
令和４年６月１６日（令和４年６月 24 日） 

 
 

国道 43 号他舗装修繕工事 

【工事設計書（公表資料）】 
 

大阪国道事務所 

 

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

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４３号他舗装修繕工事

鏡

(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　　　　　　　

(至)大阪府四條畷市蔀屋新町地先

　１）　発注年月　　　　　令和 4年 5月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　大阪国道事務所　管理第二課              　　　　　

　３）　工事番号　　　　　4251010005　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　舗装工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  229日間 　　　　自　　　令和 4年 6月17日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 5年 1月31日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　大阪府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　大阪市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道２号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 4年 3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 5月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2022年 5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 　　　　　　　      6,343,355 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 4年 3月29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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

国道2号福島地区

式         1         31,298,525

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　舗装工

　

式         1         27,079,055

　　路面切削工

　　(夜間)

式         1          6,704,568

　　　路面切削

　　　

全面切削6cmを超え12c

m以下 段差すりつけ撤

去作業無 m2     5,510              689.4       3,798,594

単-1号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       551            1,749           963,699

単-2号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       551            3,525         1,942,275

単-3号

　　排水性舗装工

　　(夜間)

式         1         20,374,487

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改

質Ⅱ型(20)DS3000 舗

装厚 50mm 3.0m超 m2     5,410            1,707         9,234,870

単-4号

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽ

ﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装

厚 50mm 1.4m未満 m2       101            6,367           643,067

単-5号

　　　排水性舗装・表層（車道・路肩部）

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽ

ﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装

厚 50mm 2.4m以上 m2     5,510            1,905        10,496,550

単-6号

　区画線工

　

式         1          2,152,634

　　区画線工

　　(夜間)

式         1          2,152,634
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       470              484.3         227,621

単-7号

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 黄色 m       150              612.6          91,890

単-8号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 30cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       240              839.3         201,432

単-9号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       270              519.6         140,292

単-10号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 30cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m        88              906.9          79,807

単-11号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       400            1,202           480,800

単-12号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90c

m 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m        13            2,404            31,252

単-13号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 白色 m       640            1,151           736,640

単-14号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 自転車ﾏｰｸ

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 箇所        10           16,290           162,900

単-15号

　構造物撤去工

　

式         1             37,036

　　構造物取壊し工

　　(夜間)

式         1             37,036

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m        48              771.6          37,036

単-16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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　仮設工

　

式         1          2,029,800

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　　交通管理工

　　(夜間)

式         1          2,029,800

　　　交通誘導警備員

　　　

人日       102           19,900         2,029,800

単-17号

直接工事費

式         1         31,298,525

共通仮設費

式         1          8,711,810

　共通仮設費

　

式         1          1,010,810

　　運搬費

　　

式         1            127,060

　　　建設機械運搬費

　　　

台         2           63,530           127,060

単-18号

　　技術管理費

　　

式         1             50,750

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

式         1             50,750

内-1号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            833,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          7,701,000
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

純工事費

式         1         40,010,335

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　現場管理費

　

式         1         14,752,000

工事原価

式         1        197,698,462

　一般管理費等

　

式         1         26,801,538

工事価格

式         1        224,500,000

消費税相当額

式         1         22,450,000

工事費計

式         1        246,950,000
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

国道43号出城地区

式         1         13,897,478

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　舗装工

　

式         1         11,843,390

　　路面切削工

　　(夜間)

式         1          2,928,684

　　　路面切削

　　　

全面切削6cmを超え12c

m以下 段差すりつけ撤

去作業無 m2     2,420              689.4       1,668,348

単-1号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       242            2,623           634,766

単-2号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       242            2,585           625,570

単-3号

　　排水性舗装工

　　(夜間)

式         1          8,914,706

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改

質Ⅱ型(20)DS3000 舗

装厚 50mm 3.0m超 m2     2,380            1,707         4,062,660

単-4号

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽ

ﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装

厚 50mm 1.4m未満 m2        38            6,367           241,946

単-5号

　　　排水性舗装・表層（車道・路肩部）

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽ

ﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装

厚 50mm 2.4m以上 m2     2,420            1,905         4,610,100

単-6号

　区画線工

　

式         1            960,198

　　区画線工

　　(夜間)

式         1            960,198
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       330              484.3         159,819

単-7号

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 30cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m        54              839.3          45,322

単-8号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m        75              519.6          38,970

単-9号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 30cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m         4              906.9           3,627

単-10号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       300            1,202           360,600

単-11号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 白色 m       130            1,151           149,630

単-12号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 黄色 m       130            1,305           169,650

単-13号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 自転車ﾏｰｸ

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 箇所         2           16,290            32,580

単-14号

　構造物撤去工

　

式         1             19,290

　　構造物取壊し工

　　(夜間)

式         1             19,290

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m        25              771.6          19,290

単-15号

　仮設工

　

式         1          1,074,600
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　交通管理工

　　(夜間)

式         1          1,074,600

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        54           19,900         1,074,600

単-16号

直接工事費

式         1         13,897,478

共通仮設費

式         1          4,660,120

　共通仮設費

　

式         1            561,120

　　運搬費

　　

式         1            129,120

　　　建設機械運搬費

　　　

台         2           64,560           129,120

単-17号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            432,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          4,099,000

純工事費

式         1         18,557,598

　現場管理費

　

式         1          7,937,000

工事原価

式         1         26,494,598
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

国道43号北津守地区

式         1          4,692,169

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　舗装工

　

式         1          4,131,428

　　路面切削工

　　(夜間)

式         1            997,972

　　　路面切削

　　　

全面切削6cmを超え12c

m以下 段差すりつけ撤

去作業無 m2       843              689.4         581,164

単-1号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3        84            1,437           120,708

単-2号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3        84            3,525           296,100

単-3号

　　排水性舗装工

　　(夜間)

式         1          3,133,456

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改

質Ⅱ型(20)DS3000 舗

装厚 50mm 3.0m超 m2       824            1,707         1,406,568

単-4号

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽ

ﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装

厚 50mm 1.4m未満 m2        19            6,367           120,973

単-5号

　　　排水性舗装・表層（車道・路肩部）

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽ

ﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装

厚 50mm 2.4m以上 m2       843            1,905         1,605,915

単-6号

　区画線工

　

式         1             67,709

　　区画線工

　　(夜間)

式         1             67,709
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m        69              484.3          33,416

単-7号

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m        66              519.6          34,293

単-8号

　構造物撤去工

　

式         1             15,432

　　構造物取壊し工

　　(夜間)

式         1             15,432

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m        20              771.6          15,432

単-9号

　仮設工

　

式         1            477,600

　　交通管理工

　　(夜間)

式         1            477,600

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        24           19,900           477,600

単-10号

直接工事費

式         1          4,692,169

共通仮設費

式         1          1,916,180

　共通仮設費

　

式         1            304,180

　　運搬費

　　

式         1            131,180
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　建設機械運搬費

　　　

台         2           65,590           131,180

単-11号

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            173,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          1,612,000

純工事費

式         1          6,608,349

　現場管理費

　

式         1          3,314,000

工事原価

式         1          9,922,349
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

国道43号市岡地区

式         1         18,908,724

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　舗装工

　

式         1         16,182,692

　　路面切削工

　　(夜間)

式         1          3,575,862

　　　路面切削

　　　

全面切削6cmを超え12c

m以下 段差すりつけ撤

去作業無 m2     3,010              689.4       2,075,094

単-1号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       288            1,686           485,568

単-2号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       288            3,525         1,015,200

単-3号

　　橋面舗装工

　　(夜間)

式         1          3,550,637

　　　橋面防水

　　　

m2       631            2,718         1,715,058

単-4号

　　　基層(車道・路肩部)

　　　

再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改

質Ⅱ型(20)DS3000 舗

装厚 40mm 3.0m超 m2       631            1,377           868,887

単-5号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

密粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ

Ⅱ(20)DS5000 舗装厚 

40mm 3.0m超 m2       631            1,532           966,692

単-6号

　　排水性舗装工

　　(夜間)

式         1          9,056,193

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改

質Ⅱ型(20)DS3000 舗

装厚 50mm 3.0m超 m2     2,280            1,707         3,891,960

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

単価

設計内訳書

国道４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽ

ﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装

厚 50mm 1.4m未満 m2        99            6,367           630,333

単-8号

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　　　排水性舗装・表層（車道・路肩部）

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽ

ﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装

厚 50mm 2.4m以上 m2     2,380            1,905         4,533,900

単-9号

　区画線工

　

式         1          1,036,686

　　区画線工

　　(夜間)

式         1          1,036,686

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       730              484.3         353,539

単-10号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m        76              519.6          39,489

単-11号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       100            1,202           120,200

単-12号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 白色 m       150            1,151           172,650

単-13号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 白色 m       240              417.7         100,248

単-14号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装無 白色 m       240            1,044           250,560

単-15号

　構造物撤去工

　

式         1             17,746

　　構造物取壊し工

　　(夜間)

式         1             17,746
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m        23              771.6          17,746

単-16号

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　仮設工

　

式         1          1,671,600

　　交通管理工

　　(夜間)

式         1          1,671,600

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        84           19,900         1,671,600

単-17号

直接工事費

式         1         18,908,724

共通仮設費

式         1          5,883,180

　共通仮設費

　

式         1            685,180

　　運搬費

　　

式         1            131,180

　　　建設機械運搬費

　　　

台         2           65,590           131,180

単-18号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            554,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          5,198,000

純工事費

式         1         24,791,904
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　現場管理費

　

式         1         10,015,000

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

工事原価

式         1         34,806,904
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

国道2号梅田地区

式         1          8,959,354

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　舗装工

　

式         1          7,198,558

　　路面切削工

　　(夜間)

式         1          1,827,725

　　　路面切削

　　　

全面切削6cmを超え12c

m以下 段差すりつけ撤

去作業無 m2     1,450              689.4         999,630

単-1号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       145            2,186           316,970

単-2号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       145            3,525           511,125

単-3号

　　排水性舗装工

　　(夜間)

式         1          5,370,833

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改

質Ⅱ型(20)DS3000 舗

装厚 50mm 3.0m超 m2     1,420            1,707         2,423,940

単-4号

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽ

ﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装

厚 50mm 1.4m未満 m2        29            6,367           184,643

単-5号

　　　排水性舗装・表層（車道・路肩部）

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽ

ﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装

厚 50mm 2.4m以上 m2     1,450            1,905         2,762,250

単-6号

　区画線工

　

式         1          1,025,106

　　区画線工

　　(夜間)

式         1          1,025,106
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       170              484.3          82,331

単-7号

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m        99              519.6          51,440

単-8号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       130            1,202           156,260

単-9号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 白色 m       540            1,151           621,540

単-10号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 黄色 m        87            1,305           113,535

単-11号

　構造物撤去工

　

式         1             19,290

　　構造物取壊し工

　　(夜間)

式         1             19,290

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m        25              771.6          19,290

単-12号

　仮設工

　

式         1            716,400

　　交通管理工

　　(夜間)

式         1            716,400

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        36           19,900           716,400

単-13号

直接工事費

式         1          8,959,354
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

共通仮設費

式         1          3,291,840

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　共通仮設費

　

式         1            423,840

　　運搬費

　　

式         1            125,840

　　　建設機械運搬費

　　　

台         2           62,920           125,840

単-14号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            298,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          2,868,000

純工事費

式         1         12,251,194

　現場管理費

　

式         1          5,603,000

工事原価

式         1         17,854,194
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

国道25号平野馬場地区

式         1         12,422,016

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　舗装工

　

式         1         10,783,741

　　路面切削工

　　(夜間)

式         1          2,481,388

　　　路面切削

　　　

全面切削6cmを超え12c

m以下 段差すりつけ撤

去作業無 m2     2,210              689.4       1,523,574

単-1号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       221            1,749           386,529

単-2号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       221            2,585           571,285

単-3号

　　排水性舗装工

　　(夜間)

式         1          8,302,353

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改

質Ⅱ型(20)DS3000 舗

装厚 50mm 3.0m超 m2     2,140            1,707         3,652,980

単-4号

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽ

ﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装

厚 50mm 1.4m未満 m2        69            6,367           439,323

単-5号

　　　排水性舗装・表層（車道・路肩部）

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽ

ﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装

厚 50mm 2.4m以上 m2     2,210            1,905         4,210,050

単-6号

　区画線工

　

式         1            669,958

　　区画線工

　　(夜間)

式         1            669,958
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       350              484.3         169,505

単-7号

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 黄色 m        60              612.6          36,756

単-8号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       160              519.6          83,136

単-9号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 30cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m        16              906.9          14,510

単-10号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15c

m 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m        13              540             7,020

単-11号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       110            1,202           132,220

単-12号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 白色 m        61            1,151            70,211

単-13号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 黄色 m       120            1,305           156,600

単-14号

　構造物撤去工

　

式         1             13,117

　　構造物取壊し工

　　(夜間)

式         1             13,117

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m        17              771.6          13,117

単-15号

　仮設工

　

式         1            955,200
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　交通管理工

　　(夜間)

式         1            955,200

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        48           19,900           955,200

単-16号

直接工事費

式         1         12,422,016

共通仮設費

式         1          4,277,240

　共通仮設費

　

式         1            527,240

　　運搬費

　　

式         1            133,240

　　　建設機械運搬費

　　　

台         2           66,620           133,240

単-17号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            394,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          3,750,000

純工事費

式         1         16,699,256

　現場管理費

　

式         1          7,275,000

工事原価

式         1         23,974,256
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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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

道路修繕

国道163号蔀屋新町

地区 式         1         17,279,466

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　舗装工

　

式         1         15,024,938

　　路面切削工

　　(夜間)

式         1          3,812,592

　　　路面切削

　　　

全面切削6cmを超え12c

m以下 段差すりつけ撤

去作業無 m2     2,940              689.4       2,026,836

単-1号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       294            1,374           403,956

単-2号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       294            4,700         1,381,800

単-3号

　　排水性舗装工

　　(夜間)

式         1         11,212,346

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改

質Ⅱ型(20)DS3000 舗

装厚 50mm 3.0m超 m2     2,810            1,707         4,796,670

単-4号

　　　中間層(車道・路肩部)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽ

ﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装

厚 50mm 1.4m未満 m2       128            6,367           814,976

単-5号

　　　排水性舗装・表層（車道・路肩部）

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽ

ﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装

厚 50mm 2.4m以上 m2     2,940            1,905         5,600,700

単-6号

　区画線工

　

式         1          1,049,726

　　区画線工

　　(夜間)

式         1          1,049,726

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m     1,110              484.3         537,573

単-7号

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m        96              519.6          49,881

単-8号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 30cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m         5              906.9           4,534

単-9号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 厚1.5mm 排水性舗装

有 白色 m       290            1,202           348,580

単-10号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 白色 m         3            1,151             3,453

単-11号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 黄色 m        81            1,305           105,705

単-12号

　構造物撤去工

　

式         1             10,802

　　構造物取壊し工

　　(夜間)

式         1             10,802

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m        14              771.6          10,802

単-13号

　仮設工

　

式         1          1,194,000

　　交通管理工

　　(夜間)

式         1          1,194,000

　　　交通誘導警備員

　　　

人日        60           19,900         1,194,000

単-14号

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



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４３号他舗装修繕工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路修繕

直接工事費

式         1         17,279,466

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

共通仮設費

式         1          3,955,360

　共通仮設費

　

式         1            639,360

　　運搬費

　　

式         1            137,360

　　　建設機械運搬費

　　　

台         2           68,680           137,360

単-15号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            502,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          3,316,000

純工事費

式         1         21,234,826

　現場管理費

　

式         1          8,649,000

工事原価

式         1         29,883,826

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

一式当たり内訳書
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 2022.05

第  1号内訳書 2022.05

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事         1           50,750            50,750   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

        合  計

         50,750   

              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)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



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)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



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)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



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)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



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)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

              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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－2号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            1,749   

殻運搬（路面切削） 有り 7.5km以下 全ての費用                       

                                                

                                                 ｍ３         1            1,749             1,749   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－1号

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無

m2

        1              689.4 

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用       

                                                

                                                 ｍ２         1              689.4             689.4 

               計

            689.4 

               単価

          689.4 円／m2

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,749   

               単価

        1,749   円／m3

              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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－4号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 50mm 

3.0m超 m2

        1            1,707   

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

各種(2.30以上2.40t/m3未満)                      

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            1,707             1,707   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            3,525   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,525             3,525   

               計

          3,525   

               単価

        3,525   円／m3

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,707   

               単価

        1,707   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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－6号

排水性舗装・表層（車道・路肩部） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50mm 2

.4m以上 m2

        1            1,905   

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

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

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            1,905             1,905   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－5号

中間層(車道・路肩部) ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2

        1            6,367   

排水性舗装・表層（車道・路肩部） 1.4m未満 50mm 有り                              

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

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            3,703             3,703   

導水ﾊﾟｲﾌﾟ φ20

ｍ         3.33           800             2,664   

               計

          6,367   

               単価

        6,367   円／m2

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,905   

               単価

        1,905   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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－8号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 黄色

m

        1              612.6 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 ｍ         1              612.6             612.6 

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－7号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              484.3 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              484.3             484.3 

               計

            484.3 

               単価

          484.3 円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

            612.6 

               単価

          612.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－10号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              519.6 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              519.6             519.6 

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－9号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              839.3 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り       

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              839.3             839.3 

               計

            839.3 

               単価

          839.3 円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

            519.6 

               単価

          519.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－12号

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

m

        1            1,202   

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

著しく有り 1.5mm 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1            1,202             1,202   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－11号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              906.9 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り       

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              906.9             906.9 

               計

            906.9 

               単価

          906.9 円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,202   

               単価

        1,202   円／m

              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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－14号

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

性舗装有 白色 m

        1            1,151   

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1            1,151             1,151   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－13号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 90cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1            2,404   

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

著しく有り 1.5mm 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         2            1,202             2,404   

               計

          2,404   

               単価

        2,404   円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,151   

               単価

        1,151   円／m

              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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－16号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              771.6 

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

                                                

                                                ｍ         1              771.6             771.6 

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－15号

溶融式区画線 溶融式手動 自転車ﾏｰｸ 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

箇所

        1           16,290   

区画線設置 溶融式手動 自転車ﾏｰｸ 厚1.5mm 排水性舗装有 白

箇所         1           16,290            16,290   

               計

         16,290   

               単価

       16,290   円／箇所

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

            771.6 

               単価

          771.6 円／m

              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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-0

単－18号

建設機械運搬費

台

        1           63,530   

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

2.7km 無 有 1030円                              

                                                台         1           63,530            63,530   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

単－17号

交通誘導警備員

人日

      102           19,900   

交通誘導警備員Ａ

人日        34           21,580           733,720   

交通誘導警備員Ｂ

人日        68           19,060         1,296,080   

               計

      2,029,800   

               単価

       19,900   円／人日

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

         63,530   

               単価

       63,530   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,525   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻【福島地区】

 ｍ３       100            3,525           352,500   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

        352,500   

               単価

        3,525   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              484.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              309.75         309,750   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              172           147,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        46              140             6,440   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,300   

               計

        484,300   

               単価

          484.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用

ｍ

    1,000              612.6 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              309.75         309,750   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ       855              315           269,325   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        46              140             6,440   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             14,335   

               計

        612,600   

               単価

          612.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り       

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              839.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              495.6         495,600   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,695              172           291,540   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              360            18,000   

軽油  １．２号

Ｌ        74              140            10,360   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,300   

               計

        839,300   

               単価

          839.3 円／ｍ

              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

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              519.6 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              344.4         344,400   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              172           147,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        51              140             7,140   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,250   

               計

        519,600   

               単価

          519.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り       

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              906.9 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              561.75         561,750   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,695              172           291,540   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              360            18,000   

軽油  １．２号

Ｌ        84              140            11,760   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,350   

               計

        906,900   

               単価

          906.9 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

著しく有り 1.5mm 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,202   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              686.7         686,700   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     2,550              172           438,600   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              360            27,000   

軽油  １．２号

Ｌ       103              140            14,420   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             24,030   

               計

      1,202,000   

               単価

        1,202   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,151   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              774.9         929,880   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,026              172           176,472   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              360            10,800   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            140            19,488   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,860   

               計

      1,151,000   

               単価

        1,151   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



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）

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           19,060   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           19,057            19,057   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           21,580   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           21,577            21,577   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         21,580   

               単価

       21,580   円／人日

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         19,060   

               単価

       19,060   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-0

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

2.7km 無 有 1030円                              

                                                

台

        1           63,530   

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで

台         1           62,500            62,500   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）

台         1            1,030             1,030   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         63,530   

               単価

       63,530   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事

        1           50,750   

技術員

人         1.75        29,000            50,750   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

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- 20 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－2号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            2,623   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            2,623             2,623   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－1号

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無

m2

        1              689.4 

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用       

                                                

                                                 ｍ２         1              689.4             689.4 

               計

            689.4 

               単価

          689.4 円／m2

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          2,623   

               単価

        2,623   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－4号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 50mm 

3.0m超 m2

        1            1,707   

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

各種(2.30以上2.40t/m3未満)                      

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            1,707             1,707   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            2,585   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,585             2,585   

               計

          2,585   

               単価

        2,585   円／m3

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,707   

               単価

        1,707   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－6号

排水性舗装・表層（車道・路肩部） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50mm 2

.4m以上 m2

        1            1,905   

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

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

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            1,905             1,905   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－5号

中間層(車道・路肩部) ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2

        1            6,367   

排水性舗装・表層（車道・路肩部） 1.4m未満 50mm 有り                              

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

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            3,703             3,703   

導水ﾊﾟｲﾌﾟ φ20

ｍ         3.33           800             2,664   

               計

          6,367   

               単価

        6,367   円／m2

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,905   

               単価

        1,905   円／m2

              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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－8号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              839.3 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り       

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              839.3             839.3 

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－7号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              484.3 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              484.3             484.3 

               計

            484.3 

               単価

          484.3 円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

            839.3 

               単価

          839.3 円／m

              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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－10号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              906.9 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り       

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              906.9             906.9 

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－9号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              519.6 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              519.6             519.6 

               計

            519.6 

               単価

          519.6 円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

            906.9 

               単価

          906.9 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－12号

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

性舗装有 白色 m

        1            1,151   

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1            1,151             1,151   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－11号

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

m

        1            1,202   

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

著しく有り 1.5mm 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1            1,202             1,202   

               計

          1,202   

               単価

        1,202   円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,151   

               単価

        1,151   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－14号

溶融式区画線 溶融式手動 自転車ﾏｰｸ 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

箇所

        1           16,290   

区画線設置 溶融式手動 自転車ﾏｰｸ 厚1.5mm 排水性舗装有 白

箇所         1           16,290            16,290   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－13号

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

性舗装有 黄色 m

        1            1,305   

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              ｍ         1            1,305             1,305   

               計

          1,305   

               単価

        1,305   円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

         16,290   

               単価

       16,290   円／箇所

              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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

単－16号

交通誘導警備員

人日

       54           19,900   

交通誘導警備員Ａ

人日        18           21,580           388,440   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－15号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              771.6 

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

                                                

                                                ｍ         1              771.6             771.6 

               計

            771.6 

               単価

          771.6 円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

交通誘導警備員Ｂ

人日        36           19,060           686,160   

               計

      1,074,600   

               単価

       19,900   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-0

単－17号

建設機械運搬費

台

        1           64,560   

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

5.8km 無 有 2060円                              

                                                台         1           64,560            64,560   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

         64,560   

               単価

       64,560   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,585   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻【出城地区】

 ｍ３       100            2,585           258,500   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

        258,500   

               単価

        2,585   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              484.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              309.75         309,750   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              172           147,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        46              140             6,440   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,300   

               計

        484,300   

               単価

          484.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り       

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              839.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              495.6         495,600   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,695              172           291,540   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              360            18,000   

軽油  １．２号

Ｌ        74              140            10,360   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,300   

               計

        839,300   

               単価

          839.3 円／ｍ

              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

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              519.6 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              344.4         344,400   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              172           147,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        51              140             7,140   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,250   

               計

        519,600   

               単価

          519.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り       

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              906.9 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              561.75         561,750   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,695              172           291,540   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              360            18,000   

軽油  １．２号

Ｌ        84              140            11,760   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,350   

               計

        906,900   

               単価

          906.9 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

著しく有り 1.5mm 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,202   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              686.7         686,700   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     2,550              172           438,600   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              360            27,000   

軽油  １．２号

Ｌ       103              140            14,420   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             24,030   

               計

      1,202,000   

               単価

        1,202   円／ｍ

              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

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,151   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              774.9         929,880   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,026              172           176,472   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              360            10,800   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            140            19,488   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,860   

               計

      1,151,000   

               単価

        1,151   円／ｍ

              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

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              

ｍ

    1,000            1,305   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              774.9         929,880   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ     1,026              315           323,190   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              360            10,800   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            140            19,488   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             17,142   

               計

      1,305,000   

               単価

        1,305   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 37 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           19,060   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           19,057            19,057   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           21,580   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           21,577            21,577   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         21,580   

               単価

       21,580   円／人日

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         19,060   

               単価

       19,060   円／人日

              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

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-0

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

5.8km 無 有 2060円                              

                                                

台

        1           64,560   

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで

台         1           62,500            62,500   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）

台         1            2,060             2,060   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         64,560   

               単価

       64,560   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 39 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－2号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            1,437   

殻運搬（路面切削） 有り 5.5km以下 全ての費用                       

                                                

                                                 ｍ３         1            1,437             1,437   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－1号

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無

m2

        1              689.4 

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用       

                                                

                                                 ｍ２         1              689.4             689.4 

               計

            689.4 

               単価

          689.4 円／m2

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,437   

               単価

        1,437   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－4号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 50mm 

3.0m超 m2

        1            1,707   

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

各種(2.30以上2.40t/m3未満)                      

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            1,707             1,707   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            3,525   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,525             3,525   

               計

          3,525   

               単価

        3,525   円／m3

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,707   

               単価

        1,707   円／m2

              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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－6号

排水性舗装・表層（車道・路肩部） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50mm 2

.4m以上 m2

        1            1,905   

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

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

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            1,905             1,905   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－5号

中間層(車道・路肩部) ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2

        1            6,367   

排水性舗装・表層（車道・路肩部） 1.4m未満 50mm 有り                              

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

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            3,703             3,703   

導水ﾊﾟｲﾌﾟ φ20

ｍ         3.33           800             2,664   

               計

          6,367   

               単価

        6,367   円／m2

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,905   

               単価

        1,905   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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－8号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              519.6 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              519.6             519.6 

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－7号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              484.3 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              484.3             484.3 

               計

            484.3 

               単価

          484.3 円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

            519.6 

               単価

          519.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 43 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

単－10号

交通誘導警備員

人日

       24           19,900   

交通誘導警備員Ａ

人日         8           21,580           172,640   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－9号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              771.6 

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

                                                

                                                ｍ         1              771.6             771.6 

               計

            771.6 

               単価

          771.6 円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

交通誘導警備員Ｂ

人日        16           19,060           304,960   

               計

        477,600   

               単価

       19,900   円／人日

              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

１次単価表 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-0

単－11号

建設機械運搬費

台

        1           65,590   

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

6.8km 無 有 3090円                              

                                                台         1           65,590            65,590   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

         65,590   

               単価

       65,590   円／台

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,525   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻【北津守地区】

 ｍ３       100            3,525           352,500   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

        352,500   

               単価

        3,525   円／ｍ３

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              484.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              309.75         309,750   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              172           147,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        46              140             6,440   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,300   

               計

        484,300   

               単価

          484.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              519.6 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              344.4         344,400   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              172           147,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        51              140             7,140   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,250   

               計

        519,600   

               単価

          519.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 48 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           19,060   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           19,057            19,057   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           21,580   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           21,577            21,577   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         21,580   

               単価

       21,580   円／人日

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         19,060   

               単価

       19,060   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-0

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

6.8km 無 有 3090円                              

                                                

台

        1           65,590   

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで

台         1           62,500            62,500   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）

台         1            3,090             3,090   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         65,590   

               単価

       65,590   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 50 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－2号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            1,686   

殻運搬（路面切削） 有り 6.5km以下 全ての費用                       

                                                

                                                 ｍ３         1            1,686             1,686   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－1号

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無

m2

        1              689.4 

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用       

                                                

                                                 ｍ２         1              689.4             689.4 

               計

            689.4 

               単価

          689.4 円／m2

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,686   

               単価

        1,686   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 51 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－4号

橋面防水

m2

        1            2,718   

塗膜系防水 補修 有 20.5m/100m2 有                          

38.1m/100m2 有                                  

                                                 ｍ２         1            2,718             2,718   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            3,525   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,525             3,525   

               計

          3,525   

               単価

        3,525   円／m3

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          2,718   

               単価

        2,718   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 52 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－6号

表層(車道・路肩部) 密粒ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ(20)DS5000 舗装厚 40mm 3.0m

超 m2

        1            1,532   

表層（車道・路肩部） 3.0m超 40mm                                     

各種(2.30以上2.40t/m3未満)                      

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            1,532             1,532   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－5号

基層(車道・路肩部) 再生密粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 40mm 

3.0m超 m2

        1            1,377   

基層（車道・路肩部） 3.0m超 40mm                                     

各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し                 

全ての費用                                       ｍ２         1            1,377             1,377   

               計

          1,377   

               単価

        1,377   円／m2

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,532   

               単価

        1,532   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 53 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－8号

中間層(車道・路肩部) ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2

        1            6,367   

排水性舗装・表層（車道・路肩部） 1.4m未満 50mm 有り                              

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

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            3,703             3,703   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－7号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 50mm 

3.0m超 m2

        1            1,707   

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

各種(2.30以上2.40t/m3未満)                      

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            1,707             1,707   

               計

          1,707   

               単価

        1,707   円／m2

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

導水ﾊﾟｲﾌﾟ φ20

ｍ         3.33           800             2,664   

               計

          6,367   

               単価

        6,367   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 54 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－10号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              484.3 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              484.3             484.3 

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－9号

排水性舗装・表層（車道・路肩部） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50mm 2

.4m以上 m2

        1            1,905   

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

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

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            1,905             1,905   

               計

          1,905   

               単価

        1,905   円／m2

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

            484.3 

               単価

          484.3 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 55 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－12号

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

m

        1            1,202   

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

著しく有り 1.5mm 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1            1,202             1,202   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－11号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              519.6 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              519.6             519.6 

               計

            519.6 

               単価

          519.6 円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,202   

               単価

        1,202   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 56 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－14号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色

m

        1              417.7 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              417.7             417.7 

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－13号

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

性舗装有 白色 m

        1            1,151   

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1            1,151             1,151   

               計

          1,151   

               単価

        1,151   円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

            417.7 

               単価

          417.7 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－16号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              771.6 

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

                                                

                                                ｍ         1              771.6             771.6 

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－15号

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

性舗装無 白色 m

        1            1,044   

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1            1,044             1,044   

               計

          1,044   

               単価

        1,044   円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

            771.6 

               単価

          771.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-0

単－18号

建設機械運搬費

台

        1           65,590   

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

7km 無 有 3090円                                

                                                台         1           65,590            65,590   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

単－17号

交通誘導警備員

人日

       84           19,900   

交通誘導警備員Ａ

人日        28           21,580           604,240   

交通誘導警備員Ｂ

人日        56           19,060         1,067,360   

               計

      1,671,600   

               単価

       19,900   円／人日

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

         65,590   

               単価

       65,590   円／台

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,525   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻【市岡地区】

 ｍ３       100            3,525           352,500   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

        352,500   

               単価

        3,525   円／ｍ３

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

塗膜系防水 補修 有 20.5m/100m2 有                          

38.1m/100m2 有                                  

                                                

 ｍ２

      100            2,718   

橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系） 補修

 ｍ２       100            2,357.73         235,773   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

導水ﾊﾟｲﾌﾟ φ20

ｍ        21.525           800            17,220   

目地材 橋面防水用 舗装幅40mm×厚5mm

ｍ        40.005           470            18,802   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

        271,800   

               単価

        2,718   円／ｍ２

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              484.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              309.75         309,750   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              172           147,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        46              140             6,440   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,300   

               計

        484,300   

               単価

          484.3 円／ｍ

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              519.6 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              344.4         344,400   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              172           147,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        51              140             7,140   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,250   

               計

        519,600   

               単価

          519.6 円／ｍ

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

著しく有り 1.5mm 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,202   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              686.7         686,700   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     2,550              172           438,600   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              360            27,000   

軽油  １．２号

Ｌ       103              140            14,420   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             24,030   

               計

      1,202,000   

               単価

        1,202   円／ｍ

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,151   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              774.9         929,880   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,026              172           176,472   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              360            10,800   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            140            19,488   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,860   

               計

      1,151,000   

               単価

        1,151   円／ｍ

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              417.7 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              295           295,000   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       570              172            98,040   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        44              140             6,160   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,750   

               計

        417,700   

               単価

          417.7 円／ｍ

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,044   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              738           885,600   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       684              172           117,648   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              360            10,800   

軽油  １．２号

Ｌ       132              140            18,480   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              6,972   

               計

      1,044,000   

               単価

        1,044   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -



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）

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           19,060   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           19,057            19,057   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           21,580   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           21,577            21,577   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         21,580   

               単価

       21,580   円／人日

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         19,060   

               単価

       19,060   円／人日

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-0

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

7km 無 有 3090円                                

                                                

台

        1           65,590   

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで

台         1           62,500            62,500   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）

台         1            3,090             3,090   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         65,590   

               単価

       65,590   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 69 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－2号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            2,186   

殻運搬（路面切削） 有り 9.5km以下 全ての費用                       

                                                

                                                 ｍ３         1            2,186             2,186   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－1号

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無

m2

        1              689.4 

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用       

                                                

                                                 ｍ２         1              689.4             689.4 

               計

            689.4 

               単価

          689.4 円／m2

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          2,186   

               単価

        2,186   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 70 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－4号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 50mm 

3.0m超 m2

        1            1,707   

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

各種(2.30以上2.40t/m3未満)                      

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            1,707             1,707   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            3,525   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,525             3,525   

               計

          3,525   

               単価

        3,525   円／m3

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,707   

               単価

        1,707   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 71 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－6号

排水性舗装・表層（車道・路肩部） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50mm 2

.4m以上 m2

        1            1,905   

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

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

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            1,905             1,905   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－5号

中間層(車道・路肩部) ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2

        1            6,367   

排水性舗装・表層（車道・路肩部） 1.4m未満 50mm 有り                              

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

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            3,703             3,703   

導水ﾊﾟｲﾌﾟ φ20

ｍ         3.33           800             2,664   

               計

          6,367   

               単価

        6,367   円／m2

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,905   

               単価

        1,905   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 72 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－8号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              519.6 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              519.6             519.6 

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－7号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              484.3 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              484.3             484.3 

               計

            484.3 

               単価

          484.3 円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

            519.6 

               単価

          519.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 73 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－10号

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

性舗装有 白色 m

        1            1,151   

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1            1,151             1,151   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－9号

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

m

        1            1,202   

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

著しく有り 1.5mm 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1            1,202             1,202   

               計

          1,202   

               単価

        1,202   円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,151   

               単価

        1,151   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 74 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－12号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              771.6 

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

                                                

                                                ｍ         1              771.6             771.6 

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－11号

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

性舗装有 黄色 m

        1            1,305   

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              ｍ         1            1,305             1,305   

               計

          1,305   

               単価

        1,305   円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

            771.6 

               単価

          771.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 75 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-0

単－14号

建設機械運搬費

台

        1           62,920   

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

0.9km 無 有 412円                               

                                                台         1           62,920            62,920   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

単－13号

交通誘導警備員

人日

       36           19,900   

交通誘導警備員Ａ

人日        12           21,580           258,960   

交通誘導警備員Ｂ

人日        24           19,060           457,440   

               計

        716,400   

               単価

       19,900   円／人日

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

         62,920   

               単価

       62,920   円／台

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,525   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻【梅田地区】

 ｍ３       100            3,525           352,500   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

        352,500   

               単価

        3,525   円／ｍ３

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              484.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              309.75         309,750   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              172           147,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        46              140             6,440   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,300   

               計

        484,300   

               単価

          484.3 円／ｍ

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              519.6 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              344.4         344,400   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              172           147,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        51              140             7,140   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,250   

               計

        519,600   

               単価

          519.6 円／ｍ

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

著しく有り 1.5mm 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,202   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              686.7         686,700   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     2,550              172           438,600   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              360            27,000   

軽油  １．２号

Ｌ       103              140            14,420   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             24,030   

               計

      1,202,000   

               単価

        1,202   円／ｍ

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,151   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              774.9         929,880   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,026              172           176,472   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              360            10,800   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            140            19,488   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,860   

               計

      1,151,000   

               単価

        1,151   円／ｍ

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              

ｍ

    1,000            1,305   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              774.9         929,880   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ     1,026              315           323,190   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              360            10,800   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            140            19,488   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             17,142   

               計

      1,305,000   

               単価

        1,305   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 82 -



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）

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           19,060   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           19,057            19,057   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           21,580   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           21,577            21,577   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         21,580   

               単価

       21,580   円／人日

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         19,060   

               単価

       19,060   円／人日

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-0

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

0.9km 無 有 412円                               

                                                

台

        1           62,920   

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで

台         1           62,500            62,500   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）

台         1              412               412   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  8   

               計

         62,920   

               単価

       62,920   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 84 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－2号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            1,749   

殻運搬（路面切削） 有り 7.5km以下 全ての費用                       

                                                

                                                 ｍ３         1            1,749             1,749   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－1号

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無

m2

        1              689.4 

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用       

                                                

                                                 ｍ２         1              689.4             689.4 

               計

            689.4 

               単価

          689.4 円／m2

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,749   

               単価

        1,749   円／m3

              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

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－4号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 50mm 

3.0m超 m2

        1            1,707   

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

各種(2.30以上2.40t/m3未満)                      

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            1,707             1,707   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            2,585   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,585             2,585   

               計

          2,585   

               単価

        2,585   円／m3

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,707   

               単価

        1,707   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

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－6号

排水性舗装・表層（車道・路肩部） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50mm 2

.4m以上 m2

        1            1,905   

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

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

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            1,905             1,905   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－5号

中間層(車道・路肩部) ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2

        1            6,367   

排水性舗装・表層（車道・路肩部） 1.4m未満 50mm 有り                              

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

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            3,703             3,703   

導水ﾊﾟｲﾌﾟ φ20

ｍ         3.33           800             2,664   

               計

          6,367   

               単価

        6,367   円／m2

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,905   

               単価

        1,905   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

１次単価表

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－8号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 黄色

m

        1              612.6 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 ｍ         1              612.6             612.6 

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－7号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              484.3 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              484.3             484.3 

               計

            484.3 

               単価

          484.3 円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

            612.6 

               単価

          612.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 88 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－10号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              906.9 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り       

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              906.9             906.9 

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－9号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              519.6 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              519.6             519.6 

               計

            519.6 

               単価

          519.6 円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

            906.9 

               単価

          906.9 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 89 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－12号

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

m

        1            1,202   

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

著しく有り 1.5mm 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1            1,202             1,202   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－11号

溶融式区画線 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              540   

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm                

著しく有り 1.5mm 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1              540               540   

               計

            540   

               単価

          540   円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,202   

               単価

        1,202   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 90 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－14号

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

性舗装有 黄色 m

        1            1,305   

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              ｍ         1            1,305             1,305   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－13号

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

性舗装有 白色 m

        1            1,151   

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1            1,151             1,151   

               計

          1,151   

               単価

        1,151   円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,305   

               単価

        1,305   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 91 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

単－16号

交通誘導警備員

人日

       48           19,900   

交通誘導警備員Ａ

人日        16           21,580           345,280   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－15号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              771.6 

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

                                                

                                                ｍ         1              771.6             771.6 

               計

            771.6 

               単価

          771.6 円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

交通誘導警備員Ｂ

人日        32           19,060           609,920   

               計

        955,200   

               単価

       19,900   円／人日

              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

１次単価表 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-0

単－17号

建設機械運搬費

台

        1           66,620   

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

9.5km 無 有 4120円                              

                                                台         1           66,620            66,620   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

         66,620   

               単価

       66,620   円／台

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,585   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻【平野馬場地区】

 ｍ３       100            2,585           258,500   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

        258,500   

               単価

        2,585   円／ｍ３

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              484.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              309.75         309,750   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              172           147,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        46              140             6,440   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,300   

               計

        484,300   

               単価

          484.3 円／ｍ

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18%                   

黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用

ｍ

    1,000              612.6 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              309.75         309,750   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ       855              315           269,325   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        46              140             6,440   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             14,335   

               計

        612,600   

               単価

          612.6 円／ｍ

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              519.6 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              344.4         344,400   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              172           147,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        51              140             7,140   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,250   

               計

        519,600   

               単価

          519.6 円／ｍ

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り       

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              906.9 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              561.75         561,750   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,695              172           291,540   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              360            18,000   

軽油  １．２号

Ｌ        84              140            11,760   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,350   

               計

        906,900   

               単価

          906.9 円／ｍ

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

区画線設置 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm                

著しく有り 1.5mm 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000              540   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              364.35         364,350   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              172           147,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        54              140             7,560   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,280   

               計

        540,000   

               単価

          540   円／ｍ

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

著しく有り 1.5mm 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,202   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              686.7         686,700   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     2,550              172           438,600   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              360            27,000   

軽油  １．２号

Ｌ       103              140            14,420   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             24,030   

               計

      1,202,000   

               単価

        1,202   円／ｍ

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,151   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              774.9         929,880   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,026              172           176,472   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              360            10,800   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            140            19,488   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,860   

               計

      1,151,000   

               単価

        1,151   円／ｍ

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              

ｍ

    1,000            1,305   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              774.9         929,880   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ     1,026              315           323,190   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              360            10,800   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            140            19,488   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             17,142   

               計

      1,305,000   

               単価

        1,305   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 102 -



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）

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           19,060   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           19,057            19,057   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           21,580   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           21,577            21,577   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         21,580   

               単価

       21,580   円／人日

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         19,060   

               単価

       19,060   円／人日

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-0

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

9.5km 無 有 4120円                              

                                                

台

        1           66,620   

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで

台         1           62,500            62,500   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）

台         1            4,120             4,120   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         66,620   

               単価

       66,620   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 104 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－2号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            1,374   

殻運搬（路面切削） 有り 5.0km以下 全ての費用                       

                                                

                                                 ｍ３         1            1,374             1,374   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－1号

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無

m2

        1              689.4 

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用       

                                                

                                                 ｍ２         1              689.4             689.4 

               計

            689.4 

               単価

          689.4 円／m2

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,374   

               単価

        1,374   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 105 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－4号

中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度Asﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS3000 舗装厚 50mm 

3.0m超 m2

        1            1,707   

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

各種(2.30以上2.40t/m3未満)                      

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            1,707             1,707   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－3号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            4,700   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            4,700             4,700   

               計

          4,700   

               単価

        4,700   円／m3

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,707   

               単価

        1,707   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 106 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－6号

排水性舗装・表層（車道・路肩部） ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 50mm 2

.4m以上 m2

        1            1,905   

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

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

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            1,905             1,905   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－5号

中間層(車道・路肩部) ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2

        1            6,367   

排水性舗装・表層（車道・路肩部） 1.4m未満 50mm 有り                              

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

ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)                              ｍ２         1            3,703             3,703   

導水ﾊﾟｲﾌﾟ φ20

ｍ         3.33           800             2,664   

               計

          6,367   

               単価

        6,367   円／m2

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,905   

               単価

        1,905   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 107 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－8号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              519.6 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              519.6             519.6 

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－7号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              484.3 

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              484.3             484.3 

               計

            484.3 

               単価

          484.3 円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

            519.6 

               単価

          519.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 108 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－10号

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

m

        1            1,202   

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

著しく有り 1.5mm 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1            1,202             1,202   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－9号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色

m

        1              906.9 

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り       

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              906.9             906.9 

               計

            906.9 

               単価

          906.9 円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,202   

               単価

        1,202   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 109 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－12号

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

性舗装有 黄色 m

        1            1,305   

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              ｍ         1            1,305             1,305   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－11号

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

性舗装有 白色 m

        1            1,151   

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1            1,151             1,151   

               計

          1,151   

               単価

        1,151   円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

          1,305   

               単価

        1,305   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 110 -



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

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

単－14号

交通誘導警備員

人日

       60           19,900   

交通誘導警備員Ａ

人日        20           21,580           431,600   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

単－13号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              771.6 

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

                                                

                                                ｍ         1              771.6             771.6 

               計

            771.6 

               単価

          771.6 円／m

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

交通誘導警備員Ｂ

人日        40           19,060           762,400   

               計

      1,194,000   

               単価

       19,900   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 111 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-0

単－15号

建設機械運搬費

台

        1           68,680   

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

14.2km 無 有 6180円                             

                                                台         1           68,680            68,680   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

         68,680   

               単価

       68,680   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 112 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            4,700   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)【蔀屋新町地区】

 ｍ３       100            4,700           470,000   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

               計

        470,000   

               単価

        4,700   円／ｍ３

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              484.3 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              309.75         309,750   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              172           147,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        46              140             6,440   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,300   

               計

        484,300   

               単価

          484.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 114 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              519.6 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              344.4         344,400   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ       855              172           147,060   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              150             3,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              360             9,000   

軽油  １．２号

Ｌ        51              140             7,140   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,250   

               計

        519,600   

               単価

          519.6 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

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

区画線設置 有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り       

1.5mm 有り 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              906.9 

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線30cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              561.75         561,750   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,695              172           291,540   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              150             7,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              360            18,000   

軽油  １．２号

Ｌ        84              140            11,760   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,350   

               計

        906,900   

               単価

          906.9 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 116 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

著しく有り 1.5mm 有り 無し                      

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,202   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける

ｍ     1,000              686.7         686,700   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     2,550              172           438,600   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              150            11,250   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              360            27,000   

軽油  １．２号

Ｌ       103              140            14,420   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             24,030   

               計

      1,202,000   

               単価

        1,202   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 117 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000            1,151   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              774.9         929,880   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,026              172           176,472   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              360            10,800   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            140            19,488   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              9,860   

               計

      1,151,000   

               単価

        1,151   円／ｍ

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-71

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

15cm換算 著しく有り 1.5mm 有り 無し             

含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー              

ｍ

    1,000            1,305   

区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける

ｍ     1,200              774.9         929,880   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー　溶融

ｋｇ     1,026              315           323,190   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              150             4,500   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              360            10,800   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            140            19,488   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             17,142   

               計

      1,305,000   

               単価

        1,305   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 119 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           19,060   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           19,057            19,057   

2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           21,580   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           21,577            21,577   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         21,580   

               単価

       21,580   円／人日

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  3   

               計

         19,060   

               単価

       19,060   円／人日

              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） 2022.05

2022.05

1.000-00-00-2-0

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

14.2km 無 有 6180円                             

                                                

台

        1           68,680   

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで

台         1           62,500            62,500   

[(自)大阪府大阪市西成区出城１丁目地先　　　　　　]

貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）

台         1            6,180             6,180   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         68,680   

               単価

       68,680   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 121 -


