300   

               単価

        1,673   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 73 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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

ﾘﾍﾞｯﾄ撤去 拡孔含む

本

      100            2,194   

橋りょう世話役  

人         1.16        37,275            43,239   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         3.49        29,715           103,705   

普通作業員  

人         1.16        21,105            24,481   

諸雑費（率＋まるめ）

       28%

式         1             47,975   

               計

        219,400   

               単価

        2,194   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 74 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

補強部材撤去 20kg以下/部材

部材

       10           11,300   

橋りょう世話役  

人         0.63        37,275            23,483   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         1.88        29,715            55,864   

普通作業員  

人         0.63        21,105            13,296   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1             20,357   

               計

        113,000   

               単価

       11,300   円／部材

              国土交通省　近畿地方整備局- 75 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ本締工 SCM440

本

      100            2,259   

橋りょう世話役  

人         1.67        37,275            62,249   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         3.33        29,715            98,950   

普通作業員  

人         1.67        21,105            35,245   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1             29,456   

               計

        225,900   

               単価

        2,259   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 76 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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

ﾘﾍﾞｯﾄ撤去 拡孔含む

本

      100            2,194   

橋りょう世話役  

人         1.16        37,275            43,239   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         3.49        29,715           103,705   

普通作業員  

人         1.16        21,105            24,481   

諸雑費（率＋まるめ）

       28%

式         1             47,975   

               計

        219,400   

               単価

        2,194   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 77 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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

補強部材撤去 20kg以下/部材

部材

       10           11,300   

橋りょう世話役  

人         0.63        37,275            23,483   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         1.88        29,715            55,864   

普通作業員  

人         0.63        21,105            13,296   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1             20,357   

               計

        113,000   

               単価

       11,300   円／部材

              国土交通省　近畿地方整備局- 78 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

補強部材取付 20kg以下/部材

部材

       10           11,300   

橋りょう世話役  

人         0.63        37,275            23,483   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         1.88        29,715            55,864   

普通作業員  

人         0.63        21,105            13,296   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1             20,357   

               計

        113,000   

               単価

       11,300   円／部材

              国土交通省　近畿地方整備局- 79 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工

本

      100            1,673   

橋りょう世話役  

人         0.77        37,275            28,701   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         3.85        29,715           114,402   

普通作業員  

人         0.77        21,105            16,250   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              7,947   

               計

        167,300   

               単価

        1,673   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 80 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ本締工 SCM440

本

      100            2,259   

橋りょう世話役  

人         1.67        37,275            62,249   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         3.33        29,715            98,950   

普通作業員  

人         1.67        21,105            35,245   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1             29,456   

               計

        225,900   

               単価

        2,259   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 81 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

ﾘﾍﾞｯﾄ撤去 拡孔含む

本

      100            2,194   

橋りょう世話役  

人         1.16        37,275            43,239   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         3.49        29,715           103,705   

普通作業員  

人         1.16        21,105            24,481   

諸雑費（率＋まるめ）

       28%

式         1             47,975   

               計

        219,400   

               単価

        2,194   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 82 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

補強部材撤去 20kgを超え40kg以下/部材

部材

       10           14,970   

橋りょう世話役  

人         0.83        37,275            30,938   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         2.5         29,715            74,287   

普通作業員  

人         0.83        21,105            17,517   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1             26,958   

               計

        149,700   

               単価

       14,970   円／部材

              国土交通省　近畿地方整備局- 83 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

補強部材取付 20kgを超え40kg以下/部材

部材

       10           14,970   

橋りょう世話役  

人         0.83        37,275            30,938   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         2.5         29,715            74,287   

普通作業員  

人         0.83        21,105            17,517   

諸雑費（率＋まるめ）

       22%

式         1             26,958   

               計

        149,700   

               単価

       14,970   円／部材

              国土交通省　近畿地方整備局- 84 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

高力ﾎﾞﾙﾄ本締工

本

      100            1,673   

橋りょう世話役  

人         0.77        37,275            28,701   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         3.85        29,715           114,402   

普通作業員  

人         0.77        21,105            16,250   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              7,947   

               計

        167,300   

               単価

        1,673   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 85 -



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

1.000-00-00-2-0

継手部素地調整（新橋現場・新橋継

手部現場塗装）

動力工具処理 無し 無し                          

                                                

                                                

 ｍ２

      100            4,108   

橋梁塗装工　新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無

 ｍ２       100            4,108           410,800   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

塗替塗装 素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し           

2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)                  

                                                

 ｍ２

      100            3,347   

橋梁塗装工　塗替塗装 昼間 素地調整 ２種ケレン 制約無

 ｍ２       100            3,346.25         334,625   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 75   

               計

        334,700   

               単価

        3,347   円／ｍ２

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        410,800   

               単価

        4,108   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 86 -



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

1.000-00-00-2-0

継手部下塗り（新橋現場・新橋継手

部現場塗装）

超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し          

無し                                            

                                                

 ｍ２

      100            4,096   

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

 ｍ２       100            4,095.36         409,536   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

継手部下塗り（新橋現場・新橋継手

部現場塗装）

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

無し                                            

                                                

 ｍ２

      100              910.1 

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

 ｍ２       100              910.08          91,008   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         91,010   

               単価

          910.1 円／ｍ２

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 64   

               計

        409,600   

               単価

        4,096   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 87 -



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

1.000-00-00-2-0

中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継

手部現場塗装）

新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し             

ふっ素樹脂塗料 淡彩                             

                                                

 ｍ２

      100            1,596   

橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無

 ｍ２       100            1,595.52         159,552   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継

手部現場塗装）

新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し             

ふっ素樹脂塗料 淡彩                             

                                                

 ｍ２

      100            1,060   

橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無

 ｍ２       100            1,059.84         105,984   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 16   

               計

        106,000   

               単価

        1,060   円／ｍ２

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 48   

               計

        159,600   

               単価

        1,596   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 88 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 無し 無し 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド      

0.5kg/m2                                        

                                                

 ｍ２

        1            6,234   

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 昼間 歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 時間制約無

 ｍ２         1            4,969             4,969   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

塗膜剥離剤 水性塗膜剥離剤

ｋｇ         0.575         2,200             1,265   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,234   

               単価

        6,234   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 89 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

廃材の回収・積込 無し 無し                                       

                                                

                                                

 ｍ２

        1            1,983   

廃材の回収・積込 昼間 時間制約無

 ｍ２         1            1,983             1,983   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,983   

               単価

        1,983   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 90 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

安全対策(塗膜除去3回) 養生設備､ｼ

ｰﾄ､防毒ﾏｽｸ､保護

眼鏡､保護手袋､保護衣､換気設備､休憩設備等費用含む

 ｍ２

      100          328,600   

土木一般世話役  

人        65           24,780         1,610,700   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

普通作業員  

人       325           21,105         6,859,125   

諸雑費（率＋まるめ）

       288%

式         1         24,390,175   

               計

     32,860,000   

               単価

      328,600   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 91 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 2.5月                              

                                                

                                                

 ｍ２

        1            6,856   

足場材損料  

月         2.5            425             1,062   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.13        44,572             5,794   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,856   

               単価

        6,856   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 92 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 2.5月                                  

                                                

                                                

 ｍ２

        1              552   

足場材損料  

月         1.25            50                62   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.022        22,286               490   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            552   

               単価

          552   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 93 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 2.5月                         

                                                

                                                

 ｍ２

        1              538   

防護材損料  

月         1.25           110               137   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.018        22,286               401   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            538   

               単価

          538   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 94 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

朝顔（床版補強工用） 両側朝顔 2.5月                                  

                                                

                                                

 ｍ２

        1            1,105   

足場材損料  

月         2.5             50               125   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.022        44,572               980   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,105   

               単価

        1,105   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 95 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

防護工（床版補強工用） 両側朝顔 板張防護 2.5月                         

                                                

                                                

 ｍ２

        1            1,077   

防護材損料  

月         2.5            110               275   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.018        44,572               802   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,077   

               単価

        1,077   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 96 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 1.7月                              

                                                

                                                

 ｍ２

        1            6,516   

足場材損料  

月         1.7            425               722   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.13        44,572             5,794   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,516   

               単価

        6,516   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 97 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

朝顔（床版補強工用） 両側朝顔 1.7月                                  

                                                

                                                

 ｍ２

        1            1,065   

足場材損料  

月         1.7             50                85   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.022        44,572               980   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,065   

               単価

        1,065   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 98 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

防護工（床版補強工用） 両側朝顔 板張防護 1.7月                         

                                                

                                                

 ｍ２

        1              989   

防護材損料  

月         1.7            110               187   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.018        44,572               802   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            989   

               単価

          989   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 99 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 1.8月                              

                                                

                                                

 ｍ２

        1            4,627   

足場材損料  

月         1.8            425               765   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.13        29,715             3,862   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,627   

               単価

        4,627   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 100 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

朝顔（床版補強工用） 両側朝顔 1.8月                                  

                                                

                                                

 ｍ２

        1              743   

足場材損料  

月         1.8             50                90   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.022        29,715               653   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            743   

               単価

          743   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 101 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

防護工（床版補強工用） 両側朝顔 板張防護 1.8月                         

                                                

                                                

 ｍ２

        1              732   

防護材損料  

月         1.8            110               198   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.018        29,715               534   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            732   

               単価

          732   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 102 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

登り桟橋工（箇所） 設置･撤去･損料 1.8月 3.9m                       

                                                

                                                

箇所

        1          125,600   

橋りょう特殊工  

人         2.863        29,715            85,074   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

登り桟橋損料  

月         1.8         22,460.96          40,429   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 97   

               計

        125,600   

               単価

      125,600   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 103 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

登り桟橋工（箇所） 設置･撤去･損料 1.8月 3m                         

                                                

                                                

箇所

        1           96,540   

橋りょう特殊工  

人         2.202        29,715            65,432   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

登り桟橋損料  

月         1.8         17,277.66          31,099   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  9   

               計

         96,540   

               単価

       96,540   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 104 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m以上 1.6月                              

                                                

                                                

 ｍ２

        1            7,571   

足場材損料  

月         1.6            470               752   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.153        44,572             6,819   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,571   

               単価

        7,571   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 105 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 1.6月                                  

                                                

                                                

 ｍ２

        1              530   

足場材損料  

月         0.8             50                40   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.022        22,286               490   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            530   

               単価

          530   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 106 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 1.6月                         

                                                

                                                

 ｍ２

        1              489   

防護材損料  

月         0.8            110                88   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.018        22,286               401   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            489   

               単価

          489   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 107 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-50

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m未満 1.6月                              

                                                

                                                

 ｍ２

        1            6,474   

足場材損料  

月         1.6            425               680   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.13        44,572             5,794   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,474   

               単価

        6,474   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 108 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

足場工（床版補強工用） 桁高1.5m以上 1.8月                              

                                                

                                                

 ｍ２

        1            5,392   

足場材損料  

月         1.8            470               846   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.153        29,715             4,546   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          5,392   

               単価

        5,392   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 109 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

朝顔（床版補強工用） 片側朝顔 1.8月                                  

                                                

                                                

 ｍ２

        1              371   

足場材損料  

月         0.9             50                45   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.022        14,857               326   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            371   

               単価

          371   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 110 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

防護工（床版補強工用） 片側朝顔 板張防護 1.8月                         

                                                

                                                

 ｍ２

        1              366   

防護材損料  

月         0.9            110                99   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋りょう特殊工  

人         0.018        14,857               267   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

            366   

               単価

          366   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 111 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

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   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,075            12,075   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         22,050   

               単価

       22,050   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 112 -



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

1.000-00-00-2-0

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   

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   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         18,120   

               単価

       18,120   円／人日

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

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- 113 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-0

鉄筋探査 横向き

 ｍ２

       10           16,800   

技師(A)

人         0.8         51,200            40,960   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

技師(B)

人         1.6         41,600            66,560   

技師(C)

人         1.6         32,800            52,480   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              8,000   

               計

        168,000   

               単価

       16,800   円／ｍ２

              国土交通省　近畿地方整備局- 114 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－1号

排水管撤去

(夜間施工)

 SGP管 φ200

m

        1            5,730   

排水管撤去  SGP管 φ200

m         1            5,730             5,730   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

          5,730   

               単価

        5,730   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 115 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－2号

排水管設置

(夜間施工)

 VP管 φ200

m

       94           41,940   

排水管設置  VP管 φ200

ｍ        94           11,520         1,082,880   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

排水管（材料費） P2橋脚

ｍ        19.9         29,296           582,990.4 

排水管（材料費） P3橋脚

ｍ        36.6         31,535         1,154,181   

排水管（材料費） P4橋脚

ｍ        37.5         29,926         1,122,225   

               計

      3,942,276.4 

               単価

       41,940   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 116 -



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

現場発生品運搬

(夜間施工)

鋼管 取付金具

回

        2           13,670   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 9.0km

以下 1.5t超2.0t以下 

回         2           13,670            27,340   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－3号

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

(夜間施工)

M12×125

本

        1            2,913   

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 M12×125

本         1            2,913             2,913   

               計

          2,913   

               単価

        2,913   円／本

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

               計

         27,340   

               単価

       13,670   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 117 -



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

1.000-00-00-2-50

単－6号

交通誘導警備員

(夜間) 人日

       36           20,090   

交通誘導警備員Ａ

人日        18           22,050           396,900   

2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

単－5号

橋梁点検車

(夜間施工)

最大地上高16m 積載質量300kg

日

        9          756,000   

橋梁点検車運転 最大地上高16m 積載質量300kg

日         9          755,400         6,798,600   

橋梁点検車基本管理費 最大地上高16m 積載質量300kg

回         1            5,000             5,000   

               計

      6,803,600   

               単価

      756,000   円／日

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

交通誘導警備員Ｂ

人日        18           18,120           326,160   

               計

        723,060   

               単価

       20,090   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 118 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

排水管撤去  SGP管 φ200

m

       10            5,730   

土木一般世話役  

人         0.2         42,373             8,474   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

特殊作業員  

人         0.55        37,885            20,836   

普通作業員  

人         0.7         36,089            25,262   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              2,728   

               計

         57,300   

               単価

        5,730   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 119 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

排水管設置  VP管 φ200

ｍ

       10           11,520   

土木一般世話役  

人         0.5         42,373            21,186   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

特殊作業員  

人         1.5         37,885            56,827   

普通作業員  

人         1           36,089            36,089   

諸雑費（率＋まるめ）

       1%

式         1              1,098   

               計

        115,200   

               単価

       11,520   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 120 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 M12×125

本

      100            2,913   

土木一般世話役  

人         1.2         42,373            50,847   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

特殊作業員  

人         3.6         37,885           136,386   

普通作業員  

人         2.4         36,089            86,613   

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12×125

本       100               93             9,300   

諸雑費（率＋まるめ）

       3%

式         1              8,154   

               計

        291,300   

               単価

        2,913   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 121 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.09

2022.09

1.000-00-00-2-71

橋梁点検車運転 最大地上高16m 積載質量300kg

日

        1          755,400   

軽油  １．２号

Ｌ        28              137             3,836   

[自）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

橋梁点検車賃料(22:00～6:00) 最大地上高16m 積載質量300kg ｵﾍﾟﾚｰﾀ含む

台･日         1          750,000           750,000   

ﾄｰﾀﾙﾘｽｸｻﾎﾟｰﾄ料 最大地上高16m 積載質量300kg

台･日         1            1,500             1,500   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 64   

               計

        755,400   

               単価

      755,400   円／日

              国土交通省　近畿地方整備局- 122 -



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）京都府京都市伏見区豊後橋町地先　　　　　　　]

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- 123 -


