
 

 

令和４年７月２６日（令和４年８月３日） 

 
 

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 

【工事設計書（公表資料）】 
 

福知山河川国道事務所 

 

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

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事

鏡

(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(至)京都府福知山市夜久野町小倉地先

　１）　発注年月　　　　　令和 4年 6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　２）　事務所名　　　　　福知山河川国道事務所　道路管理課        　　　　　

　３）　工事番号　　　　　3560010005　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　５）　変更回数　　　　　  0回 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　６）　主 工 種　　　　　道路維持工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　７）　工 事 量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　８）　工    期　　　　　  189日間 　　　　自　　　令和 4年 7月27日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 5年 1月31日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　船井郡　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 4年 5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 6月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2022年 6月　　　　　　　　　　　　　　　　

１６）　前請負工事費　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１７）　前請負代金額　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１８）　調 整 区 分 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

１９）　共通仮設費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０）　現場管理費対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２１）　一般管理費等対象額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２２）　処 分 費 等 　　　　　　　      3,435,935 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 4年 5月10日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　
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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

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

道路改良

(豊田地区)

式         1         16,928,877

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

　道路土工

　

式         1          3,335,713

　　掘削工

　　

式         1            197,248

　　　掘削

　　　

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無

 障害無 5,000m3未満

m3       640              308.2         197,248

単-1号

　　路体盛土工

　　

式         1             22,135

　　　路体(築堤)盛土

　　　

2.5m未満

m3         3            5,573            16,719

単-2号

　　　路体(築堤)盛土

　　　

4.0m以上

m3        27              200.6           5,416

単-3号

　　路床盛土工

　　

式         1              6,020

　　　路床盛土

　　　

2.5m以上4.0m未満

m3         8              752.5           6,020

単-4号

　　残土処理工

　　

式         1          3,110,310

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り含

む)

m3       630            1,697         1,069,110

単-5号

　　　残土等処分

　　　

m3       630            3,240         2,041,200

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

単価

設計内訳書

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　擁壁工

　

式         1            834,897

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

　　作業土工

　　

式         1            125,580

　　　床掘り

　　　

土砂

m3        30            1,928            57,840

単-7号

　　　埋戻し

　　　

土砂 上記以外(小規模

)

m3        20            3,387            67,740

単-8号

　　場所打擁壁工(構造物単位)

　　

式         1            709,317

　　　重力式擁壁

　　　(GW15)

1mを超え2m未満 18-8-

40(高炉)

m3         7           44,660           312,620

単-9号

　　　重力式擁壁

　　　(GW16)

1mを超え2m未満 18-8-

40(高炉)

m3         8           44,660           357,280

単-10号

　　　重力式擁壁

　　　(GW16)

0.5m以上0.6m未満 18-

8-40(高炉)

m3         0.4         92,620            37,048

単-11号

　　　補強筋

　　　

SD345 D13

t         0.01       236,900             2,369

単-12号

　排水構造物工

　

式         1          4,622,052

　　作業土工

　　

式         1            323,590

　　　床掘り

　　　

土砂

m3        80            1,928           154,240

単-13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

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　埋戻し

　　　

土砂 上記以外(小規模

)

m3        50            3,387           169,350

単-14号

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

　　側溝工

　　

式         1            501,866

　　　自由勾配側溝

　　　

B500×H1200×L2000(

土留用)

m         8           60,160           481,280

単-15号

　　　側溝蓋

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側

溝用) B500用

枚         6            3,431            20,586

単-16号

　　街渠工

　　

式         1          2,045,052

　　　L型街渠

　　　

A型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 

180/230×250×600(両

面R) 18-8-40(高炉) m        74           13,500           999,000

単-17号

　　　L型街渠

　　　

A-1型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯ

ｸ 180/230×250×600(

両面R) 18-8-40(高炉) m         3            8,454            25,362

単-18号

　　　L型街渠

　　　

B型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 

180/190×100×600(片

面R) 18-8-40(高炉) m        54           10,540           569,160

単-19号

　　　L型街渠

　　　

B-1型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯ

ｸ 180/190×100×600(

片面R) 18-8-40(高炉) m         3            6,291            18,873

単-20号

　　　L型街渠

　　　

BN型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

 180/230～190×250～

100×600(両面R) 18-8

-40(高炉) m         8           14,150           113,200

単-21号

　　　L型街渠

　　　

B-1N型 歩車道境界ﾌﾞﾛ

ｯｸ 180/230～190×250

～100×600(両面R) 18

-8-40(高炉) m         0.6          9,129             5,477

単-22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

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　L型街渠

　　　

C型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 

180/190×100×600(片

面R) 18-8-40(高炉) m        26           10,440           271,440

単-23号

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

　　　L型街渠

　　　

CN型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

 180/230～190×250～

100×600(両面R) 18-8

-40(高炉) m         3           14,180            42,540

単-24号

　　管渠工

　　

式         1            415,384

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

　　　

φ300

m        11           11,900           130,900

単-25号

　　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

　　　

φ600

m         6           25,980           155,880

単-26号

　　　横断管渠

　　　

VPφ200

m        28            4,593           128,604

単-27号

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　

式         1          1,336,160

　　　現場打ち街渠桝

　　　

A型 400×500×790 18

-8-40(高炉)

箇所         6           71,460           428,760

単-28号

　　　現場打ち街渠桝

　　　

B型 400×500×790 18

-8-40(高炉)

箇所         3           68,320           204,960

単-29号

　　　現場打ち街渠桝

　　　

C型 350×600×700 18

-8-40(高炉)

箇所         1           52,920            52,920

単-30号

　　　現場打ち集水桝

　　　

G1-B800×L800×H1500

 18-8-40(高炉)

箇所         1          153,000           153,000

単-31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

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　蓋

　　　

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×500

用 T-25 普通目 180°

開閉式 ﾎﾞﾙﾄ固定 枚         9           40,540           364,860

単-32号

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

　　　蓋

　　　

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×600

用 T-25 普通目 180°

開閉式 ﾎﾞﾙﾄ固定 枚         1           51,330            51,330

単-33号

　　　蓋

　　　

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800

用 T-14 細目 ﾎﾞﾙﾄ固

定式 枚         1           80,330            80,330

単-34号

　構造物撤去工

　

式         1          2,773,535

　　防護柵撤去工

　　

式         1            105,648

　　　防護柵撤去

　　　

多目的防護柵 H=800 

給水式

m        87            1,188           103,356

単-35号

　　　橋梁用防護柵撤去

　　　

H=850 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

m         2            1,146             2,292

単-36号

　　構造物取壊し工

　　

式         1          1,166,907

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物 機械施工

m3        14            7,534           105,476

単-37号

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

鉄筋構造物 人力施工

m3         0.1         50,240             5,024

単-38号

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m        36              547.8          19,720

単-39号

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを

超え30cm以下

m        21            1,348            28,308

単-40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

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　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       847              542.7         459,666

単-41号

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版

厚 15cm以下

m2     1,320              168.6         222,552

単-42号

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版

厚 15cmを超え40cm以

下 m2       660              483.2         318,912

単-43号

　　　舗装版破砕

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版

厚 15cm以下

m2        43              168.6           7,249

単-44号

　　道路付属施設撤去工

　　

式         1             14,230

　　　車線分離標撤去

　　　

貼付式 10本以上30本

未満

本        10            1,423            14,230

単-45号

　　運搬処理工

　　

式         1          1,486,750

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        14            1,424            19,936

単-46号

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3         0.1          4,881               488

単-47号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3       204            2,206           450,024

単-48号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       101            1,440           145,440

単-49号

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 舗装

版破砕

m3         4            2,703            10,812

単-50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

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        18            3,525            63,450

単-51号

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3         0.1          5,000               500

単-52号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3       204            2,245           457,980

単-53号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3       101            1,880           189,880

単-54号

　　　現場発生品運搬

　　　

多目的防護柵

回         5           22,840           114,200

単-55号

　　　現場発生品運搬

　　　

車線分離標､橋梁用防

護柵部材

回         1           34,040            34,040

単-56号

　仮設工

　

式         1          5,362,680

　　交通管理工

　　

式         1          5,362,680

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員A

人日       138           14,700         2,028,600

単-57号

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員B

人日       276           12,080         3,334,080

単-58号

舗装

式         1         11,428,190

　舗装工

　

式         1         10,995,711
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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

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　路面切削工

　　

式         1             53,107

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

　　　路面切削

　　　

全面切削6cm以下 段差

すりつけ撤去作業無

m2        82              485.7          39,827

単-59号

　　　殻運搬(路面切削)

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3         4            1,440             5,760

単-60号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3         4            1,880             7,520

単-61号

　　舗装準備工

　　

式         1            126,828

　　　不陸整正

　　　

補足材無し

m2     1,170              108.4         126,828

単-62号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(車道部)

式         1          8,573,493

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 150mm

m2     1,170              628.4         735,228

単-63号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生粒度調整砕石 RM-

30 仕上り厚 150mm

m2     1,170              669.5         783,315

単-64号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生瀝青安定処理材(2

5) 仕上り厚 90mm 3.0

 m超 m2     1,170            2,565         3,001,050

単-65号

　　　基層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 3

.0m超 m2     1,170            1,545         1,807,650

単-66号

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



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

単価

設計内訳書

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 

目標DS≧3000 舗装厚 

50mm 3.0m超 m2     1,250            1,797         2,246,250

単-67号

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(支道部)

式         1             96,360

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 100mm

m2        36              494.6          17,805

単-68号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生粒度調整砕石 RM-

30 仕上り厚 100mm

m2        36              522.1          18,795

単-69号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 3

.0m超 m2        36            1,660            59,760

単-70号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(町道部)

式         1            141,712

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 150mm

m2        46              628.4          28,906

単-71号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生粒度調整砕石 RM-

30 仕上り厚 150mm

m2        47              669.5          31,466

単-72号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 3

.0m超 m2        49            1,660            81,340

単-73号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(乗入Ⅰ種部)

式         1            614,076

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 250mm

m2       216            1,125           243,000

単-74号
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福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m以上3.0m以下 m2       149            1,744           259,856

単-75号

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 3

.0m超 m2        67            1,660           111,220

単-76号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(乗入Ⅲ種部)

式         1            268,155

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 300mm

m2        45            1,259            56,655

単-77号

　　　基層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

舗装厚 100mm 3.0m超

m2        45            3,118           140,310

単-78号

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 3

.0m超 m2        45            1,582            71,190

単-79号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(歩道部)

式         1          1,121,980

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 100mm

m2       481              813.6         391,341

単-80号

　　　表層(歩道部)

　　　

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(13) 舗装厚 40mm 1

.4m以上 m2       481            1,519           730,639

単-81号

　縁石工

　

式         1              5,243

　　縁石工

　　

式         1              5,243

　　　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

C種(150×150×600)

m         0.9          5,826             5,243

単-82号

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



金額増減金額数量単位規格工事区分・工種・種別・細別 摘要数量増減
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福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　防護柵工

　

式         1             84,200

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

　　路側防護柵工

　　

式         1             71,250

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

　　　

Gr-C-2B(景観塗装) 21

m未満 曲線部補正無

m         5           14,250            71,250

単-83号

　　橋梁用防護柵工

　　

式         1             12,950

　　　橋梁用防護柵

　　　

H=850 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(発

生品)

m         0.8         11,870             9,496

単-84号

　　　地覆

　　　

24-12-25(20)(普通)

m         0.5          6,908             3,454

単-85号

　区画線工

　

式         1            343,036

　　区画線工

　　

式         1            343,036

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 白色 排水性

舗装無 m       330              300.6          99,198

単-86号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 厚1.5mm 白色 排水

性舗装無 m        21              754.2          15,838

単-87号

　　　高視認性区画線

　　　

ﾘﾌﾞ式(溶融式ﾄﾞｯﾄ) 実

線 30cm 黄色

m       160            1,425           228,000

単-88号

通信設備

式         1          2,074,672
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福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　有線通信設備工

　

式         1          2,074,672

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

　　光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工

　　

式         1          2,053,872

　　　光地中配線

　　　(再使用撤去)

光ｹｰﾌﾞﾙ SM-100C

m     1,160              311.7         361,572

単-89号

　　　光地中配線

　　　(再使用撤去)

光ｹｰﾌﾞﾙ DSF-120C

m     1,160              311.7         361,572

単-90号

　　　光地中配線

　　　

光ｹｰﾌﾞﾙ SM-100C(支給

品)

m     1,170              311.7         364,689

単-91号

　　　光地中配線

　　　

光ｹｰﾌﾞﾙ DSF-120C(支

給品)

m     1,170              311.7         364,689

単-92号

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ接続

　　　

直線接続 25芯以下

箇所         2           69,810           139,620

単-93号

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ接続

　　　

直線接続 30芯以下

箇所         2           75,620           151,240

単-94号

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ試験

　　　

伝送損失試験 100心以

下

方向         1           51,190            51,190

単-95号

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ試験

　　　

伝送損失試験 120心以

下

方向         1           58,170            58,170

単-96号

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ試験

　　　

接続損失試験 100心以

下

対向         1           81,440            81,440

単-97号

　　　光ｹｰﾌﾞﾙ試験

　　　

接続損失試験 120心以

下

対向         1           98,890            98,890

単-98号
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福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　支給品運搬

　　　

光ｹｰﾌﾞﾙ

回         1           20,800            20,800

単-99号

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

　　運搬処理工

　　

式         1             20,800

　　　現場発生品運搬

　　　

光ｹｰﾌﾞﾙ

回         1           20,800            20,800

単-100号

直接工事費

式         1         30,431,739

共通仮設費

式         1          4,472,950

　共通仮設費

　

式         1            594,950

　　運搬費

　　

式         1            193,200

　　　建設機械運搬費

　　　

台         1          193,200           193,200

単-101号

　　技術管理費

　　

式         1             50,750

　　　道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

　　　

工事         1           50,750            50,750

単-102号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            351,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          3,878,000
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工事区分
事業区分工事名

単価

設計内訳書

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

純工事費

式         1         34,904,689

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

　現場管理費

　

式         1         18,631,000

工事原価

式         1        112,209,464

　一般管理費等

　

式         1         17,170,536

工事価格

式         1        129,380,000

消費税相当額

式         1         12,938,000

工事費計

式         1        142,318,000
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福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

道路改良

(西原地区)

式         1          8,610,618

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

　道路土工

　

式         1            175,480

　　掘削工

　　

式         1             44,800

　　　掘削

　　　

土砂 小規模(標準以外

)

m3        20            2,240            44,800

単-1号

　　残土処理工

　　

式         1            130,680

　　　土砂等運搬

　　　

土砂(岩塊･玉石混り土

含む)

m3        20            3,534            70,680

単-2号

　　　残土等処分

　　　

m3        20            3,000            60,000

単-3号

　排水構造物工

　

式         1          4,592,173

　　作業土工

　　

式         1            178,730

　　　床掘り

　　　

土砂

m3        40            1,928            77,120

単-4号

　　　埋戻し

　　　

土砂 上記以外(小規模

)

m3        30            3,387           101,610

単-5号

　　側溝工

　　

式         1          3,256,648

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



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
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福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝

　　　

PB型 B500×H200×T20

0

m        46           14,810           681,260

単-6号

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝

　　　

PF型 B500×H50×T200

m         3           21,640            64,920

単-7号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝

　　　

PFS型 B500×H200～50

×T200

m         1           30,890            30,890

単-8号

　　　L型側溝

　　　

NS型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

 180/190×100×600(

片面R) 18-8-40(高炉) m         5           10,170            50,850

単-9号

　　　L型側溝

　　　

N1S型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯ

ｸ 180/230～190×250

～100×600(両面R) 18

-8-40(高炉) m         0.6         13,630             8,178

単-10号

　　　管(函)渠型側溝

　　　

D300(標準型)

m        75           20,010         1,500,750

単-11号

　　　管(函)渠型側溝

　　　

D300(集水型)

m        18           51,100           919,800

単-12号

　　管渠工

　　

式         1             64,635

　　　横断管渠

　　　

VPφ200

m        15            4,309            64,635

単-13号

　　集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　

式         1          1,092,160

　　　現場打ち街渠桝

　　　

G2型 350×500×1100 

18-8-40(高炉)

箇所         1           69,770            69,770

単-14号
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福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　現場打ち集水桝

　　　

G1-500×500×1000 18

-8-40(高炉)

箇所         1           58,920            58,920

単-15号

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝

　　　

PB型 B300×H800

箇所         6          115,100           690,600

単-16号

　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝

　　　

P1型 B300×H995 管(

函)渠型側溝用

箇所         3           63,300           189,900

単-17号

　　　蓋

　　　

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×500

用 T-25 普通目 180°

開閉式 ﾎﾞﾙﾄ固定 枚         1           40,540            40,540

単-18号

　　　蓋

　　　

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500

用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固

定 枚         1           42,430            42,430

単-19号

　縁石工

　

式         1            734,165

　　縁石工

　　

式         1            734,165

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

B2型 180/230×250×6

00(両面R)

m        88            7,752           682,176

単-20号

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

F2型 180/190×100×6

00(片面R)

m         7            6,708            46,956

単-21号

　　　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

　　　

FS型 180/230～190×2

50～100×600(両面R)

m         0.6          8,389             5,033

単-22号

　仮設工

　

式         1          3,108,800

　　交通管理工

　　

式         1          3,108,800
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福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員A

人日        80           14,700         1,176,000

単-23号

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員B

人日       160           12,080         1,932,800

単-24号

舗装

式         1          3,196,737

　舗装工

　

式         1          1,078,872

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(構造物復旧)

式         1            281,910

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 250mm

m2        36            1,729            62,244

単-25号

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 80mm

m2        19              750            14,250

単-26号

　　　上層路盤(車道・路肩部)

　　　

粒度調整砕石 M-30 仕

上り厚 150mm

m2        54            1,167            63,018

単-27号

　　　基層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m未満 m2        54            2,637           142,398

単-28号

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(乗入Ⅱ種部)

式         1             95,600

　　　下層路盤(車道・路肩部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 250mm

m2        20            1,093            21,860

単-29号

　　　基層(車道・路肩部)

　　　

再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m以上3.0m以下 m2        20            1,857            37,140

単-30号
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福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　表層(車道・路肩部)

　　　

再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(20) 舗装厚 50mm 1

.4m以上3.0m以下 m2        20            1,830            36,600

単-31号

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

　　(歩道部)

式         1            701,362

　　　下層路盤(歩道部)

　　　

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕

上り厚 100mm

m2       287              800.9         229,858

単-32号

　　　表層(歩道部)

　　　

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(13) 舗装厚 40mm 1

.4m以上 m2       282            1,632           460,224

単-33号

　　　表層(歩道部)

　　　

再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合

物(13) 舗装厚 40mm 1

.4m未満 m2         5            2,256            11,280

単-34号

　区画線工

　

式         1            673,913

　　区画線工

　　

式         1            673,913

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 白色 排水性

舗装無 m       480              300.6         144,288

単-35号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 白色 排水性

舗装無 m         4              320.3           1,281

単-36号

　　　高視認性区画線

　　　

ﾘﾌﾞ式(溶融式ﾄﾞｯﾄ) 実

線 20cm 黄色

m       240              995.1         238,824

単-37号

　　　区画線消去

　　　

削取り式　15cm換算

m       240              517           124,080

単-38号

　　　区画線消去

　　　

削取り式(高視認性) 1

5cm換算

m       320              517           165,440

単-39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

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　道路付属施設工

　

式         1             88,430

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

　　照明工

　　

式         1             88,430

　　　照明柱基礎

　　　

φ500mm L=1500mm

基         1           63,690            63,690

単-40号

　　　照明柱

　　　

8ASB(発生品)

基         1           24,740            24,740

単-41号

　構造物撤去工

　

式         1          1,355,522

　　構造物取壊し工

　　

式         1            708,500

　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

　　　

無筋構造物 機械施工

m3        29            7,534           218,486

単-42号

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以

下

m         9              547.8           4,930

単-43号

　　　舗装版切断

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを

超え40cm以下

m       170            2,232           379,440

単-44号

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版

厚 15cm以下

m2       340              168.6          57,324

単-45号

　　　舗装版破砕

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版

厚 15cmを超え40cm以

下 m2       100              483.2          48,320

単-46号

　　道路付属施設撤去工

　　

式         1             12,370

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



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

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　照明柱撤去

　　　

8ASB

基         1           12,370            12,370

単-47号

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

　　運搬処理工

　　

式         1            634,652

　　　殻運搬

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        29            1,227            35,583

単-48号

　　　殻運搬

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3        59            2,096           123,664

単-49号

　　　殻処分

　　　

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3        29            5,875           170,375

単-50号

　　　殻処分

　　　

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3        59            5,170           305,030

単-51号

情報ﾎﾞｯｸｽ

式         1          3,861,180

　情報ﾎﾞｯｸｽ工

　

式         1          2,732,380

　　作業土工

　　

式         1            896,116

　　　床掘り

　　　

m3       110            1,973           217,030

単-52号

　　　残土処理

　　　

標準 土砂(岩塊･玉石

混り土含む)

m3        70            4,572           320,040

単-53号

　　　埋戻し

　　　

流用土

m3        40            3,044           121,760

単-54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

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

　　　埋戻し

　　　

路床材･基礎材

m3        40            5,564           222,560

単-55号

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

　　　埋戻し

　　　

基礎材

m3         2            6,308            12,616

単-56号

　　　基面整正

　　　

m2         5              422.1           2,110

単-57号

　　管路工(管路部)

　　

式         1          1,836,264

　　　埋設管路

　　　

 本体管 φ300

m       155            7,508         1,163,740

単-58号

　　　埋設管路

　　　(浅層埋設部)

 合成樹脂製多孔管 φ5

 0 3条2段、FEP φ50 6

条 m        12           46,340           556,080

単-59号

　　　埋設表示ｼｰﾄ

　　　

W=600mm 2倍

m       167              582            97,194

単-60号

　　　埋設標

　　　

ﾌﾟﾚｰﾄ型

個         5            3,850            19,250

単-61号

　付帯設備工

　

式         1          1,128,800

　　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工

　　

式         1          1,128,800

　　　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

　　　

ﾀｲﾌﾟA L1480×W750×H

950

箇所         1          532,900           532,900

単-62号

　　　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

　　　

ﾀｲﾌﾟC L1480×W750×H

1500

箇所         1          595,900           595,900

単-63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

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路新設･改築
道路改良

直接工事費

式         1         15,668,535

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

共通仮設費

式         1          2,825,000

　共通仮設費

　

式         1            215,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            215,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          2,610,000

純工事費

式         1         18,493,535

　現場管理費

　

式         1          9,747,000

工事原価

式         1         28,240,535
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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

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

道路維持

(管内)

式         1         16,688,240

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

　区画線工

　

式         1          4,006,760

　　区画線工

　　

式         1          4,006,760

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 白色 排水性

舗装無 m       400              300.6         120,240

単-1号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 白色 排水性

舗装無 m     1,000              320.3         320,300

単-2号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 30cm

 厚1.5mm 白色 排水性

舗装無 m       200              564.3         112,860

単-3号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 45cm

 厚1.5mm 白色 排水性

舗装無 m       200              713.8         142,760

単-4号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15c

m 厚1.5mm 白色 排水

性舗装無 m     1,200              332.8         399,360

単-5号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 厚1.5mm 白色 排水

性舗装無 m       600              754.2         452,520

単-6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 白色 排水性舗装無 m       600              691.3         414,780

単-7号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 白色 排水性

舗装有 m       100              361.3          36,130

単-8号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 白色 排水性

舗装有 m       100              381.9          38,190

単-9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

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 30cm

 厚1.5mm 白色 排水性

舗装有 m       100              683            68,300

単-10号

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 45cm

 厚1.5mm 白色 排水性

舗装有 m       100              885.7          88,570

単-11号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15c

m 厚1.5mm 白色 排水

性舗装有 m       400              395           158,000

単-12号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 厚1.5mm 白色 排水

性舗装有 m       300              928.1         278,430

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 白色 排水性舗装有 m       400              780.8         312,320

単-14号

　　　ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

　　　

ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 

15cm 加熱 白色

m     8,000              133         1,064,000

単-15号

　防護柵工

　

式         1          3,978,000

　　路側防護柵工

　　

式         1          3,978,000

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

　　　

Gr-B-4E(景観塗装) 10

0m以上 曲線部補正無

m       400            9,945         3,978,000

単-16号

　道路付属施設工

　

式         1          7,191,000

　　道路付属物工

　　

式         1          7,191,000

　　　車線分離標

　　　

 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ

 径φ250 高さ800mm 着

脱式 30本以上 本       300           23,970         7,191,000

単-17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

福知山河川国道事務所管内交通安全施設等整備工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　仮設工

　

式         1          1,512,480

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

　　交通管理工

　　

式         1          1,512,480

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員A

人日        24           14,700           352,800

単-18号

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員B

人日        96           12,080         1,159,680

単-19号

直接工事費

式         1         16,688,240

共通仮設費

式         1          3,262,000

　共通仮設費

　

式         1            522,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            522,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          2,740,000

純工事費

式         1         19,950,240

　現場管理費

　

式         1         10,483,000

工事原価

式         1         30,433,240
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数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞
[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－2号

路体(築堤)盛土 2.5m未満

m3

        1            5,573   

路体（築堤）盛土 2.5m未満 

 ｍ３         1            5,573             5,573   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－1号

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満

m3

        1              308.2 

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 

 ｍ３         1              308.2             308.2 

               計

            308.2 

               単価

          308.2 円／m3

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          5,573   

               単価

        5,573   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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－4号

路床盛土 2.5m以上4.0m未満

m3

        1              752.5 

路床盛土 2.5m以上4.0m未満 

 ｍ３         1              752.5             752.5 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－3号

路体(築堤)盛土 4.0m以上

m3

        1              200.6 

路体（築堤）盛土 4.0m以上 10,000m3未満 無し                      

                                                

                                                 ｍ３         1              200.6             200.6 

               計

            200.6 

               単価

          200.6 円／m3

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            752.5 

               単価

          752.5 円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－6号

残土等処分

m3

        1            3,240   

残土等処分

 ｍ３         1            3,240             3,240   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－5号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り含む)

m3

        1            1,697   

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                 

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し                  

11.5km以下                                       ｍ３         1            1,697             1,697   

               計

          1,697   

               単価

        1,697   円／m3

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          3,240   

               単価

        3,240   円／m3

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－8号

埋戻し 土砂 上記以外(小規模)

m3

        1            3,387   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            3,387             3,387   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－7号

床掘り 土砂

m3

        1            1,928   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            1,928             1,928   

               計

          1,928   

               単価

        1,928   円／m3

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          3,387   

               単価

        3,387   円／m3

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－10号

重力式擁壁

(GW16)

1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)

m3

        1           44,660   

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

無し 一般養生 延長無し                          

                                                 ｍ３         1           44,660            44,660   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－9号

重力式擁壁

(GW15)

1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)

m3

        1           44,660   

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

無し 一般養生 延長無し                          

                                                 ｍ３         1           44,660            44,660   

               計

         44,660   

               単価

       44,660   円／m3

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

         44,660   

               単価

       44,660   円／m3

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－12号

補強筋 SD345 D13

t

        0.01       236,900   

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

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.01       182,900             1,829   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－11号

重力式擁壁

(GW16)

0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)

m3

        1           92,620   

小型擁壁 0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)                  

無し 無し 一般養生･特殊養生(練炭)               

                                                 ｍ３         1           92,620            92,620   

               計

         92,620   

               単価

       92,620   円／m3

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

円形型枠 φ180

ｍ         1              540               540   

               計

          2,369   

               単価

      236,900   円／t

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－14号

埋戻し 土砂 上記以外(小規模)

m3

        1            3,387   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            3,387             3,387   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－13号

床掘り 土砂

m3

        1            1,928   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            1,928             1,928   

               計

          1,928   

               単価

        1,928   円／m3

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          3,387   

               単価

        3,387   円／m3

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－16号

側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(自由勾配側溝用) B500用

枚

        1            3,431   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         1            3,431             3,431   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－15号

自由勾配側溝 B500×H1200×L2000(土留用)

m

        1           60,160   

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 1.011m3/10m                       ｍ         1           60,160            60,160   

               計

         60,160   

               単価

       60,160   円／m

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          3,431   

               単価

        3,431   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 8 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－17号

L型街渠 A型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/230×250×600(両面R) 18-

8-40(高炉) m

       10           13,500   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         9.2          1,192            10,966.4 

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         4.2          7,686            32,281.2 

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.503        26,680            40,100.04

歩車道境界ブロック 設置                                            

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

1.65個/m 無し 無し                              ｍ        10            5,132            51,320   

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

                                                

                                                 ｍ２         0.15         1,924               288.6 

               計

        134,956.24

               単価

       13,500   円／m

              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

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－18号

L型街渠 A-1型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/230×250×600(両面R) 1

8-8-40(高炉) m

       10            8,454   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         2.2          7,686            16,909.2 

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.611        26,680            16,301.48

歩車道境界ブロック 設置                                            

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

1.65個/m 無し 無し                              ｍ        10            5,132            51,320   

               計

         84,530.68

               単価

        8,454   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－19号

L型街渠 B型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/190×100×600(片面R) 18-

8-40(高炉) m

       10           10,540   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         7.9          1,192             9,416.8 

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         2            7,686            15,372   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         1.1          4,325             4,757.5 

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.189        26,680            31,722.52

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

1.65個/m 無し 無し                              

                                                ｍ        10            4,388            43,880   

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

                                                

                                                 ｍ２         0.119         1,924               228.95

               計

        105,377.77

               単価

       10,540   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

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－20号

L型街渠 B-1型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/190×100×600(片面R) 1

8-8-40(高炉) m

       10            6,291   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1            7,686             7,686   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.425        26,680            11,339   

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

1.65個/m 無し 無し                              

                                                ｍ        10            4,388            43,880   

               計

         62,905   

               単価

        6,291   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

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－21号

L型街渠 BN型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/230～190×250～100×600

(両面R) 18-8-40(高炉) m

       10           14,150   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         9.2          1,192            10,966.4 

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         4.2          7,686            32,281.2 

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.503        26,680            40,100.04

歩車道境界ブロック 設置                                            

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

1.65個/m 無し 無し                              ｍ        10            5,807            58,070   

               計

        141,417.64

               単価

       14,150   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

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－22号

L型街渠 B-1N型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/230～190×250～100×6

00(両面R) 18-8-40(高炉) m

       10            9,129   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         2.2          7,686            16,909.2 

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.611        26,680            16,301.48

歩車道境界ブロック 設置                                            

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

1.65個/m 無し 無し                              ｍ        10            5,807            58,070   

               計

         91,280.68

               単価

        9,129   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

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－23号

L型街渠 C型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/190×100×600(片面R) 18-

8-40(高炉) m

       10           10,440   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         7.9          1,192             9,416.8 

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         2            7,686            15,372   

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         1            4,325             4,325   

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.165        26,680            31,082.2 

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

1.65個/m 無し 無し                              

                                                ｍ        10            4,388            43,880   

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

                                                

                                                 ｍ２         0.117         1,924               225.1 

               計

        104,301.1 

               単価

       10,440   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

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－24号

L型街渠 CN型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/230～190×250～100×600

(両面R) 18-8-40(高炉) m

       10           14,180   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         9.2          1,192            10,966.4 

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         4.15         7,686            31,896.9 

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.528        26,680            40,767.04

歩車道境界ブロック 設置                                            

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

1.65個/m 無し 無し                              ｍ        10            5,807            58,070   

               計

        141,700.34

               単価

       14,180   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－26号

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ600

m

       10           25,980   

鉄筋コンクリート台付管 据付 600mm 2.5m/個 全ての費用                   

                                                

                                                ｍ        10           25,460           254,600   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－25号

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ300

m

       10           11,900   

鉄筋コンクリート台付管 据付 300mm 2m/個 全ての費用                     

                                                

                                                ｍ        10           11,620           116,200   

モルタル練 高炉 1:3 全ての費用                             

                                                

                                                 ｍ３         0.072        38,430             2,766.96

               計

        118,966.96

               単価

       11,900   円／m

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

モルタル練 高炉 1:3 全ての費用                             

                                                

                                                 ｍ３         0.135        38,430             5,188.05

               計

        259,788.05

               単価

       25,980   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 17 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－27号

横断管渠 VPφ200

m

       10            4,593   

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

                                                

                                                ｍ        10            3,640            36,400   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

フィルター材 各種 全ての費用                                 

                                                

                                                 ｍ３         1.398         6,815             9,527.37

               計

         45,927.37

               単価

        4,593   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 18 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－28号

現場打ち街渠桝 A型 400×500×790 18-8-40(高炉)

箇所

       10           71,460   

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-40(高炉)                                   

0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設                 

一般養生･特殊養生(練炭)                         箇所        10           64,370           643,700   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         2.03         1,192             2,419.76

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1.89         7,686            14,526.54

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.29        26,680             7,737.2 

歩車道境界ブロック 設置                                            

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

1.65個/m 無し 無し                              ｍ         9            5,132            46,188   

               計

        714,571.5 

               単価

       71,460   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－29号

現場打ち街渠桝 B型 400×500×790 18-8-40(高炉)

箇所

       10           68,320   

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-40(高炉)                                   

0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設                 

一般養生･特殊養生(練炭)                         箇所        10           64,370           643,700   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

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

1.65個/m 無し 無し                              

                                                ｍ         9            4,388            39,492   

               計

        683,192   

               単価

       68,320   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－30号

現場打ち街渠桝 C型 350×600×700 18-8-40(高炉)

箇所

       10           52,920   

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-40(高炉)                                   

0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設                 

一般養生･特殊養生(練炭)                         箇所        10           45,820           458,200   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         2.43         1,192             2,896.56

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         1.89         4,325             8,174.25

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.36        26,680             9,604.8 

歩車道境界ブロック 設置                                            

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

1.65個/m 無し 無し                              ｍ         6            5,807            34,842   

歩車道境界ブロック 設置                                            

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

1.65個/m 無し 無し                              ｍ         3            5,132            15,396   

               計

        529,113.61

               単価

       52,920   円／箇所

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－32号

蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×500用 T-25 普通目 180°開閉式 ﾎﾞ

ﾙﾄ固定 枚

        1           40,540   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

無し                                            

                                                枚         1           40,540            40,540   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－31号

現場打ち集水桝 G1-B800×L800×H1500 18-8-40(高炉)

箇所

        1          153,000   

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-40(高炉)                                   

1.36m3を超え1.44m3以下 人力打設                 

一般養生･特殊養生(練炭)                         箇所         1          146,800           146,800   

足掛金具  φ19 W=300 全樹脂巻

個         3            2,050             6,150   

               計

        152,950   

               単価

      153,000   円／箇所

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

         40,540   

               単価

       40,540   円／枚

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－34号

蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用 T-14 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式

枚

        1           80,330   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         1           80,330            80,330   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－33号

蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×600用 T-25 普通目 180°開閉式 ﾎﾞ

ﾙﾄ固定 枚

        1           51,330   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         1           51,330            51,330   

               計

         51,330   

               単価

       51,330   円／枚

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

         80,330   

               単価

       80,330   円／枚

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－36号

橋梁用防護柵撤去 H=850 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

m

        1            1,146   

橋梁用防護柵撤去 H=850 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

m         1            1,146             1,146   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－35号

防護柵撤去 多目的防護柵 H=800 給水式

m

        1            1,188   

防護柵撤去 多目的防護柵 H=800 給水式

m         1            1,188             1,188   

               計

          1,188   

               単価

        1,188   円／m

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          1,146   

               単価

        1,146   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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－38号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工

m3

        1           50,240   

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

                                                

                                                 ｍ３         1           50,240            50,240   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－37号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工

m3

        1            7,534   

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要              

                                                

                                                 ｍ３         1            7,534             7,534   

               計

          7,534   

               単価

        7,534   円／m3

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

         50,240   

               単価

       50,240   円／m3

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－40号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下

m

        1            1,348   

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

全ての費用                                      

                                                ｍ         1            1,348             1,348   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－39号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              547.8 

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

                                                

                                                ｍ         1              547.8             547.8 

               計

            547.8 

               単価

          547.8 円／m

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          1,348   

               単価

        1,348   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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－42号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下

m2

        1              168.6 

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り            

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              168.6             168.6 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－41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              542.7 

路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 無し 全ての費用       

                                                

                                                 ｍ２         1              542.7             542.7 

               計

            542.7 

               単価

          542.7 円／m2

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            168.6 

               単価

          168.6 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 27 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－44号

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下

m2

        1              168.6 

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り            

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              168.6             168.6 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－43号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下

m2

        1              483.2 

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

15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用              

                                                 ｍ２         1              483.2             483.2 

               計

            483.2 

               単価

          483.2 円／m2

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            168.6 

               単価

          168.6 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 28 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－46号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            1,424   

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

無し 8.0km以下 全ての費用                       

                                                 ｍ３         1            1,424             1,424   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－45号

車線分離標撤去 貼付式 10本以上30本未満

本

        1            1,423   

道路付属物撤去工（車線分離標） 貼付式 10本以上30本未満 無 無                   

                                                

                                                本         1            1,423             1,423   

               計

          1,423   

               単価

        1,423   円／本

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          1,424   

               単価

        1,424   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 29 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－48号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

      204            2,206   

殻運搬 舗装版破砕                                      

機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)         

無し 3.5km以下 全ての費用                        ｍ３        79            2,206           174,274   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－47号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3

        1            4,881   

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物 人力積込 DID無し 7.0km以下

m3         1            4,881             4,881   

               計

          4,881   

               単価

        4,881   円／m3

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

殻運搬 舗装版破砕                                      

機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 

無し 10.0km以下 全ての費用                       ｍ３       125            2,206           275,750   

               計

        450,024   

               単価

        2,206   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 30 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－50号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 舗装版破砕

m3

        1            2,703   

殻運搬 舗装版破砕                                      

機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)         

無し 6.5km以下 全ての費用                        ｍ３         1            2,703             2,703   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－49号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            1,440   

殻運搬（路面切削） 無し 9.0km以下 全ての費用                       

                                                

                                                 ｍ３         1            1,440             1,440   

               計

          1,440   

               単価

        1,440   円／m3

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          2,703   

               単価

        2,703   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 31 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－52号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3

        1            5,000   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            5,000             5,000   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－51号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            3,525   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            3,525             3,525   

               計

          3,525   

               単価

        3,525   円／m3

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          5,000   

               単価

        5,000   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 32 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－54号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            1,880   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            1,880             1,880   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－53号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

      204            2,245   

処分費（ｍ３）

 ｍ３        79            2,820           222,780   

処分費（ｍ３）

 ｍ３       125            1,880           235,000   

               計

        457,780   

               単価

        2,245   円／m3

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          1,880   

               単価

        1,880   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 33 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－56号

現場発生品運搬 車線分離標､橋梁用防護柵部材

回

        1           34,040   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 60.0k

m以下 0.1t以下 

回         1           34,040            34,040   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－55号

現場発生品運搬 多目的防護柵

回

        1           22,840   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 

35.0km以下 0.3t超0.5t以下 

回         1           22,840            22,840   

               計

         22,840   

               単価

       22,840   円／回

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

         34,040   

               単価

       34,040   円／回

              国土交通省　近畿地方整備局- 34 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－58号

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           12,080            12,080   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－57号

交通誘導警備員 交通誘導警備員A

人日

        1           14,700   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           14,700            14,700   

               計

         14,700   

               単価

       14,700   円／人日

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 35 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－60号

殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            1,440   

殻運搬（路面切削） 無し 9.0km以下 全ての費用                       

                                                

                                                 ｍ３         1            1,440             1,440   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－59号

路面切削 全面切削6cm以下 段差すりつけ撤去作業無

m2

        1              485.7 

路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し                

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              485.7             485.7 

               計

            485.7 

               単価

          485.7 円／m2

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          1,440   

               単価

        1,440   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 36 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－62号

不陸整正 補足材無し

m2

        1              108.4 

不陸整正 無し 全ての費用                                 

                                                

                                                 ｍ２         1              108.4             108.4 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－61号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)

m3

        1            1,880   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            1,880             1,880   

               計

          1,880   

               単価

        1,880   円／m3

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            108.4 

               単価

          108.4 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 37 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－64号

上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 150mm

m2

        1              669.5 

上層路盤（車道・路肩部） 再生粒度調整砕石 RM-30 150mm 1層施工            

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              669.5             669.5 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－63号

下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm

m2

        1              628.4 

下層路盤（車道・路肩部） 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              628.4             628.4 

               計

            628.4 

               単価

          628.4 円／m2

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            669.5 

               単価

          669.5 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 38 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－66号

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

m2

        1            1,545   

基層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）          

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                          

                                                 ｍ２         1            1,545             1,545   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－65号

上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 3.0m超

m2

        1            2,565   

上層路盤（車道・路肩部） 路盤材(各種) 3.0m超 90mm                        

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

                                                 ｍ２         1            2,565             2,565   

               計

          2,565   

               単価

        2,565   円／m2

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          1,545   

               単価

        1,545   円／m2

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－68号

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

m2

        1              494.6 

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

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              494.6             494.6 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－67号

表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20) 目標DS≧

3000 舗装厚 50mm 3.0m超 m2

        1            1,797   

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

各種(2.30以上2.40t/m3未満)                      

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                           ｍ２         1            1,797             1,797   

               計

          1,797   

               単価

        1,797   円／m2

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            494.6 

               単価

          494.6 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 40 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－70号

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

m2

        1            1,660   

表層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）          

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

                                                 ｍ２         1            1,660             1,660   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－69号

上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 100mm

m2

        1              522.1 

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

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              522.1             522.1 

               計

            522.1 

               単価

          522.1 円／m2

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          1,660   

               単価

        1,660   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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－72号

上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 150mm

m2

        1              669.5 

上層路盤（車道・路肩部） 再生粒度調整砕石 RM-30 150mm 1層施工            

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              669.5             669.5 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－71号

下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 150mm

m2

        1              628.4 

下層路盤（車道・路肩部） 150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              628.4             628.4 

               計

            628.4 

               単価

          628.4 円／m2

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            669.5 

               単価

          669.5 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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－74号

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

m2

        1            1,125   

下層路盤（車道・路肩部） 250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1            1,125             1,125   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－73号

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

m2

        1            1,660   

表層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）          

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

                                                 ｍ２         1            1,660             1,660   

               計

          1,660   

               単価

        1,660   円／m2

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          1,125   

               単価

        1,125   円／m2

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－76号

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

m2

        1            1,660   

表層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）          

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

                                                 ｍ２         1            1,660             1,660   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－75号

表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3

.0m以下 m2

        1            1,744   

表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 50mm                           

再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ             

PK-3 全ての費用                                  ｍ２         1            1,744             1,744   

               計

          1,744   

               単価

        1,744   円／m2

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          1,660   

               単価

        1,660   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 44 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－78号

基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100mm 3.0m超

m2

        1            3,118   

基層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）          

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

                                                 ｍ２         1            1,622             1,622   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－77号

下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 300mm

m2

        1            1,259   

下層路盤（車道・路肩部） 300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1            1,259             1,259   

               計

          1,259   

               単価

        1,259   円／m2

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

基層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）          

無し 全ての費用                                 

                                                 ｍ２         1            1,496             1,496   

               計

          3,118   

               単価

        3,118   円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 45 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－80号

下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm

m2

        1              813.6 

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

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              813.6             813.6 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－79号

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

m2

        1            1,582   

表層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）          

ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用                          

                                                 ｍ２         1            1,582             1,582   

               計

          1,582   

               単価

        1,582   円／m2

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            813.6 

               単価

          813.6 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 46 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－82号

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(150×150×600)

m

        1            5,826   

地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600)                         

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                               

18-8-40(高炉) 有り                              ｍ         1            5,826             5,826   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－81号

表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上

m2

        1            1,519   

表層（歩道部） 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン（１３）        

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

                                                 ｍ２         1            1,519             1,519   

               計

          1,519   

               単価

        1,519   円／m2

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          5,826   

               単価

        5,826   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 47 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－84号

橋梁用防護柵 H=850 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式(発生品)

m

        0.8         11,870   

橋梁用防護柵設置 H=850 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

m         0.8          2,678             2,142.4 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－83号

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B(景観塗装) 21m未満 曲線部補正無

m

        1           14,250   

防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品                       

21m未満 無 無 無                                

                                                ｍ         1            4,235             4,235   

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)(樹脂ｷｬｯﾌﾟ付き)

m         1           10,010            10,010   

               計

         14,245   

               単価

       14,250   円／m

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

高欄用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ PL-100×200×t12 M22×300mm M20×185mm

組         1            7,350             7,350   

               計

          9,492.4 

               単価

       11,870   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

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－86号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無

m

        1              300.6 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              300.6             300.6 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－85号

地覆 24-12-25(20)(普通)

m

        0.5          6,908   

コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設                        

24-12-25(20)(普通) 一般養生 無し                

全ての費用                                       ｍ３         0.04        22,530               901.2 

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物                        

                                                

                                                 ｍ２         0.3          8,509             2,552.7 

               計

          3,453.9 

               単価

        6,908   円／m

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            300.6 

               単価

          300.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 49 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－88号

高視認性区画線 ﾘﾌﾞ式(溶融式ﾄﾞｯﾄ) 実線 30cm 黄色

m

        1            1,425   

高視認性区画線設置 無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し            

1298kg/1000m JIS R 3301                         

1号のみ 150kg/1000m                             ｍ         1            1,425             1,425   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－87号

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

m

        1              754.2 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              754.2             754.2 

               計

            754.2 

               単価

          754.2 円／m

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

          1,425   

               単価

        1,425   円／m

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－90号

光地中配線

(再使用撤去)

光ｹｰﾌﾞﾙ DSF-120C

m

        1              311.7 

光ケーブル配線 地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)              

                                                

                                                ｍ         1              311.7             311.7 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－89号

光地中配線

(再使用撤去)

光ｹｰﾌﾞﾙ SM-100C

m

        1              311.7 

光ケーブル配線 地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)              

                                                

                                                ｍ         1              311.7             311.7 

               計

            311.7 

               単価

          311.7 円／m

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            311.7 

               単価

          311.7 円／m

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－92号

光地中配線 光ｹｰﾌﾞﾙ DSF-120C(支給品)

m

        1              311.7 

光ケーブル配線 地中管内配線 18mm以下 新設                      

                                                

                                                ｍ         1              311.7             311.7 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－91号

光地中配線 光ｹｰﾌﾞﾙ SM-100C(支給品)

m

        1              311.7 

光ケーブル配線 地中管内配線 18mm以下 新設                      

                                                

                                                ｍ         1              311.7             311.7 

光ケーブル（４芯テープスロット）  ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ

ｍ         1            1,070                 0   

               計

            311.7 

               単価

          311.7 円／m

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

光ｹｰﾌﾞﾙ DSF-120C

ｍ         1            4,550                 0   

               計

            311.7 

               単価

          311.7 円／m

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－94号

光ｹｰﾌﾞﾙ接続 直線接続 30芯以下

箇所

        1           75,620   

光ケーブル直線接続 30ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所                         

                                                

                                                箇所         1           75,620            75,620   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－93号

光ｹｰﾌﾞﾙ接続 直線接続 25芯以下

箇所

        1           69,810   

光ケーブル直線接続 25ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所                         

                                                

                                                箇所         1           69,810            69,810   

               計

         69,810   

               単価

       69,810   円／箇所

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

         75,620   

               単価

       75,620   円／箇所

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－96号

光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失試験 120心以下

方向

        1           58,170   

光ケーブル伝送損失試験 120心以下                                       

                                                

                                                方向         1           58,170            58,170   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－95号

光ｹｰﾌﾞﾙ試験 伝送損失試験 100心以下

方向

        1           51,190   

光ケーブル伝送損失試験 100心以下                                       

                                                

                                                方向         1           51,190            51,190   

               計

         51,190   

               単価

       51,190   円／方向

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

         58,170   

               単価

       58,170   円／方向

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－98号

光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失試験 120心以下

対向

        1           98,890   

光ケーブル接続損失試験 120心以下                                       

                                                

                                                対向         1           98,890            98,890   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－97号

光ｹｰﾌﾞﾙ試験 接続損失試験 100心以下

対向

        1           81,440   

光ケーブル接続損失試験 100心以下                                       

                                                

                                                対向         1           81,440            81,440   

               計

         81,440   

               単価

       81,440   円／対向

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

         98,890   

               単価

       98,890   円／対向

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－100号

現場発生品運搬 光ｹｰﾌﾞﾙ

回

        1           20,800   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 35.0k

m以下 0.3t超0.5t以下 

回         1           20,800            20,800   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－99号

支給品運搬 光ｹｰﾌﾞﾙ

回

        1           20,800   

現場発生品・支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 35.0k

m以下 0.3t超0.5t以下 

回         1           20,800            20,800   

               計

         20,800   

               単価

       20,800   円／回

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

         20,800   

               単価

       20,800   円／回

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－102号

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事

        1           50,750   

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事         1           50,750            50,750   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－101号

建設機械運搬費

台

        1          193,200   

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          

48.9km 無 有 20600円                            

                                                台         2           96,600           193,200   

               計

        193,200   

               単価

      193,200   円／台

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

         50,750   

               単価

       50,750   円／工事

              国土交通省　近畿地方整備局- 57 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

補正無(一般構造物)                              

ｔ

        1          182,900   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03       116,000           119,480   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           63,393.75          63,393   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 27   

               計

        182,900   

               単価

      182,900   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 58 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝 無し L=2000mm                                   

1000を超え2000kg/個以下 無し                    

18-8-40(高炉) 1.011m3/10m                       

ｍ

       10           60,160   

自由勾配側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無

ｍ        10            6,966            69,660   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

自由勾配側溝 縦断用 土留め型 500×1200×2000

個         5          101,520           507,600   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         0.451        13,550             6,111   

生コンクリート　高炉 １８－８－４０

 ｍ３         1.072        13,550            14,525   

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０

 ｍ３         1.738         2,100             3,649   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 55   

               計

        601,600   

               単価

       60,160   円／ｍ

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                

枚

      100            3,431   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              821            82,100   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

側溝蓋(自由勾配側溝用) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B500

枚       100            2,610           261,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        343,100   

               単価

        3,431   円／枚

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

無し                                            

                                                

枚

      100           40,540   

蓋版コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              340            34,000   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×500用 T-25 普通目 180°開閉式 ﾎﾞﾙﾄ固定

組       100           40,200         4,020,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

      4,054,000   

               単価

       40,540   円／枚

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                

枚

      100           51,330   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              821            82,100   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×600用 T-25 普通目 180°開閉式 ﾎﾞﾙﾄ固定

組       100           50,500         5,050,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                900   

               計

      5,133,000   

               単価

       51,330   円／枚

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                

枚

      100           80,330   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              821            82,100   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用 T-14 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式

組       100           79,500         7,950,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                900   

               計

      8,033,000   

               単価

       80,330   円／枚

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

防護柵撤去 多目的防護柵 H=800 給水式

m

       15            1,188   

土木一般世話役  

人         0.2         24,780             4,956   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

普通作業員  

人         0.5         21,105            10,552   

諸雑費（率＋まるめ）

       15%

式         1              2,322   

               計

         17,830   

               単価

        1,188   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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

橋梁用防護柵撤去 H=850 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

m

      100            1,146   

土木一般世話役  

人         1           24,780            24,780   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

普通作業員  

人         4           21,105            84,420   

諸雑費（率＋まるめ）

       5%

式         1              5,400   

               計

        114,600   

               単価

        1,146   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 65 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

参考資料（１）

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                

 ｍ３

        1           50,240   

鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無

 ｍ３         1           50,240            50,240   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要              

                                                

                                                

 ｍ３

        1            7,534   

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

 ｍ３         1            7,534             7,534   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,534   

               単価

        7,534   円／ｍ３

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         50,240   

               単価

       50,240   円／ｍ３

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

道路付属物撤去工（車線分離標） 貼付式 10本以上30本未満 無 無                   

                                                

                                                

本

        1            1,423   

車線分離標撤去 固定式　貼付式

本         1            1,423.8           1,423   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,423   

               単価

        1,423   円／本

              国土交通省　近畿地方整備局- 67 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物 人力積込 DID無し 7.0km以下

m3

        1            4,881   

運転手（一般）  

人         0.17        19,635             3,337   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

軽油  １．２号

Ｌ         3.65           137               500   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級

供用日         0.21         4,710               989   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ タイヤ(供用日当り)

供用日         0.21           266                55   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,881   

               単価

        4,881   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 68 -



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）

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            5,000   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)【共栄建設㈱京丹波ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ】

 ｍ３       100            5,000           500,000   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            3,525   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【共栄建設㈱京丹波ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ】

 ｍ３       100            3,525           352,500   

               計

        352,500   

               単価

        3,525   円／ｍ３

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

        500,000   

               単価

        5,000   円／ｍ３

              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

参考資料（１）

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            1,880   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)【寺尾道路㈱園部ﾘｻｲｸﾙ工場】

 ｍ３       100            1,880           188,000   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,820   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)【金下建設(株)京丹波営業所】

 ｍ３       100            2,820           282,000   

               計

        282,000   

               単価

        2,820   円／ｍ３

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

        188,000   

               単価

        1,880   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

参考資料（１）

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           14,700   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           14,700            14,700   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            1,880   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)【寺尾道路㈱園部ﾘｻｲｸﾙ工場】

 ｍ３       100            1,880           188,000   

               計

        188,000   

               単価

        1,880   円／ｍ３

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         14,700   

               単価

       14,700   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 71 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,075            12,075   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 72 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

防護柵設置工（材料費を除く手間の

 み）

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-C-2B 塗装品                       

21m未満 無 無 無                                

                                                

ｍ

        1            4,235   

ガードレール設置工　コンクリート建込用 Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装

ｍ         1           12,438.15          12,438   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

ガードレール　路側用 コンクリート建込　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装

ｍ         1           -8,203            -8,203   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          4,235   

               単価

        4,235   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 73 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B 塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)(樹脂ｷｬｯﾌﾟ付き)

m

       10           10,010   

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側ｺﾝｸﾘｰﾄ用(21m未満:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込30%割増) Gr-C-2B 塗装(景観4色)

ｍ        10            9,776            97,760   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

支柱ｷｬｯﾌﾟ(21m未満:ｺﾝｸﾘｰﾄ建込30%割増)  ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製(景観色) φ114.3mm

個         5              468             2,340   

               計

        100,100   

               単価

       10,010   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 74 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

橋梁用防護柵設置 H=850 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

m

      100            2,678   

土木一般世話役  

人         1.5         24,780            37,170   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

普通作業員  

人         8           21,105           168,840   

諸雑費（率＋まるめ）

       30%

式         1             61,790   

               計

        267,800   

               単価

        2,678   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 75 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              300.6 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000              178           178,000   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

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              137             6,028   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,782   

               計

        300,600   

               単価

          300.6 円／ｍ

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              754.2 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無

ｍ     1,000              393           393,000   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              172           292,400   

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        98              137            13,426   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             17,124   

               計

        754,200   

               単価

          754.2 円／ｍ

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

高視認性区画線設置 無し リブ式 無し 実線 30cm 無し 無し            

1298kg/1000m JIS R 3301                         

1号のみ 150kg/1000m                             

ｍ

    1,000            1,425   

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約無

ｍ     1,000              365           365,000   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

路面標示用塗装 高輝度 ﾘﾌﾞ式 黄

ｋｇ     1,298              760           986,480   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ       150              150            22,500   

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 高輝度路面標示塗料用

ｋｇ        50              360            18,000   

軽油  １．２号

Ｌ        88              137            12,056   

ガソリン レギュラー

Ｌ         3.8            156               592   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1             20,372   

               計

      1,425,000   

               単価

        1,425   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 78 -



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）

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

光ケーブル配線 地中管内配線 18mm以下 新設                      

                                                

                                                

ｍ

      100              311.7 

電工  

人         1.4         22,260            31,164   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

光ケーブル配線 地中管内配線 18mm以下 撤去(再使用)              

                                                

                                                

ｍ

      100              311.7 

電工  

人         1.4         22,260            31,164   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         31,170   

               単価

          311.7 円／ｍ

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         31,170   

               単価

          311.7 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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

光ケーブル直線接続 25ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所                         

                                                

                                                

箇所

        1           69,810   

電気通信技術者  

人         1.2         34,755            41,706   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

電気通信技術員  

人         1.2         23,415            28,098   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  6   

               計

         69,810   

               単価

       69,810   円／箇所

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

光ケーブル直線接続 30ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所                         

                                                

                                                

箇所

        1           75,620   

電気通信技術者  

人         1.3         34,755            45,181   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

電気通信技術員  

人         1.3         23,415            30,439   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         75,620   

               単価

       75,620   円／箇所

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

光ケーブル伝送損失試験 100心以下                                       

                                                

                                                

方向

        1           51,190   

電気通信技術者  

人         0.88        34,755            30,584   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

電気通信技術員  

人         0.88        23,415            20,605   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  1   

               計

         51,190   

               単価

       51,190   円／方向

              国土交通省　近畿地方整備局- 82 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

光ケーブル伝送損失試験 120心以下                                       

                                                

                                                

方向

        1           58,170   

電気通信技術者  

人         1           34,755            34,755   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

電気通信技術員  

人         1           23,415            23,415   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         58,170   

               単価

       58,170   円／方向

              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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

光ケーブル接続損失試験 100心以下                                       

                                                

                                                

対向

        1           81,440   

電気通信技術者  

人         1.4         34,755            48,657   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

電気通信技術員  

人         1.4         23,415            32,781   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         81,440   

               単価

       81,440   円／対向

              国土交通省　近畿地方整備局- 84 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

光ケーブル接続損失試験 120心以下                                       

                                                

                                                

対向

        1           98,890   

電気通信技術者  

人         1.7         34,755            59,083   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

電気通信技術員  

人         1.7         23,415            39,805   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  2   

               計

         98,890   

               単価

       98,890   円／対向

              国土交通省　近畿地方整備局- 85 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

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          

48.9km 無 有 20600円                            

                                                

台

        1           96,600   

貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで

台         1           76,000            76,000   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

貨物自動車運送料金 運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）

台         1           20,600            20,600   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         96,600   

               単価

       96,600   円／台

              国土交通省　近畿地方整備局- 86 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事

        1           50,750   

技術員

人         1.75        29,000            50,750   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

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- 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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－2号

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

       20            3,534   

土砂等運搬 小規模                                          

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下         ｍ３        11            4,274            47,014   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－1号

掘削 土砂 小規模(標準以外)

m3

        1            2,240   

掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) 

 ｍ３         1            2,240             2,240   

               計

          2,240   

               単価

        2,240   円／m3

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

土砂等運搬 小規模                                          

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

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し                   ｍ３         9            2,629            23,661   

               計

         70,675   

               単価

        3,534   円／m3

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－4号

床掘り 土砂

m3

        1            1,928   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            1,928             1,928   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－3号

残土等処分

m3

        1            3,000   

残土等処分

 ｍ３         1            3,000             3,000   

               計

          3,000   

               単価

        3,000   円／m3

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          1,928   

               単価

        1,928   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 89 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－5号

埋戻し 土砂 上記以外(小規模)

m3

        1            3,387   

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

                                                

                                                 ｍ３         1            3,387             3,387   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          3,387   

               単価

        3,387   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 90 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－6号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 PB型 B500×H200×T200

m

       10           14,810   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         7.7          1,192             9,178.4 

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

鉄筋コンクリートＬ形　Ｌ－１ Ｌ＝２０００　５００Ｂ×２００

個         4           20,900            83,600   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝(排水孔付) B500×H200×T200×2000

個         1           36,100            36,100   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝据付 製品長2.0m/個 基礎材無

m        10            1,914            19,140   

               計

        148,018.4 

               単価

       14,810   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 91 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－7号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 PF型 B500×H50×T200

m

       10           21,640   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         7.7          1,192             9,178.4 

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 B500×H50×T200×2000

個         5           37,600           188,000   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝据付 製品長2.0m/個 基礎材無

m        10            1,914            19,140   

               計

        216,318.4 

               単価

       21,640   円／m

              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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－8号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 PFS型 B500×H200～50×T200

m

       10           30,890   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         7.7          1,192             9,178.4 

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 B500×H200～50×T200×1000

個        10           24,200           242,000   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝据付 製品長1.0m/個 基礎材無

m        10            5,768            57,680   

               計

        308,858.4 

               単価

       30,890   円／m

              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

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－9号

L型側溝 NS型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/190×100×600(片面R) 18

-8-40(高炉) m

       10           10,170   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         7.82         1,192             9,321.44

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.207        26,630            32,142.41

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         2            4,325             8,650   

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1            7,686             7,686   

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

1.65個/m 無し 無し                              

                                                ｍ        10            4,388            43,880   

               計

        101,679.85

               単価

       10,170   円／m

              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

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－10号

L型側溝 N1S型 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/230～190×250～100×60

0(両面R) 18-8-40(高炉) m

       10           13,630   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         9.2          1,192            10,966.4 

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         1.429        26,630            38,054.27

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         3.8          7,686            29,206.8 

歩車道境界ブロック 設置                                            

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

1.65個/m 無し 無し                              ｍ        10            5,807            58,070   

               計

        136,297.47

               単価

       13,630   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 95 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－12号

管(函)渠型側溝 D300(集水型)

m

        1           51,100   

管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 有り                    

全ての費用                                      

                                                ｍ         1           51,100            51,100   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－11号

管(函)渠型側溝 D300(標準型)

m

        1           20,010   

管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 有り                    

全ての費用                                      

                                                ｍ         1           20,010            20,010   

               計

         20,010   

               単価

       20,010   円／m

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         51,100   

               単価

       51,100   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 96 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－14号

現場打ち街渠桝 G2型 350×500×1100 18-8-40(高炉)

箇所

        1           69,770   

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-40(高炉)                                   

0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設                 

一般養生･特殊養生(練炭)                         箇所         1           69,770            69,770   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－13号

横断管渠 VPφ200

m

       10            4,309   

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

                                                

                                                ｍ        10            3,640            36,400   

フィルター材 各種 全ての費用                                 

                                                

                                                 ｍ３         0.961         6,959             6,687.59

               計

         43,087.59

               単価

        4,309   円／m

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         69,770   

               単価

       69,770   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 97 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－16号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 PB型 B300×H800

箇所

        1          115,100   

プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1200kg以下 有り                 

全ての費用                                      

                                                基         1            9,800             9,800   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－15号

現場打ち集水桝 G1-500×500×1000 18-8-40(高炉)

箇所

        1           58,920   

現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-40(高炉)                                   

0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設                 

一般養生･特殊養生(練炭)                         箇所         1           58,920            58,920   

               計

         58,920   

               単価

       58,920   円／箇所

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き) B300×H800 T-25

基         1          105,300           105,300   

               計

        115,100   

               単価

      115,100   円／箇所

              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

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－17号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 P1型 B300×H995 管(函)渠型側溝用

箇所

        1           63,300   

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下                          

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

                                                 ｍ２         0.338         1,318               445.48

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

組立式ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付 200kgを超え400kg以下 基礎材無

基         1            2,623             2,623   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付き) B300×H995 T-25 上部本体＋下部桝

基         1           60,230            60,230   

               計

         63,298.48

               単価

       63,300   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 99 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－19号

蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定

枚

        1           42,430   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         1           42,430            42,430   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－18号

蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×500用 T-25 普通目 180°開閉式 ﾎﾞ

ﾙﾄ固定 枚

        1           40,540   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

無し                                            

                                                枚         1           40,540            40,540   

               計

         40,540   

               単価

       40,540   円／枚

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         42,430   

               単価

       42,430   円／枚

              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

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－20号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B2型 180/230×250×600(両面R)

m

       10            7,752   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         4.25         1,192             5,066   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.503        26,630            13,394.89

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         1.7          4,325             7,352.5 

歩車道境界ブロック 設置                                            

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

1.65個/m 無し 無し                              ｍ         8.8          5,132            45,161.6 

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

1.65個/m 無し 無し                              

                                                ｍ         1.2          5,448             6,537.6 

               計

         77,512.59

               単価

        7,752   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

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－21号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ F2型 180/190×100×600(片面R)

m

        1            6,708   

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

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

18-8-40(高炉) 有り                              ｍ         1            6,708             6,708   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          6,708   

               単価

        6,708   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 102 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－22号

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ FS型 180/230～190×250～100×600(両面R)

m

       10            8,389   

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下                           

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

                                                 ｍ２         4.25         1,192             5,066   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.503        26,630            13,394.89

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ                             

                                                

                                                 ｍ２         1.7          4,325             7,352.5 

歩車道境界ブロック 設置                                            

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

1.65個/m 無し 無し                              ｍ        10            5,807            58,070   

               計

         83,883.39

               単価

        8,389   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 103 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－24号

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           12,080            12,080   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－23号

交通誘導警備員 交通誘導警備員A

人日

        1           14,700   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           14,700            14,700   

               計

         14,700   

               単価

       14,700   円／人日

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－26号

下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 80mm

m2

        1              750   

下層路盤（歩道部） 80mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30                  

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              750               750   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－25号

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

m2

        1            1,729   

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

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1            1,729             1,729   

               計

          1,729   

               単価

        1,729   円／m2

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

            750   

               単価

          750   円／m2

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－28号

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

m2

        1            2,637   

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

50mm 再生粗粒度アスコン（２０）                 

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用                         ｍ２         1            2,637             2,637   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－27号

上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm

m2

        1            1,167   

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

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1            1,167             1,167   

               計

          1,167   

               単価

        1,167   円／m2

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          2,637   

               単価

        2,637   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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－30号

基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3

.0m以下 m2

        1            1,857   

基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 50mm                           

再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ             

PK-3 全ての費用                                  ｍ２         1            1,857             1,857   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－29号

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

m2

        1            1,093   

下層路盤（車道・路肩部） 250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                       

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1            1,093             1,093   

               計

          1,093   

               単価

        1,093   円／m2

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          1,857   

               単価

        1,857   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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－32号

下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm

m2

        1              800.9 

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

RC-30 全ての費用                                

                                                 ｍ２         1              800.9             800.9 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－31号

表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3

.0m以下 m2

        1            1,830   

表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 50mm                           

再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4          

全ての費用                                       ｍ２         1            1,830             1,830   

               計

          1,830   

               単価

        1,830   円／m2

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

            800.9 

               単価

          800.9 円／m2

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－34号

表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満

m2

        1            2,256   

表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)           

40mm 再生細粒度アスコン（１３）                 

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用                         ｍ２         1            2,256             2,256   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－33号

表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上

m2

        1            1,632   

表層（歩道部） 1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン（１３）        

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

                                                 ｍ２         1            1,632             1,632   

               計

          1,632   

               単価

        1,632   円／m2

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          2,256   

               単価

        2,256   円／m2

              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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－36号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無

m

        1              320.3 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              320.3             320.3 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－35号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無

m

        1              300.6 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              300.6             300.6 

               計

            300.6 

               単価

          300.6 円／m

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

            320.3 

               単価

          320.3 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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－38号

区画線消去 削取り式　15cm換算

m

        1              517   

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

                                                

                                                ｍ         1              517               517   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－37号

高視認性区画線 ﾘﾌﾞ式(溶融式ﾄﾞｯﾄ) 実線 20cm 黄色

m

        1              995.1 

高視認性区画線設置 無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し            

873kg/1000m JIS R 3301                          

1号のみ 100kg/1000m                             ｍ         1              995.1             995.1 

               計

            995.1 

               単価

          995.1 円／m

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

            517   

               単価

          517   円／m

              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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－39号

区画線消去 削取り式(高視認性) 15cm換算

m

        1              517   

高視認性区画線消去（削取り式） 無し 無し 無し 全ての費用                       

                                                

                                                ｍ         1              517               517   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

            517   

               単価

          517   円／m

              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

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－40号

照明柱基礎 φ500mm L=1500mm

基

        1           63,690   

基礎掘削及びスパイラルダクト立込  照明灯基礎 500φ2m以下                          

                                                

                                                基         1            7,026             7,026   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

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

一般養生 無し 全ての費用                        

                                                 ｍ３         0.358        26,630             9,533.54

型枠 一般型枠 小型構造物                             

                                                

                                                 ｍ２         1.32         7,686            10,145.52

スパイラルダクト（亜鉛引き）  直管　　φ５００ｍｍ×０．６ｔ

ｍ         1            2,320             2,320   

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

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.003       182,900               548.7 

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物 10t未満                

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              ｔ         0.009       180,900             1,628.1 

 照明用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ □250mm φ25mm 520mm SS400 FB-50×3 M25ねじ部ﾒｯｷHDZ35 N2･W付

組         1           30,500            30,500   

グリスキャップ Ｍ２４

個         4              495             1,980   

               計

         63,681.86

               単価

       63,690   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 113 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－42号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工

m3

        1            7,534   

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要              

                                                

                                                 ｍ３         1            7,534             7,534   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－41号

照明柱 8ASB(発生品)

基

        1           24,740   

道路照明灯建柱 高さ:GL8～12m 重量:350kg以下                    

0円/基 0円/基 割増なし                          

                                                基         1           24,740            24,740   

               計

         24,740   

               単価

       24,740   円／基

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          7,534   

               単価

        7,534   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 114 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－44号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下

m

        1            2,232   

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下                 

全ての費用                                      

                                                ｍ         1            2,232             2,232   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－43号

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

m

        1              547.8 

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

                                                

                                                ｍ         1              547.8             547.8 

               計

            547.8 

               単価

          547.8 円／m

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          2,232   

               単価

        2,232   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 115 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－46号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下

m2

        1              483.2 

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

15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用              

                                                 ｍ２         1              483.2             483.2 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－45号

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下

m2

        1              168.6 

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り            

全ての費用                                      

                                                 ｍ２         1              168.6             168.6 

               計

            168.6 

               単価

          168.6 円／m2

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

            483.2 

               単価

          483.2 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 116 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－48号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            1,227   

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

無し 5.7km以下 全ての費用                       

                                                 ｍ３         1            1,227             1,227   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－47号

照明柱撤去 8ASB

基

        1           12,370   

道路照明灯撤去 高さ:GL8～12m 重量:350kg以下                    

割増なし                                        

                                                基         1           12,370            12,370   

               計

         12,370   

               単価

       12,370   円／基

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          1,227   

               単価

        1,227   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 117 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－50号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3

        1            5,875   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            5,875             5,875   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－49号

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

       59            2,096   

殻運搬 舗装版破砕                                      

機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)         

無し 6.5km以下 全ての費用                        ｍ３        23            2,703            62,169   

殻運搬 舗装版破砕                                      

機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) 

無し 6.0km以下 全ての費用                        ｍ３        36            1,708            61,488   

               計

        123,657   

               単価

        2,096   円／m3

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          5,875   

               単価

        5,875   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 118 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－52号

床掘り

m3

        1            1,973   

床掘り

 ｍ３         1            1,973             1,973   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－51号

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)

m3

        1            5,170   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            5,170             5,170   

               計

          5,170   

               単価

        5,170   円／m3

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          1,973   

               単価

        1,973   円／m3

              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

１次単価表

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－54号

埋戻し 流用土

m3

        1            3,044   

埋戻し

 ｍ３         1            3,044             3,044   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－53号

残土処理 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

        1            4,572   

土砂等運搬 標準                                            

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)                    

土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り                   ｍ３         1            2,572             2,572   

処分費（ｍ３）

 ｍ３         1            2,000             2,000   

               計

          4,572   

               単価

        4,572   円／m3

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          3,044   

               単価

        3,044   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 120 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－56号

埋戻し 基礎材

m3

        1            6,308   

埋戻し

 ｍ３         1            3,044             3,044   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－55号

埋戻し 路床材･基礎材

m3

        1            5,564   

埋戻し

 ｍ３         1            3,044             3,044   

中埋材（材料費） 砕石                                            

                                                

                                                 ｍ３         1.2          2,100             2,520   

               計

          5,564   

               単価

        5,564   円／m3

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

中埋材（材料費） 砂                                              

                                                

                                                 ｍ３         1.2          2,720             3,264   

               計

          6,308   

               単価

        6,308   円／m3

              国土交通省　近畿地方整備局- 121 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－57号

基面整正

m2

        1              422.1 

基面整正

 ｍ２         1              422.1             422.1 

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

            422.1 

               単価

          422.1 円／m2

              国土交通省　近畿地方整備局- 122 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－58号

埋設管路  本体管 φ300

m

        1            7,508   

埋設部管路材設置 合成樹脂製 FEP管類 本体管設置                   

                                                

                                                ｍ         1            5,278             5,278   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

埋設部管路材設置 合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 6管               

                                                

                                                ｍ         1            2,139             2,139   

呼び線 ハイライン 径４ｍｍ

ｍ         7               13                91   

               計

          7,508   

               単価

        7,508   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 123 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－59号

埋設管路

(浅層埋設部)

 合成樹脂製多孔管 φ50 3条2段、FEP φ50 6条

m

       12           46,340   

波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm                 

6条 0%                                          

                                                ｍ         3            5,171            15,513   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

合成樹脂製多孔管敷設 径50mm 3条2段

ｍ         9            1,894            17,046   

合成樹脂製多孔管 径50mm 3条2段

ｍ         9           10,330            92,970   

呼び線 ハイライン 径４ｍｍ

ｍ        70               13               910   

変換継手  φ300-φ50×6条

個         2          207,600           415,200   

防護鉄板設置 W=280mm t=16mm

枚         1           14,330            14,330   

               計

        555,969   

               単価

       46,340   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 124 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－61号

埋設標 ﾌﾟﾚｰﾄ型

個

        1            3,850   

埋設標（情報ＢＯＸ用） プレート型（材工共）

個         1            3,850             3,850   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－60号

埋設表示ｼｰﾄ W=600mm 2倍

m

        1              582   

電線共同溝用埋設表示シート Ｗ＝６００ｍｍ　２倍

ｍ         1              582               582   

               計

            582   

               単価

          582   円／m

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

          3,850   

               単価

        3,850   円／個

              国土交通省　近畿地方整備局- 125 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－62号

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ﾀｲﾌﾟA L1480×W750×H950

箇所

        1          532,900   

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下                          

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

                                                 ｍ２         2.379         1,318             3,135.52

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

ハンドホール ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊                               

                                                

                                                個         1          205,100           205,100   

歩道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様) １２００×６００ Ｔ－２仕様 受枠 ナット共

組         1          168,000           168,000   

歩道用ハンドホールシリンダー錠 １２００×６００ Ｔ－２仕様

個         1            7,220             7,220   

可とう性ｺﾞﾑ継手  φ300用 固定板含む

個         2           74,700           149,400   

               計

        532,855.52

               単価

      532,900   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 126 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－63号

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ﾀｲﾌﾟC L1480×W750×H1500

箇所

        1          595,900   

基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下                          

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

                                                 ｍ２         2.379         1,318             3,135.52

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

ハンドホール ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊                               

                                                

                                                個         1          268,100           268,100   

歩道用ハンドホール鉄蓋(シリンダー錠仕様) １２００×６００ Ｔ－２仕様 受枠 ナット共

組         1          168,000           168,000   

歩道用ハンドホールシリンダー錠 １２００×６００ Ｔ－２仕様

個         1            7,220             7,220   

可とう性ｺﾞﾑ継手  φ300用 固定板含む

個         2           74,700           149,400   

               計

        595,855.52

               単価

      595,900   円／箇所

              国土交通省　近畿地方整備局- 127 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝据付 製品長2.0m/個 基礎材無

m

       10            1,914   

土木一般世話役  

人         0.1         24,780             2,478   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         0.1         22,155             2,215   

普通作業員  

人         0.3         21,105             6,331   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]運転 排ｶﾞｽ型(第1次)山積0.45m3 2.9t吊

時間         1            7,561             7,561   

諸雑費（率＋まるめ）

       3%

式         1                555   

               計

         19,140   

               単価

        1,914   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 128 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝据付 製品長1.0m/個 基礎材無

m

       10            5,768   

土木一般世話役  

人         0.3         24,780             7,434   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         0.3         22,155             6,646   

普通作業員  

人         0.8         21,105            16,884   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]運転 排ｶﾞｽ型(第1次)山積0.45m3 2.9t吊

時間         2.4          7,643            18,343   

諸雑費（率＋まるめ）

       17%

式         1              8,373   

               計

         57,680   

               単価

        5,768   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 129 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

組立式ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝据付 200kgを超え400kg以下 基礎材無

基

       10            2,623   

土木一般世話役  

人         0.2         24,780             4,956   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         0.1         22,155             2,215   

普通作業員  

人         0.1         21,105             2,110   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]運転 排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊

時間         2.6          6,324            16,442   

諸雑費（率＋まるめ）

       2%

式         1                507   

               計

         26,230   

               単価

        2,623   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 130 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し         

無し                                            

                                                

枚

      100           40,540   

蓋版コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              340            34,000   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

桝用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×500用 T-25 普通目 180°開閉式 ﾎﾞﾙﾄ固定

組       100           40,200         4,020,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

      4,054,000   

               単価

       40,540   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 131 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                

枚

      100           42,430   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              821            82,100   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

桝用鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 T-25 細目 ﾎﾞﾙﾄ固定式

組       100           41,600         4,160,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                900   

               計

      4,243,000   

               単価

       42,430   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 132 -



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）

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,075            12,075   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           14,700   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           14,700            14,700   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         14,700   

               単価

       14,700   円／人日

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 133 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              300.6 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000              178           178,000   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

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              137             6,028   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,782   

               計

        300,600   

               単価

          300.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 134 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              320.3 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無

ｍ     1,000              197           197,000   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

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        49              137             6,713   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,797   

               計

        320,300   

               単価

          320.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 135 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

高視認性区画線設置 無し リブ式 無し 実線 20cm 無し 無し            

873kg/1000m JIS R 3301                          

1号のみ 100kg/1000m                             

ｍ

    1,000              995.1 

高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約無

ｍ     1,000              281           281,000   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

路面標示用塗装 高輝度 ﾘﾌﾞ式 黄

ｋｇ       873              760           663,480   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ       100              150            15,000   

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 高輝度路面標示塗料用

ｋｇ        33              360            11,880   

軽油  １．２号

Ｌ        68              137             9,316   

ガソリン レギュラー

Ｌ         2.9            156               452   

諸雑費（率＋まるめ）

         2%

式         1             13,972   

               計

        995,100   

               単価

          995.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 136 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

                                                

                                                

ｍ

    1,000              517   

区画線消去 昼間　豪雪無　削取り式　制約無

ｍ     1,000              502           502,000   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ        67              137             9,179   

ガソリン レギュラー

Ｌ        37              156             5,772   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 49   

               計

        517,000   

               単価

          517   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 137 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

高視認性区画線消去（削取り式） 無し 無し 無し 全ての費用                       

                                                

                                                

ｍ

    1,000              517   

高視認性区画線消去 昼間　豪雪無　削取り式　制約無

ｍ     1,000              502           502,000   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ        67              137             9,179   

ガソリン レギュラー

Ｌ        37              156             5,772   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 49   

               計

        517,000   

               単価

          517   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 138 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

基礎掘削及びスパイラルダクト立込  照明灯基礎 500φ2m以下                          

                                                

                                                

基

       10            7,026   

普通作業員  

人         0.9         21,105            18,994   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

トラック式アースオーガ［建柱車］  オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ

時間         7            7,323            51,261   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         70,260   

               単価

        7,026   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 139 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)               

補正無(一般構造物)                              

ｔ

        1          182,900   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３

ｔ         1.03       116,000           119,480   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           63,393.75          63,393   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 27   

               計

        182,900   

               単価

      182,900   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 140 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

鉄筋工［市場単価］ SD345 D16～25 一般構造物 10t未満                

無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)         

補正無(一般構造物)                              

ｔ

        1          180,900   

鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５

ｔ         1.03       114,000           117,420   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

鉄筋工 加工・組立共　一般構造物

ｔ         1           63,393.75          63,393   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 87   

               計

        180,900   

               単価

      180,900   円／ｔ

              国土交通省　近畿地方整備局- 141 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

道路照明灯建柱 高さ:GL8～12m 重量:350kg以下                    

0円/基 0円/基 割増なし                          

                                                

基

       10           24,740   

電工  

人         5           22,260           111,300   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

普通作業員  

人         4           21,105            84,420   

照明ポール  

本        10                0                 0   

アンカーボルト  

組        10                0                 0   

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         1.7         30,400            51,680   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        247,400   

               単価

       24,740   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 142 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要              

                                                

                                                

 ｍ３

        1            7,534   

無筋構造物 昼間　機械施工　制約無

 ｍ３         1            7,534             7,534   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,534   

               単価

        7,534   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 143 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

道路照明灯撤去 高さ:GL8～12m 重量:350kg以下                    

割増なし                                        

                                                

基

       10           12,370   

電工  

人         2.5         22,260            55,650   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

普通作業員  

人         2           21,105            42,210   

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ ４．９ｔ吊

日         0.85        30,400            25,840   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

        123,700   

               単価

       12,370   円／基

              国土交通省　近畿地方整備局- 144 -



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）

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            5,170   

処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【浅巻建設㈱合材工場】

 ｍ３       100            5,170           517,000   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            5,875   

処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)【浅巻建設㈱合材工場】

 ｍ３       100            5,875           587,500   

               計

        587,500   

               単価

        5,875   円／ｍ３

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

        517,000   

               単価

        5,170   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 145 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

処分費（ｍ３）

 ｍ３

      100            2,000   

処分費 建設発生土【達川工産】

 ｍ３       100            2,000           200,000   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

        200,000   

               単価

        2,000   円／ｍ３

              国土交通省　近畿地方整備局- 146 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設 構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm                 

6条 0%                                          

                                                

ｍ

      100            5,171   

電工  

人        15.6         22,260           347,256   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

波付硬質ポリエチレン電線管 ＦＥＰ　５０ｍｍ

ｍ       600              283           169,800   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                 44   

               計

        517,100   

               単価

        5,171   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 147 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

合成樹脂製多孔管敷設 径50mm 3条2段

ｍ

       10            1,894   

土木一般世話役  

人         0.2         24,780             4,956   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

特殊作業員  

人         0.25        22,155             5,538   

普通作業員  

人         0.4         21,105             8,442   

諸雑費（率＋まるめ）

       0%

式         1                  4   

               計

         18,940   

               単価

        1,894   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 148 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

防護鉄板設置 W=280mm t=16mm

枚

        1           14,330   

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                枚         1           14,330            14,330   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

               計

         14,330   

               単価

       14,330   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 149 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]

運転

排ｶﾞｽ型(第1次)山積0.45m3 2.9t吊

時間

        1            7,561   

運転手（特殊）  

人         0.16        22,260             3,561   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ         9.2            137             1,260   

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊

時間         1            2,740             2,740   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,561   

               単価

        7,561   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 150 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]

運転

排ｶﾞｽ型(第1次)山積0.45m3 2.9t吊

時間

        1            7,643   

運転手（特殊）  

人         0.16        22,260             3,561   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ         9.8            137             1,342   

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊

時間         1            2,740             2,740   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,643   

               単価

        7,643   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 151 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]

運転

排ｶﾞｽ型(第2次)山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊

時間

        1            6,324   

運転手（特殊）  

人         0.16        22,260             3,561   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ         6.3            137               863   

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ 排ガス型（第１次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊

時間         1            1,900             1,900   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          6,324   

               単価

        6,324   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 152 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

トラック式アースオーガ［建柱車］  オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ

時間

        1            7,323   

運転手（特殊）  

人         0.17        22,260             3,784   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

軽油  １．２号

Ｌ         4.3            137               589   

トラック式アースオーガ［建柱車］  オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ

時間         1            2,950             2,950   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          7,323   

               単価

        7,323   円／時間

              国土交通省　近畿地方整備局- 153 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（２） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

蓋版 据付け 無し 蓋版(各種)                          

40を超え170kg/枚以下 無し 無し                  

                                                

枚

      100           14,330   

蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無

枚       100              821            82,100   

[自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　 ]

防護鉄板 W=280mm L=2482mm t=16mm

組       100           13,500         1,350,000   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                900   

               計

      1,433,000   

               単価

       14,330   円／枚

              国土交通省　近畿地方整備局- 154 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－2号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無

m

        1              320.3 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              320.3             320.3 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－1号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無

m

        1              300.6 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              300.6             300.6 

               計

            300.6 

               単価

          300.6 円／m

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            320.3 

               単価

          320.3 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 155 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－4号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無

m

        1              713.8 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              713.8             713.8 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－3号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無

m

        1              564.3 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              564.3             564.3 

               計

            564.3 

               単価

          564.3 円／m

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            713.8 

               単価

          713.8 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 156 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－6号

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

m

        1              754.2 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              754.2             754.2 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－5号

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

m

        1              332.8 

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     ｍ         1              332.8             332.8 

               計

            332.8 

               単価

          332.8 円／m

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            754.2 

               単価

          754.2 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 157 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－8号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有

m

        1              361.3 

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

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              361.3             361.3 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－7号

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

排水性舗装無 m

        1              691.3 

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

15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し                   

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1              691.3             691.3 

               計

            691.3 

               単価

          691.3 円／m

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            361.3 

               単価

          361.3 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 158 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－10号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有

m

        1              683   

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

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              683               683   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－9号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有

m

        1              381.9 

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

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              381.9             381.9 

               計

            381.9 

               単価

          381.9 円／m

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            683   

               単価

          683   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 159 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－12号

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

m

        1              395   

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

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              395               395   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－11号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装有

m

        1              885.7 

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し             

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              885.7             885.7 

               計

            885.7 

               単価

          885.7 円／m

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            395   

               単価

          395   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 160 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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 白色 

排水性舗装有 m

        1              780.8 

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

15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し                   

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               ｍ         1              780.8             780.8 

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－13号

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

m

        1              928.1 

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

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              928.1             928.1 

               計

            928.1 

               単価

          928.1 円／m

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            780.8 

               単価

          780.8 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 161 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－15号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色

m

        1              133   

区画線設置 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し       

無し 加熱 白 全ての費用                         

                                                ｍ         1              133               133   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

            133   

               単価

          133   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 162 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－16号

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-B-4E(景観塗装) 100m以上 曲線部補正無

m

        1            9,945   

防護柵設置工（材料費を除く手間のみ） 土中建込 Gr-B-4E 塗装品                         

100m以上(標準) 無 無 無                         

                                                ｍ         1            1,245             1,245   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

ガードレール 路側土中用 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装 (景観４色)

ｍ         1            8,610             8,610   

支柱キャップ  ポリプロピレン製(景観色) φ１１４.３ｍｍ

個         0.25           360                90   

               計

          9,945   

               単価

        9,945   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 163 -



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

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－18号

交通誘導警備員 交通誘導警備員A

人日

        1           14,700   

交通誘導警備員Ａ

人日         1           14,700            14,700   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－17号

車線分離標  本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 着脱式 30本

以上 本

        1           23,970   

道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置） 着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費               

 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250                      

高さ800mm 30本以上(標準) 無 無                  本         1           23,970            23,970   

               計

         23,970   

               単価

       23,970   円／本

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

         14,700   

               単価

       14,700   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 164 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

単－19号

交通誘導警備員 交通誘導警備員B

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ

人日         1           12,080            12,080   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 165 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              300.6 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000              178           178,000   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

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              137             6,028   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,782   

               計

        300,600   

               単価

          300.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 166 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              320.3 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無

ｍ     1,000              197           197,000   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

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        49              137             6,713   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,797   

               計

        320,300   

               単価

          320.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 167 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              564.3 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線30cm　制約無

ｍ     1,000              322           322,000   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,130              172           194,360   

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        80              137            10,960   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             11,480   

               計

        564,300   

               単価

          564.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 168 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し             

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              713.8 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線45cm　制約無

ｍ     1,000              354           354,000   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              172           292,400   

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        88              137            12,056   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             17,094   

               計

        713,800   

               単価

          713.8 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 169 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              332.8 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無

ｍ     1,000              209           209,000   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

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        52              137             7,124   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              5,886   

               計

        332,800   

               単価

          332.8 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 170 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白                

アスファルト舗装 全ての費用                     

ｍ

    1,000              754.2 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無

ｍ     1,000              393           393,000   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント ３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型

ｋｇ     1,700              172           292,400   

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        98              137            13,426   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             17,124   

               計

        754,200   

               単価

          754.2 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 171 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し                   

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000              691.3 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無

ｍ     1,200              444           532,800   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

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              137            18,084   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,468   

               計

        691,300   

               単価

          691.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 172 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

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              361.3 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000              186.9         186,900   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

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              137             6,302   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,288   

               計

        361,300   

               単価

          361.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 173 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

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              381.9 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無

ｍ     1,000              206.85         206,850   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

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              137             6,987   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,253   

               計

        381,900   

               単価

          381.9 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 174 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

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              683   

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線30cm　制約無

ｍ     1,000              338.1         338,100   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

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              137            11,508   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             16,352   

               計

        683,000   

               単価

          683   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 175 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し             

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              885.7 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線45cm　制約無

ｍ     1,000              371.7         371,700   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

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        93              137            12,741   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             24,409   

               計

        885,700   

               単価

          885.7 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 176 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

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              395   

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無

ｍ     1,000              219.45         219,450   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

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              137             7,398   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,342   

               計

        395,000   

               単価

          395   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 177 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

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              928.1 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無

ｍ     1,000              412.65         412,650   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

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              137            14,111   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             24,489   

               計

        928,100   

               単価

          928.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 178 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

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

15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し                   

含有量15～18% 白 アスファルト舗装               

ｍ

    1,000              780.8 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無

ｍ     1,200              466.2         559,440   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

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            137            19,070   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             10,518   

               計

        780,800   

               単価

          780.8 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 179 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

区画線設置 無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し       

無し 加熱 白 全ての費用                         

                                                

ｍ

    1,000              133   

区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000               73            73,000   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

トラフィックペイント 加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白

Ｌ        70              640            44,800   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        59              150             8,850   

軽油  １．２号

Ｌ        34              137             4,658   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              1,692   

               計

        133,000   

               単価

          133   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 180 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

防護柵設置工（材料費を除く手間の

 み）

土中建込 Gr-B-4E 塗装品                         

100m以上(標準) 無 無 無                         

                                                

ｍ

        1            1,245   

ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装

ｍ         1            8,585             8,585   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

ガードレール　路側用 土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装

ｍ         1           -7,340            -7,340   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

          1,245   

               単価

        1,245   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 181 -



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）

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ａ

人日

        1           14,700   

交通誘導警備員Ａ  

人         1           14,700            14,700   

2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

道路付属物設置工（車線分離標（ﾗﾊ

ﾞｰﾎﾟｰﾙ）設置）

着脱式(穿孔式･3本脚) 手間＋材料費               

 本体(柱)径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250                      

高さ800mm 30本以上(標準) 無 無                  

本

        1           23,970   

車線分離標（ラバーポール）設置  着脱式　穿孔式　３本脚　φ８０　高さ８００ｍｍ

本         1           23,970            23,970   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         23,970   

               単価

       23,970   円／本

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  0   

               計

         14,700   

               単価

       14,700   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 182 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.06

2022.06

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,075            12,075   

[(自)京都府舞鶴市吉坂地先　　　　　　　　　　　　]

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 183 -


