
 

 

令和４年９月２８日（令和４年１０月５日） 

 
 

国道２７号他交通安全対策工事 

【工事設計書（公表資料）】 
 

福知山河川国道事務所 

 

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

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、 

ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、 

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。 

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



工事地名

３．予算科目

２．工事内容

工事名

4)  事業名：3)  目の細分：2)  目：1)  予算科目：

１．工事名

国道２７号他交通安全対策工事

鏡

(自)京都府舞鶴市鹿原地先　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(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 9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　　　　　3560010007　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　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　　　　　  153日間 　　　　自　　　令和 4年 9月29日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （当初） 　　　至　　　令和 5年 2月28日　　　　

　　　　　　　　　　　　　　 （  0回変更）　至　　　　　  年  月  日　　　　

　９）　施 工 県　　　　　京都府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０）　地    区　　　　　船井郡　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）　河川・路線　　　　一般国道２７号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１２）　設 計 年 月 　　　　　　　令和 4年 7月　　　　　　　　　　　　　　　

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

１４）　単価適用年月　　　　　　　2022年 8月　　　　　　　　　　　　　　　　

１５）　歩掛適用年月　　　　　　　2022年 8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 　　　　　　　              0 　　　　　　　　　　　　　

２３）　公 告 日　　　　　　　　　令和 4年 7月 5日

２４）　入 札 締 切 日　　　　　　　　  年  月  日　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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

単価

設計内訳書

国道２７号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

道路維持

式         1         15,000,400

　区画線工

　

式         1          9,064,160

　　区画線工

　　

式         1          9,064,160

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 m     1,200              307.8         369,360

単-1号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 m     1,200              328.5         394,200

単-2号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 30cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 m     1,200              579.6         695,520

単-3号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 45cm

 厚1.5mm 排水性舗装

無 m       600              736.3         441,780

単-4号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15c

m 厚1.5mm 排水性舗装

無 m       600              341           204,600

単-5号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 厚1.5mm 排水性舗装

無 m       600              776.7         466,020

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 排水性舗装無 m       800              702.5         562,000

単-7号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 実線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 m     1,200              371.5         445,800

単-8号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 15cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 m     1,200              393.2         471,840

単-9号

              国土交通省　近畿地方整備局- 1 -



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

単価

設計内訳書

国道２７号他交通安全対策工事 (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 排水性舗装

有 m     1,200              704.3         845,160

単-10号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 破線 45cm

 厚1.5mm 排水性舗装

有 m       600              917.2         550,320

単-11号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15c

m 厚1.5mm 排水性舗装

有 m       600              406.2         243,720

単-12号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45c

m 厚1.5mm 排水性舗装

有 m       600              959.6         575,760

単-13号

　　　溶融式区画線

　　　

溶融式手動 矢印･記号

･文字 15cm換算 厚1.5

mm 排水性舗装有 m       800              795.6         636,480

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

m    16,000              135.1       2,161,600

単-15号

　防護柵工

　

式         1          2,002,000

　　路側防護柵工

　　

式         1          2,002,000

　　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

　　　

Gr-B-4E 景観塗装 100

m以上 曲線部補正無

m       200           10,010         2,002,000

単-16号

　道路付属施設工

　

式         1          1,917,600

　　道路付属物工

　　

式         1          1,917,600

　　　車線分離標

　　　

高さ 800mm 着脱式(穿

孔式･3本脚) 30本以上

本        80           23,970         1,917,600

単-17号

              国土交通省　近畿地方整備局- 2 -



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

単価

設計内訳書

国道２７号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　仮設工

　

式         1          2,016,640

　　交通管理工

　　

式         1          2,016,640

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員A

人日        32           14,700           470,400

単-18号

　　　交通誘導警備員

　　　

交通誘導警備員B

人日       128           12,080         1,546,240

単-19号

直接工事費

式         1         15,000,400

共通仮設費

式         1          3,085,750

　共通仮設費

　

式         1            528,750

　　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-20号

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式         1            478,000

　共通仮設費（率計上）

　

式         1          2,557,000

純工事費

式         1         18,086,150

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



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

単価

設計内訳書

国道２７号他交通安全対策工事 (当　初) 道路維持･修繕
道路維持

　現場管理費

　

式         1          9,658,000

工事原価

式         1         27,744,150

　一般管理費等

　

式         1          5,515,850

工事価格

式         1         33,260,000

消費税相当額

式         1          3,326,000

工事費計

式         1         36,586,000

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



数量 金額増減 摘要金額単価

単価使用年月

労務調整係数

歩掛使用年月

数量増減名称 単位規格

内訳書＜データ無し＞

              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

2022.08

2022.08

1.000-00-00-2-0

単－2号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              328.5 

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              328.5             328.5 

2022.08

2022.08

1.000-00-00-2-0

単－1号

溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              307.8 

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              307.8             307.8 

               計

            307.8 

               単価

          307.8 円／m

               計

            328.5 

               単価

          328.5 円／m

              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

2022.08

2022.08

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 排水性舗装無

m

        1              736.3 

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              736.3             736.3 

2022.08

2022.08

1.000-00-00-2-0

単－3号

溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無

m

        1              579.6 

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              579.6             579.6 

               計

            579.6 

               単価

          579.6 円／m

               計

            736.3 

               単価

          736.3 円／m

              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

2022.08

2022.08

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 排水性舗装無

m

        1              776.7 

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              776.7             776.7 

2022.08

2022.08

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 排水性舗装無

m

        1              341   

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              341               341   

               計

            341   

               単価

          341   円／m

               計

            776.7 

               単価

          776.7 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 3 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.08

2022.08

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 排水性舗装有

m

        1              371.5 

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              371.5             371.5 

2022.08

2022.08

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 排水

性舗装無 m

        1              702.5 

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              702.5             702.5 

               計

            702.5 

               単価

          702.5 円／m

               計

            371.5 

               単価

          371.5 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 4 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.08

2022.08

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 排水性舗装有

m

        1              704.3 

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              704.3             704.3 

2022.08

2022.08

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 排水性舗装有

m

        1              393.2 

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              393.2             393.2 

               計

            393.2 

               単価

          393.2 円／m

               計

            704.3 

               単価

          704.3 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 5 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.08

2022.08

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 排水性舗装有

m

        1              406.2 

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              406.2             406.2 

2022.08

2022.08

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 排水性舗装有

m

        1              917.2 

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              917.2             917.2 

               計

            917.2 

               単価

          917.2 円／m

               計

            406.2 

               単価

          406.2 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 6 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.08

2022.08

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 排水

性舗装有 m

        1              795.6 

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              795.6             795.6 

2022.08

2022.08

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 排水性舗装有

m

        1              959.6 

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              959.6             959.6 

               計

            959.6 

               単価

          959.6 円／m

               計

            795.6 

               単価

          795.6 円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 7 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

１次単価表 2022.08

2022.08

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

m

        1              135.1 

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              135.1             135.1 

               計

            135.1 

               単価

          135.1 円／m

              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 2022.08

2022.08

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           10,010   

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   

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  フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ１１４.３ｍｍ

個         0.25           600               150   

               計

         10,005   

               単価

       10,010   円／m

              国土交通省　近畿地方整備局- 9 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.08

2022.08

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   

2022.08

2022.08

1.000-00-00-2-0

単－17号

車線分離標 高さ 800mm 着脱式(穿孔式･3本脚) 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

               計

         14,700   

               単価

       14,700   円／人日

              国土交通省　近畿地方整備局- 10 -



歩掛使用年月

単位

歩掛使用年月

単価使用年月

単価使用年月

労務調整係数

労務調整係数

摘要金額単価

単価

数量単位

数量

名称 規格

金額名称 規格 単位

数量単位

数量 摘要

単価

単価

１次単価表

2022.08

2022.08

1.000-00-00-2-0

単－20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   

2022.08

2022.08

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   

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

               計

         50,750   

               単価

       50,750   円／工事

              国土交通省　近畿地方整備局- 11 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.08

2022.08

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              307.8 

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   

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              182           103,740   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              155             3,875   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              400            10,000   

軽油  １．２号

Ｌ        44              138             6,072   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              6,113   

               計

        307,800   

               単価

          307.8 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 12 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.08

2022.08

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              328.5 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無

ｍ     1,000              198           198,000   

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              182           103,740   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              155             3,875   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              400            10,000   

軽油  １．２号

Ｌ        49              138             6,762   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              6,123   

               計

        328,500   

               単価

          328.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 13 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.08

2022.08

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              579.6 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線30cm　制約無

ｍ     1,000              323           323,000   

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              182           205,660   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              155             7,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              400            20,000   

軽油  １．２号

Ｌ        80              138            11,040   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             12,150   

               計

        579,600   

               単価

          579.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 14 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.08

2022.08

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              736.3 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線45cm　制約無

ｍ     1,000              355           355,000   

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              182           309,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              155            11,625   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              400            30,000   

軽油  １．２号

Ｌ        88              138            12,144   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             18,131   

               計

        736,300   

               単価

          736.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 15 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.08

2022.08

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              341   

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無

ｍ     1,000              210           210,000   

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              182           103,740   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              155             3,875   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              400            10,000   

軽油  １．２号

Ｌ        52              138             7,176   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              6,209   

               計

        341,000   

               単価

          341   円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 16 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.08

2022.08

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              776.7 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無

ｍ     1,000              394           394,000   

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              182           309,400   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              155            11,625   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              400            30,000   

軽油  １．２号

Ｌ        98              138            13,524   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             18,151   

               計

        776,700   

               単価

          776.7 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

参考資料（１） 2022.08

2022.08

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              702.5 

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              446           535,200   

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              182           124,488   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              155             4,650   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              400            12,000   

軽油  １．２号

Ｌ       132              138            18,216   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              7,946   

               計

        702,500   

               単価

          702.5 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

参考資料（１） 2022.08

2022.08

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              371.5 

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   

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              182           155,610   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              155             3,875   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              400            10,000   

軽油  １．２号

Ｌ        46              138             6,348   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,767   

               計

        371,500   

               単価

          371.5 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 19 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.08

2022.08

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              393.2 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無

ｍ     1,000              207.9         207,900   

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              182           155,610   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              155             3,875   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              400            10,000   

軽油  １．２号

Ｌ        51              138             7,038   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,777   

               計

        393,200   

               単価

          393.2 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 20 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.08

2022.08

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              704.3 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線30cm　制約無

ｍ     1,000              339.15         339,150   

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              182           308,490   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        50              155             7,750   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        50              400            20,000   

軽油  １．２号

Ｌ        84              138            11,592   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             17,318   

               計

        704,300   

               単価

          704.3 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 21 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.08

2022.08

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              917.2 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線45cm　制約無

ｍ     1,000              372.75         372,750   

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              182           464,100   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              155            11,625   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              400            30,000   

軽油  １．２号

Ｌ        93              138            12,834   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             25,891   

               計

        917,200   

               単価

          917.2 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 22 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.08

2022.08

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              406.2 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無

ｍ     1,000              220.5         220,500   

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              182           155,610   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        25              155             3,875   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        25              400            10,000   

軽油  １．２号

Ｌ        54              138             7,452   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1              8,763   

               計

        406,200   

               単価

          406.2 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 23 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.08

2022.08

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              959.6 

区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無

ｍ     1,000              413.7         413,700   

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              182           464,100   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        75              155            11,625   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        75              400            30,000   

軽油  １．２号

Ｌ       103              138            14,214   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             25,961   

               計

        959,600   

               単価

          959.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 24 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.08

2022.08

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              795.6 

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              468.3         561,960   

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              182           186,732   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        30              155             4,650   

接着用プライマー 区画線用

ｋｇ        30              400            12,000   

軽油  １．２号

Ｌ       139.2            138            19,209   

諸雑費（率＋まるめ）

         5%

式         1             11,049   

               計

        795,600   

               単価

          795.6 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 25 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

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） 2022.08

2022.08

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              135.1 

区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無

ｍ     1,000               74            74,000   

トラフィックペイント 加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白

Ｌ        70              650            45,500   

ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ

ｋｇ        59              155             9,145   

軽油  １．２号

Ｌ        34              138             4,692   

諸雑費（率＋まるめ）

         3%

式         1              1,763   

               計

        135,100   

               単価

          135.1 円／ｍ

              国土交通省　近畿地方整備局- 26 -



金額単価数量単位

単価

名称

数量単位

規格

歩掛使用年月

摘要

単価使用年月

労務調整係数

参考資料（１） 2022.08

2022.08

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   

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- 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

参考資料（１）

2022.08

2022.08

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   

2022.08

2022.08

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

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- 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

参考資料（１）

2022.08

2022.08

1.000-00-00-2-0

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

工事

        1           50,750   

技術員

人         1.75        29,000            50,750   

2022.08

2022.08

1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員Ｂ

人日

        1           12,080   

交通誘導警備員Ｂ  

人         1           12,075            12,075   

諸雑費（まるめ）

 

式         1                  5   

               計

         12,080   

               単価

       12,080   円／人日

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- 29 -


