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平成 30 年度 土木工事設計労務単価および資材単価の公表について

高知県土木部は、これまでに、公平性、客観性、透明性を確保する観点より土木工事標準歩掛の公表を実施

してきましたが、より一層、公平性、客観性、透明性を高めるために、平成 10 年４月より土木工事に使用する

設計労務単価及び設計資材単価を追加し公表することとしています。今回、市場調査の結果に基づいて、変動

があったものについて、単価の改定を行い新たに公表します。今回の公表についての対応方法としては、高知

県ホームページ＿県庁各課室＿土木部＿技術管理課にて掲載を行います。また、前回と同様に入札事務を行う

各出先機関では、閲覧場所からの持ち出しは禁止します。問い合わせについては、高知県土木部技術管理課で

一括して対応し、閲覧を行う各出先機関では、問い合わせには応じないこととします。なお、この単価の適用

は、平成 30 年 10 月１日以降に作成される設計書が対象となります。

また、今回の単価の公表も、土木工事に使用されているものだけとし、この単価の公表に関する基本的な考

えは次のとおりです。

【労務単価】

１ この設計労務単価は、農林水産省と国土交通省の二省が共同で平成 29 年 10 月に実施した公共事業労務費

調査結果に基づいて、平成 30 年度公共工事労務単価として決定されています。

２ この設計労務単価は、公共事業労務費調査による各職種の標準的な労働を想定した所定労働時間内８時間

当たりの基本給相当額及び基準内手当と、労働日数１日当たりの臨時給与（ボーナス等）及び実物給与（食

事の支給等）に基づいて設定するものです。

３ この設計労務単価は、時間外、休日及び深夜の労働についての割り増し賃金、各職種の通常の作業条件ま

たは作業内容を超えた労働に対する手当等は含まれていません。

【資材単価】

１ 一般的な資材単価は、「月刊 建設物価」「ＷＥＢ 建設物価」（（一財）建設物価調査会）、「月刊積

算資料」「積算資料電子版」（（一財）経済調査会）等に掲載されているものを使用しています。

２ 前記１の資料に掲載されていないものについて、調査機関に実態調査を委託し、その結果をもとに設定し

た金額を使用しており、この単価の公表を行います。

３ 資材単価には、生コンクリート、骨材等の地区別単価と、油脂類や鉄筋等の高知県内統一単価があります。

４ 地区別単価の地区は、別紙地区の境界の定義によっています。

５ 本資料の中で「－」は、該当がないため、単価の設定ができていないことを表しています。

６ 本資料の中で単価欄に「※」があるものは、「月刊 建設物価、ＷＥＢ建設物価（（一財）建設物価調査

会 発刊）」、「月刊 積算資料、積算資料電子版（（一財）経済調査会 発刊）」の10月号や「季刊 土

木コスト情報（（一財）建設物価調査会発刊）」、「季刊 土木施工単価（（一財）経済調査会 発刊）」

秋号に掲載されている単価を使用していることを表します。これは、両調査機関に関する著作権の保護のた

めであり、単価については、それぞれの物価資料を参照して下さい。

７ 本資料の中での労務単価や資材単価の内容に関する問い合わせには、原則、対応しないこととなっていま

す。

８ 第三者による、本資料の複製・転載・磁気媒体入力・販売・貸与及び譲渡等を禁止します。

９ 本資料を基にした、公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
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地区別資材単価の地区境界定義 
 

 

安芸土木事務所 
１地区 南部地区 室戸市全域、東洋町全域、奈半利町全域、田野町全域、安田町全域及び芸西村全域、並び

に野根山山頂（△983.4m）から、北川村平鍋（国道４９３号と林道久保裏線との合流地点

）、馬路村・安田町の境界線、安芸市大井、安芸市寺内、及び安芸市寺内北西方向山頂（

△966.3ｍ）を経て、香南市境に達する線（ただし境界線は含まない）より南の安芸市、及

び北川村 
２地区  中部地区 東洋町日増谷より西方向・山道三叉路地点（北川村境）から、県道５４号線の終点、安芸

市伊田淵の伊尾木川と横荒川との合流地点、及び宝蔵峠を経て、香美市境の山頂（△1,293.

6m）に達する線（ただし境界線を含まない）より南の１地区を除く安芸市、馬路村、及び 

北川村 
３地区  北部地区 １，２地区を除く安芸市、馬路村、及び北川村 

 

 

中央東土木事務所 
１地区 南部地区 南国市全域、香美市土佐山田町全域、及び香南市夜須町・芸西村境の山頂（△430.5ｍ）か

ら、香南市香我美町・香美市香北町境の山頂（△412.9ｍ）に達する線（ただし境界線は含

まない）より南の香南市 
２地区 北部地区 大豊町全域、本山町全域、土佐町全域、大川村全域、並びに１地区を除く香美市、及び香

南市 
  
  

高知土木事務所 
１地区 南部地区 ２地区及を除く高知市 
２地区 北部地区 高知市鏡全域及び高知市土佐山全域 

 

 

中央西土木事務所 
１地区 南部地区 土佐市全域、日高村全域、及び（旧）伊野町全域 

 

２地区 中部地区 仁淀川町全域、越知町全域、佐川町全域、及び（旧）吾北村全域 
３地区 北部地区 （旧）本川村全域 

 

 

須崎土木事務所 
１地区 東部地区 須崎市全域、２地区を除く中土佐町、及び（旧）葉山村全域 
２地区 中部地区 中土佐町大野見全域、（旧）東津野村全域 
３地区  西部地区 梼原町全域 
４地区  南部地区 四万十町全域 

 

 

幡多土木事務所 
１地区 南部地区 土佐清水市全域 

２地区 中部地区 ３地区を除く四万十市、４地区を除く宿毛市、黒潮町全域、大月町全域、及び三原村全域 
３地区 北部地区 四万十市西土佐全域 
４地区 沖の島地区 宿毛市沖の島全域 
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名称 規格１ 規格２ 単位 2018/4/1 2018/7/1 2018/10/1

特殊作業員 人 19,300 (27,100) 〃 〃

普通作業員 人 16,300 (22,900) 〃 〃

軽作業員 人 13,800 (19,400) 〃 〃

造園工 人 18,000 (25,300) 〃 〃

法面工 人 25,400 (35,700) 〃 〃

とび工 人 22,000 (30,900) 〃 〃

石工 人 23,100 (-) 〃 〃

ﾌﾞﾛｯｸ工 人 25,900 (-) 〃 〃

電工 人 18,300 (25,700) 〃 〃

鉄筋工 人 19,800 (27,800) 〃 〃

鉄骨工 人 20,900 (29,400) 〃 〃

塗装工 人 20,500 (28,800) 〃 〃

溶接工 人 23,900 (33,600) 〃 〃

運転手(特殊) 人 19,800 (27,800) 〃 〃

運転手(一般) 人 17,600 (24,700) 〃 〃

潜かん工 人 30,800 (43,300) 〃 〃

潜かん世話役 人 36,400 (51,200) 〃 〃

さく岩工 人 23,100 (32,500) 〃 〃

ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 31,000 (43,600) 〃 〃

ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 23,600 (33,200) 〃 〃

ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 31,900 (44,900) 〃 〃

橋りょう特殊工 人 26,300 (37,000) 〃 〃

橋りょう塗装工 人 27,200 (38,200) 〃 〃

橋りょう世話役 人 29,000 (40,800) 〃 〃

土木一般世話役 人 20,800 (29,200) 〃 〃

高級船員 人 33,600 (47,200) 〃 〃

普通船員 人 22,000 (30,900) 〃 〃

潜水士 人 40,400 (56,800) 〃 〃

潜水連絡員 人 19,700 (-) 〃 〃

潜水送気員 人 20,900 (29,400) 〃 〃

山林砂防工 人 21,000 (-) 〃 〃
軌道工 人 30,600 (-) 〃 〃

実施　※括弧書きの単価は、労務単価+必要経費（法定福利費の事業主負担額、労務管理費、宿舎費等）（参考値）

1ﾍﾟｰｼﾞ

　労務単価一覧 平成30年度

閲覧用
Copyright © 2018 Kochi Prefecture All rights reserved.
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名称 規格１ 規格２ 単位 2018/4/1 2018/7/1 2018/10/1

型わく工 人 20,800 (29,200) 〃 〃

大工 人 21,200 (29,800) 〃 〃

左官 人 21,700 (30,500) 〃 〃

配管工 人 17,700 (24,900) 〃 〃

はつり工 人 20,900 (29,400) 〃 〃

防水工 人 21,500 (30,200) 〃 〃

板金工 人 21,700 (-) 〃 〃

ﾀｲﾙ工 人 18,400 (-) 〃 〃

ｻｯｼ工 人 21,500 (-) 〃 〃

屋根ふき工 人 - 〃 〃

内装工 人 23,000 (-) 〃 〃

ｶﾞﾗｽ工 人 20,200 (28,400) 〃 〃

建具工 人 18,900 (-) 〃 〃

ﾀﾞｸﾄ工 人 16,900 (-) 〃 〃

保温工 人 21,000 (29,500) 〃 〃

建築ﾌﾞﾛｯｸ工 人 17,800 (-) 〃 〃

設備機械工 人 20,400 (28,700) 〃 〃

ｽﾚｰﾄ工 人 - 〃 〃

ﾚﾝｶﾞ工 人 - 〃 〃

助手 人 16,300 (-) 〃 〃

機械工 人 23,900 (-) 〃 〃

電気通信技術者 人 30,000 (-) 〃 〃

電気通信技術員 人 20,200 (-) 〃 〃

点検技術者(電) 人 29,900 (-) 〃 〃

点検技術員(電) 人 23,000 (-) 〃 〃

運転監視技術員 人 23,000 (-) 〃 〃

潜水世話役 人 40,400 (56,800) 〃 〃

船団長 人 33,600 (47,200) 〃 〃

交通誘導警備員A 人 11,800 (16,600) 〃 〃

交通誘導警備員B 人 10,000 (14,100) 〃 〃

列車見張り員 人 非公表 非公表 非公表
列車見張り員(限定) 人 非公表 非公表 非公表

実施　※括弧書きの単価は、労務単価+必要経費（法定福利費の事業主負担額、労務管理費、宿舎費等）（参考値）

2ﾍﾟｰｼﾞ

　労務単価一覧 平成30年度

閲覧用
Copyright © 2018 Kochi Prefecture All rights reserved.
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名称 規格１ 規格２ 単位 2018/4/1 2018/7/1 2018/10/1

点検整備工 人 21,000 〃 〃

測量主任技師 人 42,200 〃 〃

測量技師 人 34,800 〃 〃

測量技師補 人 28,100 〃 〃

測量助手 人 28,000 〃 〃

測量補助員 人 22,700 〃 〃

操縦士 人 47,000 〃 〃

整備士 人 36,700 〃 〃

撮影士 人 35,100 〃 〃

撮影助手 人 31,100 〃 〃

測量船操縦士 人 26,300 〃 〃

地質調査技師 人 42,900 〃 〃

主任地質調査員 人 33,800 〃 〃

地質調査員 人 23,500 〃 〃

理事･技師長 人 61,700 〃 〃

主任技師 人 52,700 〃 〃

技師(A) 人 46,300 〃 〃

技師(B) 人 37,900 〃 〃

技師(C) 人 30,800 〃 〃

技術員 人 26,200 〃 〃

主任技術者 人 65,500 〃 〃

鋼橋製作工 人 26,900 〃 〃

船舶製作工 人 25,400 〃 〃

機械設備製作工 人 23,900 〃 〃

機械設備据付工 人 21,000 〃 〃

実施　※括弧書きの単価は、労務単価+必要経費（法定福利費の事業主負担額、労務管理費、宿舎費等）（参考値）

　労務単価一覧 平成30年度

3ﾍﾟｰｼﾞ

閲覧用
Copyright © 2018 Kochi Prefecture All rights reserved.
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
軽油 一般用 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 ㍑ ※
軽油 作業船用 ㍑ ※
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ ㍑ ※
混合油 1:20(ｵｲﾙ:ｶﾞｿﾘﾝ) ㍑ 152
油圧作動油 耐摩耗性型 32cst ㍑ ※
重油 A ﾛｰﾘｰ 陸上、一般 ㍑ ※
灯油 白灯油 小型ﾛｰﾘｰ ㍑ ※
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ 針入度 60～80 ｔ ※
ｽﾄﾚｰﾄｱｽﾌｧﾙﾄ 針入度 80～100 ｔ ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 浸透用 PK1～2 ㍑ ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 浸透用 PK3～4 ㍑ ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 混合用 MK1～3 ㍑ ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ｾﾒﾝﾄ混合用 MN-1 ㍑ ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PKR ｺﾞﾑ入り ㍑ ※
産業用火薬 AN-FO ﾊﾞﾗ物 ；小口； ㎏ ※
電気雷管 6号瞬発1段 脚線長3.0m ；小口； 個 ※
含水爆薬(ｹﾞﾙ状) ｽﾗﾘｰ200g ；超大口； ㎏ 1,110
含水爆薬(ｹﾞﾙ状) ｽﾗﾘｰ200g ；大口； ㎏ 1,350
含水爆薬(ｹﾞﾙ状) ｽﾗﾘｰ200g ；中口； ㎏ 1,630
含水爆薬(ｹﾞﾙ状) ｽﾗﾘｰ200g ；小口； ㎏ 1,830
電気雷管DS/MS段発2～5段 脚線長3.0m ；超大口； 個 249
電気雷管DS/MS段発2～5段 脚線長3.0m ；大口； 個 269
電気雷管DS/MS段発2～5段 脚線長3.0m ；中口； 個 398
電気雷管DS/MS段発2～5段 脚線長3.0m ；小口； 個 ※
電気雷管DS/MS段発6～10段 脚線長3.0m ；超大口； 個 252
電気雷管DS/MS段発6～10段 脚線長3.0m ；大口； 個 272
電気雷管DS/MS段発6～10段 脚線長3.0m ；中口； 個 403
電気雷管DS/MS段発6～10段 脚線長3.0m ；小口； 個 ※
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ 圧縮溶解 ﾎﾞﾝﾍﾞ ㎏ 1,390
酸素ｶﾞｽ 圧縮溶解 ﾎﾞﾝﾍﾞ m3 350
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ 業務用 ﾎﾞﾝﾍﾞ ㎏ ※
六価ｸﾛﾑ溶出試験費 環境庁告示46号溶出試験 試験方法1 検体 ※
六価ｸﾛﾑ溶出試験費 環境庁告示46号溶出試験 試験方法2 検体 ※
六価ｸﾛﾑ溶出試験費 ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験 試験方法3 検体 ※
六価ｸﾛﾑ溶出試験費 環境庁告示46号溶出試験 試験方法4 検体 ※
六価ｸﾛﾑ溶出試験費 環境庁告示46号溶出試験 試験方法5 検体 ※
六価ｸﾛﾑ溶出試験費 ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験 試験方法6 検体 ※
電力基本料金(低圧電力) 50KW未満100V･200V供 ；長期； ｋｗ 1,015
電力基本料金(高圧電力A) 50～500KW未満6000V供 ；長期； ｋｗ 1,176
電力使用料金(低圧電力) 50KW未満100V･200V供 ；長期； ｋｗ時 13
電力使用料金(高圧電力A) 50～500KW未満6000V供 ；長期； ｋｗ時 14
電力基本料金(低圧電力) 50KW未満100V･200V供 ；臨時； ｋｗ 1,218
電力基本料金(高圧電力A) 50～500KW未満6000V供 ；臨時； ｋｗ 1,411
電力使用料金(低圧電力) 50KW未満100V･200V供 ；臨時； ｋｗ時 16
電力使用料金(高圧電力A) 50～500KW未満6000V供 ；臨時； ｋｗ時 16
異形棒鋼 D10 SD295A ｔ ※
異形棒鋼 D13 SD295A ｔ ※
異形棒鋼 D16 SD295A ｔ ※
異形棒鋼 D13 SD345 ｔ ※
異形棒鋼 D16～25 SD345 ｔ ※
異形棒鋼 D29～32 SD345 ｔ ※
異形棒鋼 D35 SD345 ｔ ※
異形棒鋼 D38 SD345 ｔ ※
L形鋼 75×75×6 ｔ ※
H形鋼 150×150×7×10 ｔ ※
H型鋼(ﾒｯｷ使用) 150×150×7×10 溶融亜鉛ﾒｯｷ､HDZ55 ｔ ※
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰ H1 鋼橋工場製作用 ｔ ※
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰ H1 ｔ ※
鋼管ぐい SKK400 地域別ｴｷｽﾄﾗ含む ｔ ※
軽量鋼矢板 SS400 ｔ ※
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 1号品(6×7)φ26 A種 裸 ｍ 911
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 1号品(6×7)φ28 A種 裸 ｍ 1,050
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3号品(6×19)φ14 A種 裸 ｍ 299
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 3号品(6×19)φ16 A種 裸 ｍ 370
鉄線 ﾅﾏｼ 8番 ㎏ ※
鉄線 ﾅﾏｼ 10番 ㎏ ※
鉄線 ﾅﾏｼ 21番 ㎏ ※
鋼矢板 U型 SY295 Ⅱ･ⅡW･Ⅲ･ⅢW･Ⅳ･ⅣW ｔ ※
鋼矢板 U型 SY295 ⅤL･ⅥL ｔ ※
鋼矢板 直線型(FL) 形状ｴｷｽﾄﾗを含む ｔ ※
鋼矢板 直線型(FXL) 形状ｴｷｽﾄﾗを含む ｔ ※
鋼矢板 U型 SYW295 Ⅱ･ⅡW･Ⅲ･ⅢW･Ⅳ･ⅣW ｔ ※
鋼矢板 U型 SYW295 ⅤL･ⅥL ｔ ※
鋼矢板 ﾊｯﾄ形 SYW295 10H･25H・45H ｔ ※
鋼矢板 ﾊｯﾄ形 SYW295 50H ｔ ※
ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ φ22×1400㎜ 個 ※
ｶｰﾋﾞｯﾄ φ22mm用 32㎜ 個 ※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径27.6mm 個 ※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 33.1mm 個 ※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 40.0mm 個 ※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 53.1mm 個 ※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 64.7mm 個 ※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 77.4mm 個 ※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 90.8mm 個 ※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 110.0mm 個 ※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 128.5mm 個 ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　1/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 160.0mm 個 ※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 180.0mm 個 ※
ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ用ﾋﾞｯﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ径 204.0mm 個 ※
ひし形金網 4.0×50mm Z-GS3 ㎡ ※
ひし形金網 4.0×50mm Z-GS4 ㎡ ※
ひし形金網 4.0×50mm C-GS3 ㎡ ※
ひし形金網 3.2×50mm Z-GS3 ㎡ ※
ひし形金網 3.2×50mm Z-GS4 ㎡ ※
ひし形金網 3.2×50mm C-GS3 ㎡ ※
ひし形金網 2.6×50mm Z-GS3 ㎡ ※
ひし形金網 2.6×50mm Z-GS4 ㎡ 650
ひし形金網 2.6×50mm C-GS3 ㎡ ※
ひし形金網 3.2×50mm Z-GS2 ㎡ ※
ひし形金網 2.0×56mm Z-GS2 ㎡ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 350×350×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 400×400×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 450×450×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 500×500×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 550×550×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 600×600×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 650×650×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 700×700×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 750×750×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形 800×450×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形 800×750×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形 900×800×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形 1000×600×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形 1000×850×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形 1100×900×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形 1200×700×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ B形 1200×950×1.6㎜ 亜鉛ﾒｯｷ仕上 ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ400 板厚1.6㎜ ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ400 板厚2.0㎜ ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ600 板厚1.6㎜ ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ600 板厚2.0㎜ ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ600 板厚2.7㎜ ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ800 板厚2.0㎜ ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ800 板厚2.7㎜ ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ1000 板厚2.0㎜ ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ1000 板厚2.7㎜ ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ1200 板厚2.7㎜ ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ1350 板厚2.7㎜ ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 (ﾌﾗﾝｼﾞ型) φ1500 板厚2.7㎜ ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 φ1500 板厚2.7㎜ ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 φ2000 板厚2.7㎜ ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 φ2500 板厚2.7㎜ ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 φ3000 板厚2.7㎜ ｍ ※
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 φ3500 板厚2.7㎜ ｍ ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-2 溝巾300mm 受枠なし 枚 5,890
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-2 溝巾400mm 受枠なし 枚 7,700
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-2 溝巾500mm 受枠なし 枚 8,700
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 歩道用 溝巾200mm 受枠なし 枚 2,840
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 歩道用 溝巾250mm 受枠なし 枚 3,200
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 歩道用 溝巾300mm 受枠なし 枚 3,670
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 歩道用 溝巾350mm 受枠なし 枚 4,080
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 歩道用 溝巾400mm 受枠なし 枚 4,430
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 歩道用 溝巾450mm 受枠なし 枚 4,910
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 歩道用 溝巾500mm 受枠なし 枚 5,200
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 300×400 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 300×500 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 300×600 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 400×400 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 400×500 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 400×600 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 500×400 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 500×500 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 500×600 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 300×400 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 300×500 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 300×600 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 400×400 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 400×500 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 400×600 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 500×400 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 500×500 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-2  受枠付 巾×長(mm) 500×600 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用 溝巾150 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用 溝巾180 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用 溝巾240 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用 溝巾300 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用 溝巾360 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用 溝巾450 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用 溝巾600 枚 7,060
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目 溝巾150 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目 溝巾180 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目 溝巾240 枚 ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　2/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目 溝巾300 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目 溝巾360 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目 溝巾450 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾄﾗﾌ用歩道用細目 溝巾600 枚 12,100
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾250 1m用 T-20 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾300 1m用 T-20 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾400 1m用 T-20 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾500 1m用 T-20 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾250 1m用 ｺﾞﾑ付T-20 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾300 1m用 ｺﾞﾑ付T-20 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾400 1m用 ｺﾞﾑ付T-20 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾500 1m用 ｺﾞﾑ付T-20 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾250 1m用 T-14 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾300 1m用 T-14 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾400 1m用 T-14 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾500 1m用 T-14 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾250 1m用 ｺﾞﾑ付T-14 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾300 1m用 ｺﾞﾑ付T-14 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾400 1m用 ｺﾞﾑ付T-14 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾500 1m用 ｺﾞﾑ付T-14 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾250 1m用 歩道用 嵩上 枚 9,550
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾300 1m用 歩道用 嵩上 枚 9,980
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾400 1m用 歩道用 嵩上 枚 12,300
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾500 1m用 歩道用 嵩上 枚 13,800
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾250 1m用 ｺﾞﾑ付歩道用 嵩上 枚 11,700
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾300 1m用 ｺﾞﾑ付歩道用 嵩上 枚 12,000
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾400 1m用 ｺﾞﾑ付歩道用 嵩上 枚 14,400
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾500 1m用 ｺﾞﾑ付歩道用 嵩上 枚 15,900
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾250 1m用 歩道用細目 嵩上 枚 9,510
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾300 1m用 歩道用細目 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾400 1m用 歩道用細目 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾500 1m用 歩道用細目 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾300 T-20 H=110mm用 枚 12,800
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾400 T-20 H=120mm用 枚 16,500
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾500 T-20 H=130mm用 枚 22,100
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾300 T-14 H=110mm用 枚 10,900
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾400 T-14 H=120mm用 枚 15,500
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾500 T-14 H=130mm用 枚 20,100
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 600×800 110°開閉型 組 36,500
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 600×900 110°開閉型 組 39,100
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 600×1000 110°開閉型 組 46,400
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝用 車道用 幅300 1m用 嵩上げ 枚 12,300
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝用 車道用 幅400 1m用 嵩上げ 枚 16,700
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝用 車道用 幅500 1m用 嵩上げ 枚 20,800
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝用 車道用 幅600 1m用 嵩上げ 枚 28,300
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝用 歩道用 幅300 1m用 嵩上げ 枚 9,850
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝用 歩道用 幅400 1m用 嵩上げ 枚 13,600
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝用 歩道用 幅500 1m用 嵩上げ 枚 17,000
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝用 歩道用 幅600 1m用 嵩上げ 枚 17,700
ｶﾞｽ管(黒ﾈｼﾞﾅｼ管) SGP32～125A ｔ 149,000
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 500×500 落し込み鎖付き 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 600×600 落し込み鎖付き 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 500×500 落し込み鎖付き 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-20 受枠付 巾×長(mm) 600×600 落し込み鎖付き 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-14 受枠付 巾×長(mm) 500×500 落し込み鎖付き 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-14 受枠付 巾×長(mm) 600×600 落し込み鎖付き 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6  受枠付 巾×長(mm) 500×500 落し込み鎖付き 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6  受枠付 巾×長(mm) 600×600 落し込み鎖付き 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅200mm 受枠なし 枚 6,800
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅200mm 受枠付 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅250mm 受枠なし 枚 7,600
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅250mm 受枠付 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅300mm 受枠なし 枚 10,700
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅300mm 受枠付 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅350mm 受枠なし 枚 13,000
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅350mm 受枠付 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅400mm 受枠なし 枚 17,000
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅400mm 受枠付 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅450mm 受枠なし 枚 21,300
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅450mm 受枠付 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅500mm 受枠なし 枚 29,600
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅500mm 受枠付 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅600mm 受枠なし 枚 42,300
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用 T-25 溝幅600mm 受枠付 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅200mm 受枠なし 枚 6,800
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅200mm 受枠付 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅250mm 受枠なし 枚 9,700
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅250mm 受枠付 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅300mm 受枠なし 枚 12,000
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅300mm 受枠付 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅350mm 受枠なし 枚 14,600
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅350mm 受枠付 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅400mm 受枠なし 枚 17,000
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅400mm 受枠付 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅450mm 受枠なし 枚 21,300
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅450mm 受枠付 組 ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　3/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅500mm 受枠なし 枚 22,000
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅500mm 受枠付 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅600mm 受枠なし 枚 36,400
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断溝用 T-25 溝幅600mm 受枠付 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 重荷重横断溝用 T-25 溝幅300mm 受枠付 緩衝ｺﾞﾑ有 組 21,200
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 重荷重横断溝用 T-25 溝幅350mm 受枠付 緩衝ｺﾞﾑ有 組 24,400
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 重荷重横断溝用 T-25 溝幅400mm 受枠付 緩衝ｺﾞﾑ有 組 27,400
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 重荷重横断溝用 T-25 溝幅450mm 受枠付 緩衝ｺﾞﾑ有 組 32,500
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 重荷重横断溝用 T-25 溝幅500mm 受枠付 緩衝ｺﾞﾑ有 組 33,300
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 300×400 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 300×500 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 300×600 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 400×400 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 400×500 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 400×600 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 500×400 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 500×500 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 500×600 110°開閉型 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 600×800 110°開閉型 組 39,000
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 600×900 110°開閉型 組 42,700
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 600×1000 110°開閉型 組 51,100
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾250 1m用 T-25 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾300 1m用 T-25 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾400 1m用 T-25 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾500 1m用 T-25 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾250 1m用 ｺﾞﾑ付 T-25 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾300 1m用 ｺﾞﾑ付 T-25 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾400 1m用 ｺﾞﾑ付 T-25 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝用 溝巾500 1m用 ｺﾞﾑ付 T-25 嵩上 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾300 T-25 H=110mm用 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾400 T-25 H=120mm用 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ現場打U型側溝用かさあげ 溝巾500 T-25 H=130mm用 枚 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　自由勾配側溝用 車道用　細目 幅300 1m用 嵩上げ 枚 17,700
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　自由勾配側溝用 車道用　細目 幅400 1m用 嵩上げ 枚 23,800
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　自由勾配側溝用 車道用　細目 幅500 1m用 嵩上げ 枚 30,800
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　自由勾配側溝用 車道用　細目 幅600 1m用 嵩上げ 枚 50,700
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　自由勾配側溝用 歩道用　細目 幅300 1m用 嵩上げ 枚 12,800
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　自由勾配側溝用 歩道用　細目 幅400 1m用 嵩上げ 枚 15,500
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　自由勾配側溝用 歩道用　細目 幅500 1m用 嵩上げ 枚 21,100
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　自由勾配側溝用 歩道用　細目 幅600 1m用 嵩上げ 枚 28,100
固定蓋用側溝 300×300×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 12,700
固定蓋用側溝 300×400×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 14,700
固定蓋用側溝 300×500×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 16,800
固定蓋用側溝 300×600×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 18,700
固定蓋用側溝 300×700×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 20,700
固定蓋用側溝 300×800×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 22,700
固定蓋用側溝 300×900×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 27,000
固定蓋用側溝 300×1000×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 30,400
固定蓋用側溝 300×1100×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 35,700
固定蓋用側溝 400×400×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 15,300
固定蓋用側溝 400×500×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 17,300
固定蓋用側溝 400×600×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 19,300
固定蓋用側溝 400×700×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 21,200
固定蓋用側溝 400×800×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 23,200
固定蓋用側溝 400×900×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 27,600
固定蓋用側溝 400×1000×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 29,900
固定蓋用側溝 400×1100×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 36,400
固定蓋用側溝 400×1200×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 39,000
固定蓋用側溝 500×400×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 16,400
固定蓋用側溝 500×500×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 18,400
固定蓋用側溝 500×600×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 20,400
固定蓋用側溝 500×700×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 22,500
固定蓋用側溝 500×800×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 24,400
固定蓋用側溝 500×900×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 28,800
固定蓋用側溝 500×1000×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 31,000
固定蓋用側溝 500×1100×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 37,900
固定蓋用側溝 500×1200×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 40,400
固定蓋用側溝 500×1300×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 46,800
固定蓋用側溝 500×1400×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 49,600
固定蓋用側溝 600×400×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 17,000
固定蓋用側溝 600×500×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 19,000
固定蓋用側溝 600×600×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 21,100
固定蓋用側溝 600×700×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 23,100
固定蓋用側溝 600×800×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 25,000
固定蓋用側溝 600×900×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 29,300
固定蓋用側溝 600×1000×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 31,600
固定蓋用側溝 600×1100×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 38,600
固定蓋用側溝 600×1200×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 41,200
固定蓋用側溝 600×1300×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 47,600
固定蓋用側溝 600×1400×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 50,400
固定蓋用側溝 600×1500×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 62,400
固定蓋用側溝 600×1600×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 66,800
固定蓋用側溝 600×1700×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 70,300
固定蓋用側溝 600×1800×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 73,900
固定蓋用側溝 600×1900×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 77,300
固定蓋用側溝 600×2000×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 80,800

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　4/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
固定蓋用側溝 300×300×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 12,700
固定蓋用側溝 300×400×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 14,700
固定蓋用側溝 300×500×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 16,800
固定蓋用側溝 300×600×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 18,700
固定蓋用側溝 300×700×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 20,700
固定蓋用側溝 300×800×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 22,700
固定蓋用側溝 300×900×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 27,000
固定蓋用側溝 300×1000×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 29,300
固定蓋用側溝 300×1100×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 32,700
固定蓋用側溝 400×400×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 15,300
固定蓋用側溝 400×500×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 17,300
固定蓋用側溝 400×600×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 19,300
固定蓋用側溝 400×700×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 21,200
固定蓋用側溝 400×800×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 23,200
固定蓋用側溝 400×900×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 27,600
固定蓋用側溝 400×1000×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 29,900
固定蓋用側溝 400×1100×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 33,400
固定蓋用側溝 400×1200×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 35,700
固定蓋用側溝 500×400×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 16,400
固定蓋用側溝 500×500×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 18,400
固定蓋用側溝 500×600×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 20,400
固定蓋用側溝 500×700×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 22,500
固定蓋用側溝 500×800×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 24,400
固定蓋用側溝 500×900×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 28,800
固定蓋用側溝 500×1000×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 31,000
固定蓋用側溝 500×1100×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 34,800
固定蓋用側溝 500×1200×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 37,100
固定蓋用側溝 500×1300×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 39,400
固定蓋用側溝 500×1400×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 45,600
固定蓋用側溝 600×400×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 17,000
固定蓋用側溝 600×500×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 19,000
固定蓋用側溝 600×600×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 21,100
固定蓋用側溝 600×700×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 23,100
固定蓋用側溝 600×800×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 25,000
固定蓋用側溝 600×900×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 29,300
固定蓋用側溝 600×1000×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 31,600
固定蓋用側溝 600×1100×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 35,600
固定蓋用側溝 600×1200×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 37,900
固定蓋用側溝 600×1300×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 40,100
固定蓋用側溝 600×1400×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 46,300
固定蓋用側溝 600×1500×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 48,900
固定蓋用側溝 600×1600×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 51,500
固定蓋用側溝 600×1700×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 54,000
固定蓋用側溝 600×1800×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 56,700
固定蓋用側溝 600×1900×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 76,400
固定蓋用側溝 600×2000×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 79,900
落とし蓋用側溝 300×300×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 14,400
落とし蓋用側溝 300×400×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 16,500
落とし蓋用側溝 300×500×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 19,800
落とし蓋用側溝 300×600×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 22,200
落とし蓋用側溝 300×700×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 24,500
落とし蓋用側溝 300×800×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 31,200
落とし蓋用側溝 300×900×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 34,200
落とし蓋用側溝 300×1000×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 38,400
落とし蓋用側溝 300×1100×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 41,200
落とし蓋用側溝 400×400×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 17,800
落とし蓋用側溝 400×500×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 21,100
落とし蓋用側溝 400×600×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 23,500
落とし蓋用側溝 400×700×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 25,900
落とし蓋用側溝 400×800×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 32,600
落とし蓋用側溝 400×900×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 35,600
落とし蓋用側溝 400×1000×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 39,900
落とし蓋用側溝 400×1100×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 42,800
落とし蓋用側溝 400×1200×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 53,000
落とし蓋用側溝 500×400×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 21,400
落とし蓋用側溝 500×500×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 23,800
落とし蓋用側溝 500×600×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 26,400
落とし蓋用側溝 500×700×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 28,800
落とし蓋用側溝 500×800×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 37,000
落とし蓋用側溝 500×900×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 40,000
落とし蓋用側溝 500×1000×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 43,000
落とし蓋用側溝 500×1100×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 52,400
落とし蓋用側溝 500×1200×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 56,000
落とし蓋用側溝 500×1300×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 59,600
落とし蓋用側溝 500×1400×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 64,900
落とし蓋用側溝 600×400×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 24,000
落とし蓋用側溝 600×500×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 26,400
落とし蓋用側溝 600×600×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 28,900
落とし蓋用側溝 600×700×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 31,300
落とし蓋用側溝 600×800×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 38,000
落とし蓋用側溝 600×900×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 41,000
落とし蓋用側溝 600×1000×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 44,100
落とし蓋用側溝 600×1100×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 53,400
落とし蓋用側溝 600×1200×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 56,900
落とし蓋用側溝 600×1300×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 60,600
落とし蓋用側溝 600×1400×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 66,200

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　5/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
落とし蓋用側溝 600×1500×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 69,700
落とし蓋用側溝 600×1600×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 83,200
落とし蓋用側溝 600×1700×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 87,500
落とし蓋用側溝 600×1800×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 92,800
落とし蓋用側溝 600×1900×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 97,000
落とし蓋用側溝 600×2000×2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 101,000
落とし蓋用側溝 300×300×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 14,400
落とし蓋用側溝 300×400×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 16,500
落とし蓋用側溝 300×500×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 18,500
落とし蓋用側溝 300×600×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 20,700
落とし蓋用側溝 300×700×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 22,800
落とし蓋用側溝 300×800×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 24,800
落とし蓋用側溝 300×900×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 29,200
落とし蓋用側溝 300×1000×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 31,600
落とし蓋用側溝 300×1100×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 35,000
落とし蓋用側溝 400×400×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 17,800
落とし蓋用側溝 400×500×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 19,900
落とし蓋用側溝 400×600×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 21,900
落とし蓋用側溝 400×700×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 24,000
落とし蓋用側溝 400×800×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 26,100
落とし蓋用側溝 400×900×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 28,300
落とし蓋用側溝 400×1000×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 32,900
落とし蓋用側溝 400×1100×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 36,600
落とし蓋用側溝 400×1200×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 42,400
落とし蓋用側溝 500×400×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 20,600
落とし蓋用側溝 500×500×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 22,800
落とし蓋用側溝 500×600×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 24,900
落とし蓋用側溝 500×700×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 27,100
落とし蓋用側溝 500×800×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 29,300
落とし蓋用側溝 500×900×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 31,400
落とし蓋用側溝 500×1000×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 36,100
落とし蓋用側溝 500×1100×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 40,100
落とし蓋用側溝 500×1200×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 45,700
落とし蓋用側溝 500×1300×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 48,500
落とし蓋用側溝 500×1400×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 51,200
落とし蓋用側溝 600×400×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 21,400
落とし蓋用側溝 600×500×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 23,600
落とし蓋用側溝 600×600×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 25,900
落とし蓋用側溝 600×700×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 28,000
落とし蓋用側溝 600×800×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 30,000
落とし蓋用側溝 600×900×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 32,400
落とし蓋用側溝 600×1000×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 37,100
落とし蓋用側溝 600×1100×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 41,200
落とし蓋用側溝 600×1200×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 46,800
落とし蓋用側溝 600×1300×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 49,600
落とし蓋用側溝 600×1400×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 52,300
落とし蓋用側溝 600×1500×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 59,200
落とし蓋用側溝 600×1600×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 62,100
落とし蓋用側溝 600×1700×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 77,000
落とし蓋用側溝 600×1800×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 80,600
落とし蓋用側溝 600×1900×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 84,200
落とし蓋用側溝 600×2000×2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 個 87,800
ﾌﾗｯﾄ蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B300用　L2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 枚 8,960
ﾌﾗｯﾄ蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B400用　L2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 枚 12,400
ﾌﾗｯﾄ蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B500用　L2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 枚 16,400
ﾌﾗｯﾄ蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B600用　L2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 枚 20,900
ﾌﾗｯﾄ蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B300用　L2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 枚 6,320
ﾌﾗｯﾄ蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B400用　L2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 枚 7,520
ﾌﾗｯﾄ蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B500用　L2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 枚 8,800
ﾌﾗｯﾄ蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B600用　L2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 枚 10,100
落とし蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B300用　L2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 枚 6,480
落とし蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B400用　L2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 枚 9,440
落とし蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B500用　L2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 枚 13,200
落とし蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B600用　L2000　車道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 枚 17,200
落とし蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B300用　L2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 枚 2,720
落とし蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B400用　L2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 枚 9,440
落とし蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B500用　L2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 枚 13,200
落とし蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B600用　L2000　歩道縦断用 ；かんたん側溝同等品； 枚 17,200
縁石一体蓋(片面ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B300用　L2000　ﾊｰﾌﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ用 ；かんたん側溝同等品； 枚 18,500
縁石一体蓋(片面ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B400用　L2000　ﾊｰﾌﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ用 ；かんたん側溝同等品； 枚 21,800
縁石一体蓋(片面ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B500用　L2000　ﾊｰﾌﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ用 ；かんたん側溝同等品； 枚 25,500
縁石一体蓋(片面ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ) B600用　L2000　ﾊｰﾌﾏｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟ用 ；かんたん側溝同等品； 枚 29,300
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ﾊﾞﾗ物 ｔ ※
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ﾊﾞﾗ物 ｔ ※
高炉ｾﾒﾝﾄ B種 ﾊﾞﾗ物 ｔ ※
ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ物 ｔ 13,500
ﾎﾟｿﾞﾘｽ NO.70程度 (比重1.25) ㎏ ※
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 袋物(25kg袋入) ｔ ※
早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 袋物(25kg袋入) ｔ ※
高炉ｾﾒﾝﾄ B種 袋物(25kg袋入) ｔ ※
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 袋物(1t袋入) ｔ 13,000
高炉ｾﾒﾝﾄ B種 袋物(1t袋入) ｔ 12,500
暗渠排水管（波状管） φ250 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ300 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ350 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ400 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　6/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
暗渠排水管（波状管） φ450 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ500 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ600 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ700 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ800 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ900 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ1000 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ250 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ300 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ350 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ400 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ450 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ500 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ600 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ700 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ800 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ900 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（波状管） φ1000 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造(有孔管､無孔管) ｍ ※
暗渠排水管（網状管） 110×100×4000 1/3無孔 ｍ ※
ﾋｭｰﾑ管 150B 外圧管1種 B型 φ150 L=2000mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 200B 外圧管1種 B型 φ200 L=2000mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 250B 外圧管1種 B型 φ250 L=2000mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 300B 外圧管1種 B型 φ300 L=2000mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 350B 外圧管1種 B型 φ350 L=2000mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 400B 外圧管1種 B型 φ400 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 450B 外圧管1種 B型 φ450 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 500B 外圧管1種 B型 φ500 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 600B 外圧管1種 B型 φ600 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 700B 外圧管1種 B型 φ700 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 800B 外圧管1種 B型 φ800 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 900B 外圧管1種 B型 φ900 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 1000B 外圧管1種 B型 φ1000 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 1100B 外圧管1種 B型 φ1100 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 1200B 外圧管1種 B型 φ1200 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 1350B 外圧管1種 B型 φ1350 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 150B 外圧管2種 B型 φ150 L=2000mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 200B 外圧管2種 B型 φ200 L=2000mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 250B 外圧管2種 B型 φ250 L=2000mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 300B 外圧管2種 B型 φ300 L=2000mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 350B 外圧管2種 B型 φ350 L=2000mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 400B 外圧管2種 B型 φ400 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 450B 外圧管2種 B型 φ450 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 500B 外圧管2種 B型 φ500 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 600B 外圧管2種 B型 φ600 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 700B 外圧管2種 B型 φ700 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 800B 外圧管2種 B型 φ800 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 900B 外圧管2種 B型 φ900 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 1000B 外圧管2種 B型 φ1000 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 1100B 外圧管2種 B型 φ1100 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 1200B 外圧管2種 B型 φ1200 L=2430mm 本 ※
ﾋｭｰﾑ管 1350B 外圧管2種 B型 φ1350 L=2430mm 本 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H360 L=600mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 ﾄﾗﾌ150 L=600mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 ﾄﾗﾌ180 L=600mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B240-H240 L=600mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H240 L=600mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300 L=600mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B360-H300 L=600mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B360-H360 L=600mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B450-H450 L=600mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B600-H600 L=600mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種 PU2-B250-H250 L=2000mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種 PU2-B300-H300 L=2000mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種 PU2-B300-H400 L=2000mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種 PU2-B300-H500 L=2000mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種 PU2-B400-H400 L=2000mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種 PU2-B400-H500 L=2000mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種 PU2-B500-H500 L=2000mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用1種 PU2-B500-H600 L=2000mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種 PU3-B250-H250 L=2000mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種 PU3-B300-H300 L=2000mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種 PU3-B300-H400 L=2000mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種 PU3-B300-H500 L=2000mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種 PU3-B400-H400 L=2000mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種 PU3-B400-H500 L=2000mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種 PU3-B500-H500 L=2000mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 道路用3種 PU3-B500-H600 L=2000mm 個 ※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種 PC1-B240 枚 ※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種 PC1-B300 枚 ※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種 PC1-B360 枚 ※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種 PC1-B450 枚 ※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用1種 PC1-B600 枚 ※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種 PC2-B240 枚 ※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種 PC2-B300 枚 ※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種 PC2-B360 枚 ※
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種 PC2-B450 枚 ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　7/27

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2018 Kochi Prefecture All rights reserved .

12



名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
側溝蓋 ﾄﾗﾌ用2種 PC2-B600 枚 ※
側溝蓋 道路用1種 PC3-B250 枚 ※
側溝蓋 道路用1種 PC3-B300 枚 ※
側溝蓋 道路用1種 PC3-B400 枚 ※
側溝蓋 道路用1種 PC3-B500 枚 ※
側溝蓋 道路用3種 PC4-B250 枚 ※
側溝蓋 道路用3種 PC4-B300 枚 ※
側溝蓋 道路用3種 PC4-B400 枚 ※
側溝蓋 道路用3種 PC4-B500 枚 ※
側溝蓋 場所打ち用 C1-B300 枚 ※
側溝蓋 場所打ち用 C1-B400 枚 ※
側溝蓋 場所打ち用 C1-B500 枚 ※
側溝蓋 場所打ち用 C1-B600 枚 ※
側溝蓋 場所打ち用 C1-B700 枚 ※
側溝蓋 場所打ち用 C2-B300 枚 ※
側溝蓋 場所打ち用 C2-B400 枚 ※
側溝蓋 場所打ち用 C2-B500 枚 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 PL2 RC250A 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 PL2 RC250B 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 PL2 RC300 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 PL2 RC350 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 PL3 B500-H150 個 3,500
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 PL3 B500-H200 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 PL3 B500-H250 個 ※
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A 150/170×200×600mm 個 ※
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A Rもの 個 ※
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A 水抜付 個 980
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B 180/205×250×600mm 個 ※
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B Rもの 個 ※
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B 水抜付 個 1,240
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 180/210×300×600mm 個 ※
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C Rもの 個 ※
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 水抜付 個 1,570
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ すりつけ A L=0.6+0.6=1.2m 組 2,070
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ すりつけ B L=1.0+1.0=2.0m 組 4,520
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (盲人用) 乗り入れ (L=0.6m) 200×210×100/120 個 1,000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 乗り入れ A 165×170×70/100×600mm 個 620
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 乗り入れ B 200×205×70/100×600mm 個 800
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (盲人用) 摺付け  (L=2.4m) 300×210×100/2400 組 6,820
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A 120×120×600mm 個 ※
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ B 150×120×600mm 個 ※
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C 150×150×600mm 個 ※
用地杭 12×12×90cm 本 ※
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A(両面R) 150/190×200×600mm 個 840
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A(両面R) 水抜付 個 1,260
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B(両面R) 180/230×250×600mm 個 1,170
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B(両面R) 水抜付 個 1,750
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C(両面R) 180/240×300×600mm 個 1,380
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C(両面R) 水抜付 個 2,070
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 駒止ﾀｲﾌﾟB L=600mm 個 2,090
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 自転車乗り入れﾀｲﾌﾟ100/120 L=600mm 個 1,000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ すりつけ B L=0.6+0.6=1.2m 組 2,680
特殊境界ﾌﾞﾛｯｸ 擦り付け　両面R-B L=0.6m 個 2,090
特殊境界ﾌﾞﾛｯｸ 擦り付け駒止　両面R-B L=0.6m 個 2,090
塩ﾋﾞ管 VP50×60×4.1mm ｍ ※
塩ﾋﾞ管 VP65×76×4.1mm ｍ ※
塩ﾋﾞ管 VP75×89×5.5mm ｍ ※
塩ﾋﾞ管 VP100×114×6.6mm ｍ ※
塩ﾋﾞ管 VP125×140×7.0mm ｍ ※
塩ﾋﾞ管 VP150×165×8.9mm ｍ ※
塩ﾋﾞ管 VP200×216×10.3mm ｍ ※
塩ﾋﾞ管 VU50×60×1.8mm ｍ ※
塩ﾋﾞ管 VU65×76×2.2mm ｍ ※
塩ﾋﾞ管 VU75×89×2.7mm ｍ ※
塩ﾋﾞ管 VU100×114×3.1mm ｍ ※
塩ﾋﾞ管 VU125×140×4.1mm ｍ ※
塩ﾋﾞ管 VU150×165×5.1mm ｍ ※
塩ﾋﾞ管 VU200×216×6.5mm ｍ ※
塩ﾋﾞ管 VP40×48×3.6mm ｍ ※
塩ﾋﾞ管 VU250×267×7.8mm ｍ ※
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ) VP40 DV 個 ※
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ) VP50 DV 個 ※
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ) VP65 DV 個 ※
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ) VP75 DV 個 ※
塩ﾋﾞ製継手(ｿｹｯﾄ) VP100 DV 個 ※
平割材(杉特一等) 4.0×0.105×0.045m m3 ※
板材(杉特一等) 4.0×0.24×0.018m m3 ※
板材(杉特一等) 4.0×0.15×0.015m m3 ※
角材(杉特一等) 4.0×0.105×0.105m m3 ※
角材(杉一等) 4.0×0.105×0.105m m3 ※
角材(杉特一等) 3.0×0.09×0.09m m3 ※
杉丸太 φ0.12m m3 32,000
ﾗﾜﾝ合板 2.5mm×91cm×182cm 枚 ※
釘 φ5×150㎜ 本 ※
ﾗｽ金網 2.0×50×50㎜ ㎡ ※
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ16 L=400mm 本 143

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　8/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ φ9 L=200mm 本 32
人工筋芝 幅7cm 肥料付 種子帯 ｍ ※
人工筋芝 幅15cm 肥料付 種子帯 ｍ ※
人工張芝 ﾈｯﾄ付 ㎡ ※
目串 φ7×150mm程度 100本当り 束 210
型枠用合板(ﾗﾜﾝ材) 12×900×1800 枚 ※
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ 4号品(6×24)φ16 A種 裸 ｍ 350
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 600*600 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 600*600 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 600*600 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 600*600 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 700*700 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 700*700 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 700*700 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 700*700 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 800*800 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 800*800 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 800*800 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 800*800 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 900*900 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 組 106,000
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 900*900 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 900*900 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 900*900 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 ※
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 1000*1000 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 組 137,000
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-25 受枠付 巾×長(mm) 1000*1000 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 92,000
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 1000*1000 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目 組 111,000
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 桝用 T-6 受枠付 巾×長(mm) 1000*1000 ﾎﾞﾙﾄ固定 並目 組 ※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径16mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 ※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径22mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 ※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径28mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 ※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径36mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 ※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径42mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 ※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径54mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 ※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径70mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 ※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径82mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 ※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径92mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 ※
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 径104mm　L=3.66m　厚鋼 ｹｰﾌﾞﾙ保護用 本 ※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 鋼製型枠 ；ﾌﾞﾛｯｸ30t未満； ㎡ ※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 鋼製型枠 ；ﾌﾞﾛｯｸ30t以上50t未満； ㎡ ※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 FRP製型枠 ；ﾌﾞﾛｯｸ30t未満； ㎡ ※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製型枠 ；ﾌﾞﾛｯｸ30t未満； ㎡ ※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製型枠 ；ﾌﾞﾛｯｸ30t以上50t未満； ㎡ ※
異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 鋼製型枠 ；ﾌﾞﾛｯｸ50t以上80t未満； ㎡ ※
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 30cm(12ｲﾝﾁ) 手動式 枚 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 40cm(16ｲﾝﾁ) 手動式 枚 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 45cm(18ｲﾝﾁ) 枚 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 56cm(22ｲﾝﾁ) 枚 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 60cm(24ｲﾝﾁ) 枚 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 35cm(14ｲﾝﾁ) 枚 ※
ﾄﾞﾘﾙ刃 φ14用(振動ﾄﾞﾘﾙ刃) ｺﾝｸﾘｰﾄ用 本 ※
ﾄﾞﾘﾙ刃 φ20用(振動ﾄﾞﾘﾙ刃) 鋼板用 本 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 65cm(26ｲﾝﾁ) 枚 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 75cm(30ｲﾝﾁ) 枚 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 106cm(42ｲﾝﾁ) 枚 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 95cm(38ｲﾝﾁ) 枚 ※
ﾁｾﾞﾙ 大型ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級 本 ※
側ﾌﾞﾗｼ(路面清掃) 補助側ﾌﾞﾗｼ鋼線 850×300 ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾔﾘﾌﾄ2.5m3 個 ※
清掃車用ﾌﾞﾗｼ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 800mm ﾄﾝﾈﾙ清掃用 個 ※
清掃車用ﾌﾞﾗｼ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ 500mm ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃用 個 ※
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ 密度16(型内発泡)難燃性 m3 ※
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ 密度20(型内発泡)難燃性 m3 ※
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ 密度25(型内発泡)難燃性 m3 ※
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ 密度29(押出発泡)難燃性 m3 ※
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ 密度24H(押出発泡)難燃性 m3 ※
緊結金具 個 ※
壁面材固定金具(発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ用) Zｸﾘｯﾌﾟ 角ﾅｯﾄ 六角ﾎﾞﾙﾄ 平座金 ﾊﾞﾈ座金 組 450
壁面材(発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ用･押出成形ｾﾒﾝﾄ版) 通常ﾀｲﾌﾟ 1985×500t=50 枚 7,590
壁面材(発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ用･押出成形ｾﾒﾝﾄ版) 意匠ﾀｲﾌﾟ 1985×500t=75 枚 12,300
壁面材固定金具(発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ用) ｸｯｼｮﾝ材 枚 100
壁面材固定金具(発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ用) 振れ止めｺﾞﾑ 個 90
路面標示用塗料 常温 白 比重1.5 1種B JIS K 5665 ㍑ ※
路面標示用塗料 常温 黄 比重1.5 1種B JIS K 5665 ㍑ ※
路面標示用塗料 常温 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5 1種B JIS K 5665 ㍑ ※
路面標示用塗料 加熱 白 比重1.7 2種B JIS K 5665 ㍑ ※
路面標示用塗料 加熱 黄 比重1.7 2種B JIS K 5665 ㍑ ※
路面標示用塗料 加熱 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7 2種B JIS K 5665 ㍑ ※
路面標示用塗料 溶融 白 比重2.0 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665 kg ※
路面標示用塗料 溶融 黄 比重2.0 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665 kg ※
路面標示用塗料 溶融 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重2.0 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 3種1号 JIS K 5665 kg ※
路面標示用塗料 溶融 白 比重2.0 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量20～23% 3種2号 JIS K 5665 kg ※
路面標示用塗料 溶融 黄 比重2.0 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量20～23% 3種2号 JIS K 5665 kg ※
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 比重0.9 kg ※
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 比重0.9 kg ※
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 1号(0.106～0.850mm) JIS R 3301 kg ※
路面標示用水性塗料 常温 白 比重1.5 1種A JIS K 5665 ㍑ ※
路面標示用水性塗料 常温 黄 比重1.5 1種A JIS K 5665 ㍑ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　9/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
路面標示用水性塗料 常温 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5 1種A JIS K 5665 ㍑ ※
路面標示用水性塗料 加熱 白 比重1.7 2種A JIS K 5665 ㍑ ※
路面標示用水性塗料 加熱 黄 比重1.7 2種A JIS K 5665 ㍑ ※
路面標示用水性塗料 加熱 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7 2種A JIS K 5665 ㍑ ※
高視認性区画線用塗料 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白 ；ﾆｭｰﾚｲﾝｽﾀｰ同等品； kg ※
高視認性区画線用塗料 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 白 ；ﾄｱﾗｲﾅｰMR+α高輝度同等品； kg ※
高視認性区画線用塗料 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 黄 ；ﾄｱﾗｲﾅｰMR+α高輝度同等品； kg ※
高視認性区画線用ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ；ﾄｱﾗﾋﾞｰｽﾞﾊｲﾌﾞﾗｲﾄ同等品； kg ※
高輝度反射ﾃｰﾌﾟ 黄色、50mm*45.7ｍ 巻 45,000
高輝度反射ﾃｰﾌﾟ 黄色、25mm*45.7ｍ 巻 22,500
耐候性大型土のう φ110（丸型）×H110 短期仮設対応(1年) 袋 ※
耐候性大型土のう φ110（丸型）×H110 長期仮設対応(3年) 袋 ※
円形型枠 φ300×5.3㎜ L=4.00m 本 ※
円形型枠 φ400×6.3㎜ L=4.00m 本 ※
防草目地材 成型目地材 幅30mm×厚5mm ｍ 520
防草目地材 接着剤 幅30mm×厚5mm L 2,650
目地材 厚10mm 瀝青繊維質板 ㎡ ※
目地材 厚20mm 瀝青質板 ㎡ ※
目地材 厚20mm 瀝青繊維質板 ㎡ ※
目地材 厚10mm 瀝青質板 ㎡ ※
目地材 加熱注入式 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系(低弾性) ㎏ ※
止水板 FF200×5mm ｍ ※
止水板 CF200×5mm ｍ ※
止水板 CC200×5mm ｍ ※
止水板 UC300×7mm ｍ ※
吸出し防止材 厚10mm ﾔｼ繊維系不織布 ㎡ ※
吸出し防止材 厚10mm 合繊不織布 ㎡ ※
暗渠排水材 厚30×幅200mm ｍ ※
化せん土のう 48cm×62cm 袋 ※
養生ﾏｯﾄ 厚3mm ㎡ ※
目地材 加熱注入式 ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系(高弾性) ㎏ ※
電気溶接棒 軟鋼用 3.2mm D4301 ㎏ ※
電気溶接棒 軟鋼用 4.0mm D4301 ㎏ ※
電気溶接棒 軟鋼用 5.0mm D4301 ㎏ ※
路盤紙 ｸﾗﾌﾄ紙系 ㎡ 28
縄 10mm ㎏ 180
ﾌﾟﾗｲﾏｰ ｱｽﾌｧﾙﾄ 目地補修用 ㍑ 231
塗料用ｼﾝﾅｰ JISK2201 ㍑ ※
接着剤 2液型ｴﾎﾟｷｼ樹脂系打継ぎ用接着剤 ；ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ202； ㎏ 2,400
ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ φ150 #16 枚 ※
ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ φ150 #30 枚 ※
ｼﾝﾅｰ 床版補修用 ㎏ 460
ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 ㎏ 1,840
注入材 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 床版補強工､橋梁補強工用 ㎏ 2,320
ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶ M10 70㎜ ｷｬｯﾌﾟ付き 組 87
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ19×600mm 本 220
暗渠排水材 厚30×幅200mm 不透水ｼｰﾄ付き ｍ ※
吸出し防止材 厚さt=10mm以上 引張強度1tf/m以上 ㎡ ※
遮水ｼｰﾄ 厚1.0+10.0mm ㎡ ※
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 幅3.6m×長5.4m 2.0kg/枚 枚 ※
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ(防炎養生ｼｰﾄ) t=0.4mm JIS1類 ㎡ ※
大型土のう W=110cm H=108cm 袋 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠紙管(ﾎﾞｲﾄﾞ) φ175mm×4m ｍ ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠紙管(ﾎﾞｲﾄﾞ) φ200mm×4m ｍ ※
雑矢板 長さ2.0m*厚さ3～4.5cm*幅12cm上 m3 ※
肥料 15kg/袋　粒状固形 N6-P4-K3 ；ちから1号同等品； 袋 ※
管渠型側溝 300×300×2000 天端ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ ；DOA 300A同等品； 個 13,500
管渠型側溝 300×400×2000 天端ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ ；DOA 300B同等品； 個 15,500
管渠型側溝 400×400×2000 天端ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ ；DOA 400A同等品； 個 20,000
管渠型側溝 300×300×2000 天端6%勾配付 ；DOB 300A同等品； 個 13,500
管渠型側溝 300×400×2000 天端6%勾配付 ；DOB 300B同等品； 個 16,000
管渠型側溝 400×400×2000 天端6%勾配付 ；DOB 400A同等品； 個 20,200
管渠型側溝 200×200×2000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ一体型 ；DO-I 200同等品； 個 23,400
管渠型側溝 300×300×2000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ一体型 ；DO-I 300A同等品； 個 26,400
管渠型側溝桝 300A　H=800　普通目　開閉ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 ；DOB桝同等品； 基 33,200
管渠型側溝桝 300A　H=1240　普通目　開閉ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 ；DOB桝同等品； 基 46,200
自由勾配側溝 B300-H800 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B300-H900 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B400-H900 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B400-H1000 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B400-H1100 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B400-H1200 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B500-H400 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B500-H1100 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B500-H1200 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B500-H1300 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B500-H1400 L=2000mm 個 ※
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｿｹｯﾄ付 BFⅡ形 呼び名200 L=2000mm 個 3,170
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｿｹｯﾄ付 BFⅡ形 呼び名250 L=2000mm 個 3,810
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｿｹｯﾄ付 BFⅡ形 呼び名300 L=2000mm 個 4,760
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｿｹｯﾄ付 BFⅡ形 呼び名350 L=2000mm 個 6,190
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｿｹｯﾄ付 BFⅡ形 呼び名400 L=2000mm 個 7,920
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｿｹｯﾄ付 BFⅡ形 呼び名450 L=2000mm 個 8,640
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｿｹｯﾄ付 BFⅡ形 呼び名500 L=2000mm 個 10,000
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｿｹｯﾄ付 BFⅡ形 呼び名200 L=1000mm 個 1,900
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｿｹｯﾄ付 BFⅡ形 呼び名250 L=1000mm 個 2,280

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　10/27
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ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｿｹｯﾄ付 BFⅡ形 呼び名300 L=1000mm 個 2,850
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｿｹｯﾄ付 BFⅡ形 呼び名350 L=1000mm 個 3,710
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｿｹｯﾄ付 BFⅡ形 呼び名400 L=1000mm 個 4,750
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｿｹｯﾄ付 BFⅡ形 呼び名450 L=1000mm 個 5,180
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｿｹｯﾄ付 BFⅡ形 呼び名500 L=1000mm 個 6,000
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｽﾍﾞﾘ止付 BFⅡ形 呼び名200 L=1000mm 個 2,100
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｽﾍﾞﾘ止付 BFⅡ形 呼び名250 L=1000mm 個 2,520
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｽﾍﾞﾘ止付 BFⅡ形 呼び名300 L=1000mm 個 3,140
ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ ｽﾍﾞﾘ止付 BFⅡ形 呼び名350 L=1000mm 個 4,080
側溝蓋 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用1種 BFC1 呼び名200 L=1000mm 個 980
側溝蓋 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用1種 BFC1 呼び名250 L=1000mm 個 1,280
側溝蓋 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用1種 BFC1 呼び名300 L=1000mm 個 1,740
側溝蓋 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用1種 BFC1 呼び名350 L=500mm 個 1,280
側溝蓋 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用1種 BFC1 呼び名400 L=500mm 個 1,360
側溝蓋 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用1種 BFC1 呼び名450 L=500mm 個 1,580
側溝蓋 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用1種 BFC1 呼び名500 L=500mm 個 1,660
側溝蓋 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用2種 BFC2 呼び名200 L=1000mm 個 1,890
側溝蓋 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用2種 BFC2 呼び名250 L=1000mm 個 2,410
側溝蓋 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用2種 BFC2 呼び名300 L=1000mm 個 2,640
側溝蓋 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用2種 BFC2 呼び名350 L=500mm 個 1,580
側溝蓋 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用2種 BFC2 呼び名400 L=500mm 個 1,810
側溝蓋 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用2種 BFC2 呼び名450 L=500mm 個 2,190
側溝蓋 ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ用2種 BFC2 呼び名500 L=500mm 個 2,490
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 標準用 B400-T150 L=2000mm 個 16,700
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 標準用 B500-T150 L=2000mm 個 19,000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 標準用 B400-T150 L=600mm 個 4,990
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 標準用 B500-T150 L=600mm 個 5,680
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 出入用 B400-T150 L=600mm 個 4,820
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 出入用 B500-T150 L=600mm 個 5,370
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 歩道用 B400-T150 L=600mm 個 4,260
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 歩道用 B500-T150 L=600mm 個 4,740
境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝用集水桝 400用 L=600mm 個 9,240
境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝用集水桝 500用 L=600mm 個 10,900
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 擦付部 B400-T150 L=0.6+0.6=1.2m 組 10,000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 擦付部 B500-T150 L=0.6+0.6=1.2m 組 11,400
自由勾配側溝 B300-H300 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B300-H400 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B300-H500 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B300-H600 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B300-H700 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B400-H400 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B400-H500 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B400-H600 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B400-H700 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B400-H800 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B500-H500 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B500-H600 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B500-H700 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B500-H800 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B500-H900 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B500-H1000 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B600-H600 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B600-H700 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B600-H800 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B600-H900 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B600-H1000 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B600-H1100 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B600-H1200 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B600-H1300 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B600-H1400 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B600-H1500 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B600-H400 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝 B600-H500 L=2000mm 個 ※
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板 400*100*2000 枚 10,400
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板 500*100*2000 枚 12,300
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板 600*100*2000 枚 14,800
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板 700*100*2000 枚 17,300
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板 800*100*2000 枚 18,400
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎板 1000*100*2000 枚 22,900
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1000-B800 L=2000mm 個 30,100
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1000-B900 L=2000mm 個 31,700
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 L=2000mm B=800mm B・C種　連結金具含む 個 24,200
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 L=2000mm B=1100mm B・C種　連結金具含む 個 28,300
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 L=2000mm B=1000mm A種　連結金具含む 個 37,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 L=2000mm B=1300mm A種　連結金具含む 個 43,200
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 L=2000mm B=900mm B・C種　連結金具含む 個 25,500
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 L=2000mm B=1000mm B・C種　連結金具含む 個 27,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 L=2000mm B=1200mm B・C種　連結金具含む 個 29,700
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 L=2000mm B=1400mm B・C種　連結金具含む 個 37,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 L=2000mm B=1900mm B・C種　連結金具含む 個 44,500
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型用基礎ｺﾝ 5分勾配用 控35cm用 L=2500mm 個 12,300
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型用基礎ｺﾝ 5分勾配用 控45cm用 L=2500mm 個 16,100
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型用基礎ｺﾝ 5分勾配用 控50cm用 L=2500mm 個 17,900
大型ﾌﾞﾛｯｸ 控100cm(滑面) 高知県型Ｉ型ブロック同等品 ㎡ 22,700
大型ﾌﾞﾛｯｸ 控80cm(滑面) 高知県型Ｉ型ブロック同等品 ㎡ 21,100
大型ﾌﾞﾛｯｸ 控100cm(擬石面) 高知県型Ｉ型ブロック同等品 ㎡ 23,600

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　11/27
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大型ﾌﾞﾛｯｸ 控80cm(擬石面) 高知県型Ｉ型ブロック同等品 ㎡ 21,900
張ﾌﾞﾛｯｸ(覆土ﾀｲﾌﾟ) t=90　H=190 連結金具含む ㎡ 6,100
張ﾌﾞﾛｯｸ(覆土ﾀｲﾌﾟ) t=130　H=230 連結金具含む ㎡ 8,510
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ300 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； m ※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ350 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； m ※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ400 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； m ※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ450 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； m ※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ500 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； m ※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ600 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； m ※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ700 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； m ※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ800 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； m ※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ900 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； m ※
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 φ1000 L=2000mm ；重圧管(1種)同等品； m ※
側溝蓋 自由勾配側溝用 車道用 呼び名300 L=500mm 枚 ※
側溝蓋 自由勾配側溝用 車道用 呼び名400 L=500mm 枚 ※
側溝蓋 自由勾配側溝用 車道用 呼び名500 L=500mm 枚 ※
側溝蓋 自由勾配側溝用 車道用 呼び名600 L=500mm 枚 ※
側溝蓋 自由勾配側溝用 歩道用 呼び名300 L=500mm 枚 1,170
側溝蓋 自由勾配側溝用 歩道用 呼び名400 L=500mm 枚 1,510
側溝蓋 自由勾配側溝用 歩道用 呼び名500 L=500mm 枚 2,070
側溝蓋 自由勾配側溝用 歩道用 呼び名600 L=500mm 枚 2,690
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 標準用 B400-T150 L=600mm(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付) 個 13,000
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 標準用 B500-T150 L=600mm(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付) 個 13,800
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 出入用 B400-T150 L=600mm(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付) 個 12,900
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 出入用 B500-T150 L=600mm(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付) 個 13,500
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 歩道用 B400-T150 L=600mm(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付) 個 11,200
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 歩道用 B500-T150 L=600mm(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付) 個 11,700
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 駒止ﾀｲﾌﾟ B500-T150 L=600mm 個 7,300
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ付L型側溝 自転車乗り入れﾀｲﾌﾟ B500-T150 L=600mm 個 4,740
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝用 溝巾300mm 道路横断用 受枠別 標準型 枚 12,500
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝用 溝巾400mm 道路横断用 受枠別 標準型 枚 17,600
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝用 溝巾500mm 道路横断用 受枠別 標準型 枚 21,800
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 自由勾配側溝用 溝巾600mm 道路横断用 受枠別 標準型 枚 27,400
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1100-B1070 L=2000mm 個 43,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1100-B1200 L=2000mm 個 45,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1200-B1070 L=2000mm 個 44,600
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1200-B1200 L=2000mm 個 46,900
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1300-B1070 L=2000mm 個 46,600
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1300-B1200 L=2000mm 個 48,500
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1400-B1070 L=2000mm 個 48,100
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1400-B1200 L=2000mm 個 50,100
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1500-B1070 L=2000mm 個 49,700
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1500-B1200 L=2000mm 個 51,600
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1600-B1330 L=2000mm 個 66,200
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1600-B1490 L=2000mm 個 68,500
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1700-B1330 L=2000mm 個 67,700
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1700-B1490 L=2000mm 個 70,400
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1800-B1330 L=2000mm 個 69,600
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1800-B1490 L=2000mm 個 72,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1900-B1330 L=2000mm 個 71,200
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1900-B1490 L=2000mm 個 73,600
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2000-B1330 L=2000mm 個 72,800
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2000-B1490 L=2000mm 個 75,100
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2100-B1590 L=2000mm 個 93,100
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2100-B1790 L=2000mm 個 96,300
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2200-B1590 L=2000mm 個 94,700
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2200-B1790 L=2000mm 個 98,300
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2300-B1590 L=2000mm 個 96,700
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2300-B1790 L=2000mm 個 99,800
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2400-B1590 L=2000mm 個 98,300
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2400-B1790 L=2000mm 個 101,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2500-B1590 L=2000mm 個 99,800
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2500-B1790 L=2000mm 個 103,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2600-B1860 L=2000mm 個 136,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2600-B2080 L=2000mm 個 140,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2700-B1860 L=2000mm 個 138,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2700-B2080 L=2000mm 個 142,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2800-B1860 L=2000mm 個 140,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2800-B2080 L=2000mm 個 144,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2900-B1860 L=2000mm 個 141,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2900-B2080 L=2000mm 個 145,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3000-B1860 L=2000mm 個 143,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3000-B2080 L=2000mm 個 146,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3100-B2120 L=2000mm 個 173,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3100-B2370 L=2000mm 個 177,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3200-B2120 L=2000mm 個 175,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3200-B2370 L=2000mm 個 179,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3300-B2120 L=2000mm 個 176,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3300-B2370 L=2000mm 個 181,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3400-B2120 L=2000mm 個 178,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3400-B2370 L=2000mm 個 182,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3500-B2120 L=2000mm 個 179,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3500-B2370 L=2000mm 個 184,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3600-B2380 L=2000mm 個 229,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3600-B2660 L=2000mm 個 234,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3700-B2380 L=2000mm 個 231,000

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　12/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3700-B2660 L=2000mm 個 236,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3800-B2380 L=2000mm 個 233,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3800-B2660 L=2000mm 個 238,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3900-B2380 L=2000mm 個 235,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3900-B2660 L=2000mm 個 240,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H4000-B2380 L=2000mm 個 236,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H4000-B2660 L=2000mm 個 241,000
自由勾配側溝(道路横断用) B300-H300 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B300-H400 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B300-H500 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B300-H600 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B300-H700 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B400-H400 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B400-H500 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B400-H600 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B400-H700 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B400-H800 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B500-H500 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B500-H600 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B500-H700 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B500-H800 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B500-H900 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B500-H1000 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B600-H600 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B600-H700 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B600-H800 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B600-H900 受枠付 L=2000mm 個 ※
自由勾配側溝(道路横断用) B600-H1000 受枠付 L=2000mm 個 ※
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1000-H1000 L=2000mm 縦締部材含む 個 131,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1000-H1500 L=2000mm 縦締部材含む 個 143,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1100-H1100 L=2000mm 縦締部材含む 個 137,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1200-H800 L=2000mm 縦締部材含む 個 127,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1200-H1000 L=2000mm 縦締部材含む 個 137,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1200-H1200 L=2000mm 縦締部材含む 個 147,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1200-H1500 L=2000mm 縦締部材含む 個 161,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1300-H1300 L=2000mm 縦締部材含む 個 160,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1400-H1400 L=2000mm 縦締部材含む 個 178,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1500-H1000 L=2000mm 縦締部材含む 個 171,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1500-H1200 L=2000mm 縦締部材含む 個 181,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1500-H1500 L=2000mm 縦締部材含む 個 198,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1800-H1200 L=2000mm 縦締部材含む 個 202,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1800-H1500 L=2000mm 縦締部材含む 個 235,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1800-H1800 L=2000mm 縦締部材含む 個 253,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B2000-H1500 L=2000mm 縦締部材含む 個 264,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B2000-H1800 L=2000mm 縦締部材含む 個 281,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B2000-H2000 L=2000mm 縦締部材含む 個 311,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B2500-H1500 L=2000㎜ 縦締部材含む 個 371,000
PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B2500-H1800 L=2000㎜ 縦締部材含む 個 390,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1000-H1000 L=2000mm 縦締部材含む 個 131,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1000-H1500 L=2000mm 縦締部材含む 個 143,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1100-H1100 L=2000mm 縦締部材含む 個 137,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1200-H800 L=2000mm 縦締部材含む 個 127,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1200-H1000 L=2000mm 縦締部材含む 個 137,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1200-H1200 L=2000mm 縦締部材含む 個 147,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1200-H1500 L=2000mm 縦締部材含む 個 161,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1300-H1300 L=2000mm 縦締部材含む 個 160,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1400-H1400 L=2000mm 縦締部材含む 個 178,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1500-H1000 L=2000mm 縦締部材含む 個 171,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1500-H1200 L=2000mm 縦締部材含む 個 181,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1500-H1500 L=2000mm 縦締部材含む 個 198,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1800-H1200 L=2000mm 縦締部材含む 個 202,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1800-H1500 L=2000mm 縦締部材含む 個 235,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B1800-H1800 L=2000mm 縦締部材含む 個 253,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B2000-H1500 L=2000mm 縦締部材含む 個 264,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B2000-H1800 L=2000mm 縦締部材含む 個 281,000
RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(T25) B2000-H2000 L=2000mm 縦締部材含む 個 311,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1000-750 B850 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 34,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1250-1000 B1000 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 43,400
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1500-1250 B1150 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 53,400
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H1750-1500 B1300 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 66,600
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2000-1750 B1450 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 80,300
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2250-2000 B1600 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 95,400
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2500-2250 B1750 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 115,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H2750-2500 B1900 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 133,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3000-2750 B2050 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 155,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3250-3000 B2300 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 199,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3500-3250 B2400 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 212,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H3750-3500 B2600 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 242,000
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁 H4000-3750 B2700 L=2000mm 1ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ型 個 255,000
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ90mm用 単管削孔 個 ※
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ115mm用 単管削孔 個 ※
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ135mm用 単管削孔 個 ※
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ146mm用 単管削孔 個 ※
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ90mm用 単管削孔 個 ※
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ115mm用 単管削孔 個 ※
打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ φ135mm用 単管削孔 個 ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　13/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準) φ90mm用 単管削孔 本 ※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準) φ115mm用 単管削孔 本 ※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準) φ135mm用 単管削孔 本 ※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準) φ146mm用 単管削孔 本 ※
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ90mm用 単管削孔 個 ※
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ115mm用 単管削孔 個 ※
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ135mm用 単管削孔 個 ※
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ90mm用 二重管削孔 個 ※
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ115mm用 二重管削孔 個 ※
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ135mm用 二重管削孔 個 ※
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ146mm用 二重管削孔 個 ※
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ90mm用 二重管削孔 個 ※
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ115mm用 二重管削孔 個 ※
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ135mm用 二重管削孔 個 ※
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ146mm用 二重管削孔 個 ※
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ90mm用 二重管削孔 個 ※
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ115mm用 二重管削孔 個 ※
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ135mm用 二重管削孔 個 ※
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ146mm用 二重管削孔 個 ※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準) φ90mm用 二重管削孔 本 ※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準) φ115mm用 二重管削孔 本 ※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準) φ135mm用 二重管削孔 本 ※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.5m標準) φ146mm用 二重管削孔 本 ※
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.5m標準) φ90mm用 二重管削孔 本 ※
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.5m標準) φ115mm用 二重管削孔 本 ※
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.5m標準) φ135mm用 二重管削孔 本 ※
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.5m標準) φ146mm用 二重管削孔 本 ※
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ90mm用 単管及び二重管削孔 個 ※
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ115mm用 単管及び二重管削孔 個 ※
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ135mm用 単管及び二重管削孔 個 ※
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ146mm用 単管及び二重管削孔 個 ※
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ φ90mm用 二重管削孔 個 ※
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ φ115mm用 二重管削孔 個 ※
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ φ135mm用 二重管削孔 個 ※
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ φ146mm用 二重管削孔 個 ※
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ90mm用 二重管削孔 個 ※
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ115mm用 二重管削孔 個 ※
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ135mm用 二重管削孔 個 ※
ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ146mm用 二重管削孔 個 ※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.0m) φ90mm用 二重管削孔 本 ※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.0m) φ115mm用 二重管削孔 本 ※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.0m) φ135mm用 二重管削孔 本 ※
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ(1.0m) φ146mm用 二重管削孔 本 ※
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.0m) φ90mm用 二重管削孔 本 ※
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.0m) φ115mm用 二重管削孔 本 ※
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.0m) φ135mm用 二重管削孔 本 ※
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ(1.0m) φ146mm用 二重管削孔 本 ※
ｽﾄﾗﾝﾄﾞ F50UA用 ｍ 800
防錆被覆材 F50UA用 ｍ 1,470
ﾏﾝｼｮﾝ(2個) F50UA用 組 20,400
ﾅｯﾄ F50UA用 個 790
ｽﾄｯﾊﾟｰｼｰｽ F50UA用 組 1,420
定着体 F50UA用 本 26,000
ｽﾍﾟｰｻｰ F50UA用 個 569
ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ(亜鉛ﾒｯｷ仕様) F50UA用 枚 4,760
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ(ｱﾙﾐ製) F50UA用 組 7,140
全塗装PC鋼より線 SC-U1 KM6-2用 ｍ 495
全塗装PC鋼より線 SC-U2 KM6-2用 ｍ 554
耐荷体(亜鉛ﾒｯｷ) φ95㎜ KM6-2用 組 5,850
養生ﾊﾟｲﾌﾟ(銅管) KM6-2用 組 2,700
ｱﾝｶｰﾍｯﾄﾞ(ﾅｯﾄ付) KM6-2用 個 6,480
くさび φ15.2mm KM6-2用 組 729
ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ LL型用 KM6-2用 個 1,980
ｱﾙﾐﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ AC160 KM6-2用 個 5,130
ﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ内防錆材 ｷｭｰﾀﾞｽHC ㎏ 900
ｱﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ内防錆材 ﾉﾝｺﾛｰｼﾞｮﾝ ㎏ 1,170
ｱﾝﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ KM6-2用 個 2,700
ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 200×16 KM6-2用 枚 3,600
ｱﾝﾀﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 200×6 KM6-2用 枚 1,530
鋼矢板 〔本矢板〕(防護柵用) 2型 [48kg/m] ；1～3箇月； ｔ・日 95
鋼矢板 〔本矢板〕(防護柵用) 2型 [48kg/m] ；4～6箇月； ｔ・日 95
鋼矢板 〔本矢板〕(防護柵用) 2型 [48kg/m] ；7～12箇月； ｔ・日 90
鋼矢板 〔本矢板〕(防護柵用) 2型 [48kg/m] ；13～24箇月； ｔ・日 80
鋼矢板 〔本矢板〕(防護柵用) 2型 [48kg/m] ；25～36箇月； ｔ・日 75
鋼矢板 〔本矢板〕 3型 [60kg/m] ；1～3箇月； ｔ・日 ※
鋼矢板 〔本矢板〕 3型 [60kg/m] ；4～6箇月； ｔ・日 ※
鋼矢板 〔本矢板〕 3型 [60kg/m] ；7～12箇月； ｔ・日 ※
鋼矢板 〔本矢板〕 3型 [60kg/m] ；13～24箇月； ｔ・日 ※
鋼矢板 〔本矢板〕 3型 [60kg/m] ；25～36箇月； ｔ・日 ※
鋼矢板 〔本矢板〕 4型 [76.1kg/m] ；1～3箇月； ｔ・日 ※
鋼矢板 〔本矢板〕 4型 [76.1kg/m] ；4～6箇月； ｔ・日 ※
鋼矢板 〔本矢板〕 4型 [76.1kg/m] ；7～12箇月； ｔ・日 ※
鋼矢板 〔本矢板〕 4型 [76.1kg/m] ；13～24箇月； ｔ・日 ※
鋼矢板 〔本矢板〕 4型 [76.1kg/m] ；25～36箇月； ｔ・日 ※
鋼矢板 〔軽量矢板〕 軽量型〔2型･3型〕 ；1～3箇月； ｔ・日 ※
鋼矢板 〔軽量矢板〕 軽量型〔2型･3型〕 ；4～6箇月； ｔ・日 ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　14/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
鋼矢板 〔軽量矢板〕 軽量型 [2型･3型] ；7～12箇月； ｔ・日 ※
鋼矢板 〔軽量矢板〕 軽量型 [2型･3型] ；13～24箇月； ｔ・日 ※
鋼矢板 〔軽量矢板〕 軽量型 [2型･3型] ；25～36箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 200型 [49.9kg/m] ；1～3箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 200型 [49.9kg/m] ；4～6箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 200型 [49.9kg/m] ；7～12箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 200型 [49.9kg/m] ；13～24箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 250型 [71.8kg/m] ；1～3箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 250型 [71.8kg/m] ；4～6箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 250型 [71.8kg/m] ；7～12箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 250型 [71.8kg/m] ；13～24箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 300型 [93kg/m] ；1～3箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 300型 [93kg/m] ；4～6箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 300型 [93kg/m] ；7～12箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 300型 [93kg/m] ；13～24箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 350型 [135kg/m] ；1～3箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 350型 [135kg/m] ；4～6箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 350型 [135kg/m] ；7～12箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 350型 [135kg/m] ；13～24箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 400型 [172kg/m] ；1～3箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 400型 [172kg/m] ；4～6箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 400型 [172kg/m] ；7～12箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 400型 [172kg/m] ；13～24箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 〔山留主部材〕 250～400型 ；1～3箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 〔山留主部材〕 250～400型 ；4～6箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 〔山留主部材〕 250～400型 ；7～12箇月； ｔ・日 ※
H形鋼 〔山留主部材〕 250～400型 ；13～24箇月； ｔ・日 ※
H形綱 〔山留主部材〕 250～400型 ；25～36箇月； ｔ・日 ※
覆工板 鋼製(従来型) ；1～3箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製(従来型) ；4～6箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製(従来型) ；7～12箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製(従来型) ；13～24箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製(従来型) ；25～36箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製･すべり止め(従来型) ；1～3箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製･すべり止め(従来型) ；4～6箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製･すべり止め(従来型) ；7～12箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製･すべり止め(従来型) ；13～24箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製･すべり止め(従来型) ；25～36箇月； ㎡・月 ※
鋼製ﾏｯﾄ 厚50mm 重量83kg/m2 ；1～3箇月； ㎡・日 ※
鋼製ﾏｯﾄ 厚50mm 重量83kg/m2 ；4～6箇月； ㎡・日 ※
鋼製ﾏｯﾄ 厚50mm 重量83kg/m2 ；7～12箇月； ㎡・日 ※
鋼製ﾏｯﾄ 厚50mm 重量83kg/m2 ；13～24箇月； ㎡・日 ※
鋼製ﾏｯﾄ 厚50mm 重量83kg/m2 ；25～36箇月； ㎡・日 ※
鋼製ﾏｯﾄ 厚100mm 重量107kg/m2 ；1～3箇月； ㎡・日 ※
鋼製ﾏｯﾄ 厚100mm 重量107kg/m2 ；4～6箇月； ㎡・日 ※
鋼製ﾏｯﾄ 厚100mm 重量107kg/m2 ；7～12箇月； ㎡・日 ※
鋼製ﾏｯﾄ 厚100mm 重量107kg/m2 ；13～24箇月； ㎡・日 ※
鋼製ﾏｯﾄ 厚100mm 重量107kg/m2 ；25～36箇月； ㎡・日 ※
覆工板受桁･桁受 ；1～3箇月； H形鋼 250～400型 ｔ・日 ※
覆工板受桁･桁受 ；4～6箇月； H形鋼 250～400型 ｔ・日 ※
覆工板受桁･桁受 ；7～12箇月； H形鋼 250～400型 ｔ・日 ※
覆工板受桁･桁受 ；13～24箇月； H形鋼 250～400型 ｔ・日 ※
敷鉄板 22×1524×3048 ；1～3箇月； 枚・日 ※
敷鉄板 22×1524×3048 ；4～6箇月； 枚・日 ※
敷鉄板 22×1524×3048 ；7～12箇月； 枚・日 ※
敷鉄板 22×1524×6096 ；1～3箇月； 枚・日 ※
敷鉄板 22×1524×6096 ；4～6箇月； 枚・日 ※
敷鉄板 22×1524×6096 ；7～12箇月； 枚・日 ※
敷鉄板 25×1524×6096 ；1～3箇月； 枚・日 ※
敷鉄板 25×1524×6096 ；4～6箇月； 枚・日 ※
敷鉄板 25×1524×6096 ；7～12箇月； 枚・日 ※
敷鉄板 22×1524×3048 整備費 枚 ※
敷鉄板 22×1524×6096 整備費 枚 ※
敷鉄板 25×1524×6096 整備費 枚 ※
敷鉄板 22×1524×3048 不足分弁償金 ｔ ※
敷鉄板 22×1524×6096 不足分弁償金 ｔ ※
敷鉄板 25×1524×6096 不足分弁償金 ｔ ※
覆工板 鋼製(補強型) ；1～3箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製(補強型) ；4～6箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製(補強型) ；7～12箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製(補強型) ；13～24箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製(補強型) ；25～36箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製･すべり止め(補強型) ；1～3箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製･すべり止め(補強型) ；4～6箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製･すべり止め(補強型) ；7～12箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製･すべり止め(補強型) ；13～24箇月； ㎡・月 ※
覆工板 鋼製･すべり止め(補強型) ；25～36箇月； ㎡・月 ※
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡) ；1～3箇月； ㎡・月 ※
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡) ；4～6箇月； ㎡・月 ※
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡) ；7～12箇月； ㎡・月 ※
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡) ；13～24箇月； ㎡・月 ※
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型2㎡) ；25～36箇月； ㎡・月 ※
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡) ；1～3箇月； ㎡・月 ※
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡) ；4～6箇月； ㎡・月 ※
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡) ；7～12箇月； ㎡・月 ※
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡) ；13～24箇月； ㎡・月 ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　15/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ製(補強型3㎡) ；25～36箇月； ㎡・月 ※
ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ(市場価格) ；126MJ/h(30100kcl/h)； 日 ※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 55t吊； 日 ※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊； 日 ※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊； 日 ※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 10t吊； 日 ※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊； 日 ※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 7t吊； 日 ※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊； 日 ※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊； 日 ※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊； 日 ※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊； 日 ※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊； 日 ※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊； 日 ※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 60t吊； 日 ※
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 65t吊； 日 ※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 65t吊； 日 ※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 35t吊； 日 ※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 40t吊； 日 ※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50t吊； 日 ※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80t吊； 日 ※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊； 日 ※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 150t吊； 日 ※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 300t吊； 日 ※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 450t吊； 日 ※
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 250t吊； 日 ※
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊； 日 ※
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊； 日 ※
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 360t吊； 日 ※
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 550t吊； 日 ※
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊； 日 ※
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊； 日 ※
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(市場価格) ；油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；2kVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；5kVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；8kVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；10kVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；15kVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；20kVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；25kVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；35kVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；45kVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；60kVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；75kVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；100kVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；125kVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；150kVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；200kVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；250KVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；300kVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；350kVA； 日 ※
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；2.0m3/min； 日 ※
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；2.5m3/min； 日 ※
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；3.5～3.7m3/min； 日 ※
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；5.0m3/min； 日 ※
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；7.5～7.8m3/min； 日 ※
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；10.5～11m3/min； 日 ※
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；18～19m3/min； 日 ※
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ﾓｰﾀ掛； ；2.2m3/min； 日 ※
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ﾓｰﾀ掛； ；3.7m3/min； 日 ※
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ﾓｰﾀ掛； ；5.2m3/min； 日 ※
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ﾓｰﾀ掛； ；6m3/min； 日 ※
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ﾓｰﾀ掛； ；9m3/min； 日 ※
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；17m3/min； 日 ※
空気圧縮機(市場価格) ；可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛； ；14.2m3/min； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；3kVA； 日 ※
発動発電機(市場価格) ；ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動； ；400kVA； 日 ※
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(市場価格) ；山積 0.34m3； 日 ※
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ(市場価格) ；ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m； 日 ※
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(市場価格) ；ﾏｶﾀﾞﾑ･質量10～12t； 日 ※
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(市場価格) ；8～20t； 日 ※
不整地運搬車(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式10～11t積； 日 ※
不整地運搬車(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式6～7t積； 日 ※
振動ﾛｰﾗ(市場価格) ；搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式 3～5t； 日 ※
振動ﾛｰﾗ(市場価格) ；搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 2.4～2.5t； 日 ※
振動ﾛｰﾗ(市場価格) ；ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t； 日 ※
振動ﾛｰﾗ(市場価格) ；搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式 8～10t； 日 ※
不整地運搬車(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式2.5t； 日 ※
振動ﾛｰﾗ(市場価格) ；搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 3～4t； 日 ※
ﾀﾝﾊﾟ(市場価格) ；60～80kg； 日 ※
不整地運搬車(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式2.0t； 日 ※
高所作業車(市場価格) ；ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･垂直型； ；幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ･作業床高 10～12m； 日 ※
高所作業車(市場価格) ；ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型； ；標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ･作業床高 8m； 日 ※
高所作業車(市場価格) ；ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型(直伸式)； ；作業床高 12m； 日 ※
高所作業車(市場価格) ；自走式ﾘﾌﾄ(ﾎｲｰﾙ)･垂直型； ；作業床高 8～9m； 日 ※
高所作業車(市場価格) ；自走式ﾘﾌﾄ(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型； ；作業床高 8～9m； 日 ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　16/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
高所作業車(市場価格) ；自走式ﾘﾌﾄ(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型； ；作業床高 12～13m； 日 ※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3(平積 0.4m3)； 日 ※
振動ﾛｰﾗ(市場価格) ；搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式 6～7.5t； 日 ※
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格) ；口径100mm  3.7kW； 日 ※
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格) ；口径150mm 7.5kW； 日 ※
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格) ；口径200mm 11.0kW； 日 ※
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格) ；口径100mm  5.5kW； 日 ※
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格) ；口径150mm  11.0kW； 日 ※
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ(市場価格) ；口径200mm  15.0kW； 日 ※
ｸﾗﾑｼｪﾙ(市場価格) ；油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式； ；ｸﾛｰﾗ型 平積0.4m3； 日 ※
油圧ﾌﾞﾚｰｶ(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ)(市場価格) ；ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3対応； 日 ※
油圧ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含)(市場価格) ；ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3対応； 日 ※
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.055m3(平積0.04m3)； 日 ※
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積 0.10m3)； 日 ※
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 超小旋回型 山積0.11m3； 日 ※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積 0.6m3)； 日 ※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積 0.2m3)； 日 ※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積 0.35m3)； 日 ※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3･2.9t吊； 日 ※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3･2.9t吊； 日 ※
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 超小旋回型 山積0.22m3； 日 ※
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 超小旋回型 山積0.28m3； 日 ※
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)(市場価格) ；4t積･2.9t吊； 日 ※
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3(平積0.08m3)； 日 ※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3･1.7t吊； 日 ※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3･2.9t吊； 日 ※
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)(市場価格) ；ｸﾛｰﾗ型 超小旋回型 山積0.28m3･1.7t吊； 日 ※
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(市場価格) ；普通 3t級； 日 ※
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(市場価格) ；湿地 7t級； 日 ※
鉄線蛇篭 網目13cm 直径45cm 3.2mm ｍ ※
鉄線蛇篭 網目13cm 直径45cm 4.0mm ｍ ※
鉄線蛇篭 網目13cm 直径60cm 3.2mm ｍ ※
鉄線蛇篭 網目13cm 直径60cm 4.0mm ｍ ※
鉄線蛇篭 網目15cm 直径45cm 3.2mm ｍ ※
鉄線蛇篭 網目15cm 直径45cm 4.0mm ｍ ※
鉄線蛇篭 網目15cm 直径60cm 3.2mm ｍ ※
鉄線蛇篭 網目15cm 直径60cm 4.0mm ｍ ※
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm 40cm×120cm×3.2mm ｍ ※
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm 40cm×120cm×4.0mm ｍ ※
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm 50cm×120cm×3.2mm ｍ ※
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm 50cm×120cm×4.0mm ｍ ※
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm 60cm×120cm×3.2mm ｍ ※
ﾌﾄﾝ篭 網目13cm 60cm×120cm×4.0mm ｍ ※
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm 40cm×120cm×3.2mm ｍ ※
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm 40cm×120cm×4.0mm ｍ ※
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm 50cm×120cm×3.2mm ｍ ※
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm 50cm×120cm×4.0mm ｍ ※
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm 60cm×120cm×3.2mm ｍ ※
ﾌﾄﾝ篭 網目15cm 60cm×120cm×4.0mm ｍ ※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) ｽﾛｰﾌﾟ型 厚500mm ㎡ ※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) ｽﾛｰﾌﾟ型 厚300mm ㎡ ※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) A-a型 厚50cm 奥行1.0m 多段積型(蓋網 最上段かご) ｍ ※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) A-b型 厚50cm 勾配 1:0.5 奥行1.0m 多段積型(中間かご) ｍ ※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) A-b型 厚50cm 勾配 1:1.0 奥行1.0m 多段積型(中間かご) ｍ ※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) A-c型 厚50cm 奥行1.0m 多段積型(根固かご) ｍ ※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) B-a型 厚50cm 奥行1.0m 多段積型(蓋網 最上段かご) ｍ ※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) B-b型 厚50cm 勾配 1:0.5 奥行1.0m 多段積型(中間かご) ｍ ※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) B-b型 厚50cm 勾配 1:1.0 奥行1.0m 多段積型(中間かご) ｍ ※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) B-c型 厚50cm 奥行1.0m 多段積型(根固かご) ｍ ※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) C-a型 厚50cm 奥行1.0m 多段積型(蓋網かご) ｍ ※
かごﾏｯﾄ(めっき鋼線) C-c型 厚50cm 奥行1.0m 多段積型(根固かご) ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-B-6E ｹｰﾌﾞﾙ条数4本 ﾒｯｷ ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-B-6E 中間支柱 塗装 本 ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-B-6E 中間支柱 ﾒｯｷ 本 ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-B-6E 端末支柱 塗装 本 ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-B-6E 端末支柱 ﾒｯｷ 本 ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-C-6E ｹｰﾌﾞﾙ条数3本 ﾒｯｷ ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-C-6E 中間支柱 塗装 本 ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-C-6E 中間支柱 ﾒｯｷ 本 ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-C-6E 端末支柱 塗装 本 ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ (土中用) GC-C-6E 端末支柱 ﾒｯｷ 本 ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-B-4B ｹｰﾌﾞﾙ条数4本 ﾒｯｷ ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-B-4B 中間支柱 塗装 本 ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-B-4B 中間支柱 ﾒｯｷ 本 ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-B-4B 端末支柱 塗装 本 ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-B-4B 端末支柱 ﾒｯｷ 本 ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-C-4B ｹｰﾌﾞﾙ条数3本 ﾒｯｷ ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-C-4B 中間支柱 塗装 本 ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-C-4B 中間支柱 ﾒｯｷ 本 ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-C-4B 端末支柱 塗装 本 ※
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(構造物用) GC-C-4B 端末支柱 ﾒｯｷ 本 ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用) GP-BP-2E 塗装 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用) GP-BP-2E ﾒｯｷ ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(土中用) GP-CP-2E 塗装 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用) GP-BP-2B 塗装 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用) GP-BP-2B ﾒｯｷ ｍ ※
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(構造物用) GP-CP-2B 塗装 ｍ ※
転落防止柵(構造物用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本 ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ ※
転落防止柵(構造物用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本 ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ ｍ 5,100
横断防止柵(構造物用) @3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本 ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ ※
横断防止柵(構造物用) @3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本 ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ ｍ 3,970
転落防止柵(構造物用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ ※
転落防止柵(構造物用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ ｍ 5,100
転落防止柵(構造物用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ2本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装ﾌｪﾝｽ付 ｍ ※
転落防止柵(構造物用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ2本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷﾌｪﾝｽ付 ｍ 6,780
横断防止柵(構造物用) @3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ ※
横断防止柵(構造物用) @3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ ｍ 3,970
転落防止柵(土中用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本 ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ ※
転落防止柵(土中用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本 ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ ｍ 5,610
横断防止柵(土中用) @3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本 ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ ※
横断防止柵(土中用) @3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本 ﾌﾛﾝﾄﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ ｍ 4,400
転落防止柵(土中用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ ※
転落防止柵(土中用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ4本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ ｍ 5,610
転落防止柵(土中用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ2本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装ﾌｪﾝｽ付 ｍ ※
転落防止柵(土中用) @3mH=1.10mﾊﾟｲﾌﾟ2本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷﾌｪﾝｽ付 ｍ 7,330
横断防止柵(土中用) @3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ 塗装 ｍ ※
横断防止柵(土中用) @3mH=0.8m ﾊﾟｲﾌﾟ3本 ｾﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ ﾒｯｷ ｍ 4,400
横断防止柵 構造物用割増金額 埋込み深さ 40cm用 ｍ 80
転落防止柵 構造物用割増金額 埋込み深さ 45cm用 ｍ 80
転落防止柵 構造物用割増金額 埋込み深さ 45cmﾌｪﾝｽ付用 ｍ 80
転落防止柵部材袖ﾀｲﾌﾟ(W=300) H1100､4段ﾋﾞｰﾑ用 ﾒｯｷ､2個/箇所 箇所 5,160
転落防止柵部材袖ﾀｲﾌﾟ(W=500) H1100､4段ﾋﾞｰﾑ用 ﾒｯｷ､2個/箇所 箇所 7,750
落石防護柵 H=1.5m（中間支柱）H175 ｺｰﾅｰ部及び縦断変化部の補強型 本 48,800
落石防護柵 H=2.0m（中間支柱）H175 ｺｰﾅｰ部及び縦断変化部の補強型 本 60,700
落石防護柵 H=1.5m（中間端末支柱）H150 ｺｰﾅｰ部及び縦断変化部の補強型 本 130,000
落石防護柵 H=2.0m（中間端末支柱）H175 ｺｰﾅｰ部及び縦断変化部の補強型 本 172,000
落石防護柵 H=2.0m（中間支柱）H200 ｺｰﾅｰ部及び縦断変化部の補強型 本 79,500
落石防護柵 H=1.5m（中間端末支柱）H175 ｺｰﾅｰ部及び縦断変化部の補強型 本 151,000
落石防護柵 H=2.0m（中間端末支柱）H200 ｺｰﾅｰ部及び縦断変化部の補強型 本 200,000
落石防護柵 H=2.0m（中間端末支柱）H175 直線部用 本 144,000
ﾐﾆ支柱 H=1.0m 固定式ｱﾝｸﾞﾙ ﾒｯｷ 本 ※
ﾐﾆ支柱 H=1.50m 固定式ｱﾝｸﾞﾙ ﾒｯｷ 本 ※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型 φ600 一面鏡 76.3×3.2×3600mm 本 ※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型 φ800 一面鏡 76.3×3.2×4000mm 本 ※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型 φ1000 一面鏡 89.1×3.2×4400mm 本 ※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型 φ600 二面鏡 76.3×3.2×4000mm 本 ※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型 φ800 二面鏡 89.1×3.2×4400mm 本 ※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 丸型 φ1000 二面鏡 101.6×4.2×4800mm 本 ※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 角型 450×600 一面鏡 76.3×3.2×3600mm 本 ※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 角型 600×800 一面鏡 76.3×3.2×4000mm 本 ※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 角型 450×600 二面鏡 76.3×3.2×4000mm 本 ※
反射鏡 ｽﾃﾝﾚｽ 角型 600×800 二面鏡 89.1×3.2×4400mm 本 ※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型 φ600 一面鏡 76.3×3.2×3600mm 本 ※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型 φ800 一面鏡 76.3×3.2×4000mm 本 ※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型 φ1000 一面鏡 89.1×3.2×4400mm 本 ※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型 φ600 二面鏡 76.3×3.2×4000mm 本 ※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型 φ800 二面鏡 89.1×3.2×4400mm 本 ※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 丸型 φ1000 二面鏡 101.6×4.2×4800mm 本 ※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 角型 450×600 一面鏡 76.3×3.2×3600mm 本 ※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 角型 600×800 一面鏡 76.3×3.2×4000mm 本 ※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 角型 450×600 二面鏡 76.3×3.2×4000mm 本 ※
反射鏡 ｱｸﾘﾙ 角型 600×800 二面鏡 89.1×3.2×4400mm 本 ※
反射鏡 曲柱にする曲げ加工費 φ76.3 本 ※
反射鏡 曲柱にする曲げ加工費 φ89.1 本 ※
反射鏡 曲柱にする曲げ加工費 φ101.6 本 6,880
ﾀｲﾊﾞｰ 縦目地 径22×1000 ﾈｼﾞ付き 本 760
ﾀｲﾊﾞｰ 縦目地 径22×1000 ﾈｼﾞ無し 本 390
ﾀｲﾊﾞｰ 径29×700 ﾈｼﾞ付き SD295A 本 1,070
ﾀｲﾊﾞｰ 径29×700 ﾈｼﾞ無し SD295A 本 450
ｷｬｯﾌﾟ 径28×150 個 65
舗装用金網 D6-150×150 異形棒鋼 ㎡ ※
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ 膨張目地 径28×700 本 580
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ 収縮目地 径25×700 本 450
道路境界ﾌﾟﾚｰﾄ 縦40×横100×高2mm 枚 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟa(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟb(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟc(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟd(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟe(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟf(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟg(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟh(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟi(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟj(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟk(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟl(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟm(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟn(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟo(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟp(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟq(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟr(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　18/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟs(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟt(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟu(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟv(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
LED道路照明器具 ﾀｲﾌﾟw(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ､制御装置含む) 台 ※
警戒標識(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型) 路側 585×585 Y-1 201～215 枚 17,700
警戒標識(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型) 路側 720×720 Y-2 201～215 枚 27,100
警戒標識(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型) 路側 900×900 Y-3 201～215 枚 43,400
警戒標識(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型) 頭上 900×900 Y-4 201～215 枚 46,500
標識板部材 案内標識(封入ﾚﾝｽﾞ型) ㎡ ※
標識板部材 案内標識(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型) ㎡ ※
標識板部材 路線番号(封入ﾚﾝｽﾞ型) ㎡ ※
標識板部材 路線番号(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型) ㎡ ※
標識板部材 警戒標識(封入ﾚﾝｽﾞ型) ㎡ ※
標識板部材 警戒標識(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型) ㎡ ※
標識板部材 補助標識(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型) ㎡ 60,800
標識板部材 案内標識(封入ﾚﾝｽﾞ型) 平板ﾋﾞｽ止め ㎡ ※
標識板部材 案内標識(ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型) 平板ﾋﾞｽ止め ㎡ ※
取付金具 頭上型ｱﾙﾐTｱﾝｸﾞﾙ ｍ ※
取付金具 路側型U型ﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ付 φ60.5 個 ※
取付金具 路側型U型ﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ付 φ76.3 個 ※
取付金具 路側型U型ﾊﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾄ付 φ89.1 個 ※
取付金具 歩道橋亜鉛ﾒｯｷ品 ㎏ 1,220
門型柱用取付金具 φ101.6～139.8 個 9,630
門型柱用取付金具 φ165.2～190.7 個 13,200
門型柱用取付金具 φ216.3～318.5 個 20,200
道路標識柱(片持式) ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 亜鉛ﾒｯｷ ｔ ※
道路標識柱(片持式) ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ｔ ※
道路標識柱(片持式) ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 ｔ ※
道路標識柱(片持式) ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 下地亜鉛ﾒｯｷ+ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装 ｔ ※
道路標識柱(片持式) ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾌｯ素樹脂塗装 ｔ ※
道路標識柱(門型式) ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 亜鉛ﾒｯｷ ｔ ※
道路標識柱(門型式) ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 ｔ ※
道路標識柱(門型式) ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 ｔ ※
道路標識柱(門型式) ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 下地亜鉛ﾒｯｷ+ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装 ｔ ※
道路標識柱(門型式) ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ式(直管ﾀｲﾌﾟ) 下地亜鉛ﾒｯｷ+ﾌｯ素樹脂塗装 ｔ ※
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ 耐候性 S10TW M16 ｔ 330,000
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ 耐候性 S10TW M20 ｔ 320,000
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ 耐候性 S10TW M22 ｔ 320,000
ﾄﾙｼｱ型高力ﾎﾞﾙﾄ 耐候性 S10TW M24 ｔ 335,000
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ φ22mm L=170 設置手間含む 本 406
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ φ19mm L=170 設置手間含む 本 298
気ほう剤 ｱﾙﾐ粉 PCｸﾞﾗｳﾄ用 ㎏ ※
混和材 ﾎﾟｿﾞﾘｽNO.8程度 ㎏ ※
炭素繊維ｼｰﾄ 高強度 1方向 繊維目付量200g/m2 引張強度3400N/mm2 ㎡ ※
炭素繊維ｼｰﾄ 高強度 1方向 繊維目付量300g/m2 引張強度3400N/mm2 ㎡ ※
炭素繊維ｼｰﾄ 高強度 1方向 繊維目付量400g/m2 引張強度3400N/mm2 ㎡ ※
炭素繊維ｼｰﾄ 高強度 1方向 繊維目付量450g/m2 引張強度3400N/mm2 ㎡ ※
炭素繊維ｼｰﾄ 高強度 1方向 繊維目付量600g/m2 引張強度3400N/mm2 ㎡ ※
炭素繊維ｼｰﾄ 高強度 2方向 繊維目付量200g/m2 引張強度2900N/mm2 ㎡ ※
炭素繊維ｼｰﾄ 高強度 2方向 繊維目付量300g/m2 引張強度2900N/mm2 ㎡ ※
炭素繊維ｼｰﾄ 中弾性 1方向 繊維目付量300g/m2 引張強度2900N/mm2 ㎡ ※
炭素繊維ｼｰﾄ 中弾性 1方向 繊維目付量300g/m2 引張強度2400N/mm2 ㎡ ※
PC鋼より線 390kN(40t)型(1S17.8) ㎏ ※
PC鋼より線 450kN(50t)型(1S19.3) ㎏ ※
PC鋼より線 570kN(60t)型(1S21.8) ㎏ ※
PC鋼より線 1300kN(130t)型(8S12.4A) ㎏ ※
PC鋼より線 1300kN(130t)型(7S12.7B) ㎏ ※
PC鋼より線 1900kN(195t)型(12S12.4A) ㎏ ※
PC鋼より線 2200kN(225t)型(12S12.7B) ㎏ ※
PC鋼より線 2900kN(290t)型(12S15.2A) ㎏ ※
PC鋼より線 3100kN(320t)型(12S15.2B) ㎏ ※
PC鋼より線 98kN(10t)型(1S12.4) ㎏ ※
PC鋼より線 200kN(20t)型(1S15.2) ㎏ ※
炭素繊維ｼｰﾄ補強材 不陸修正材(ｴﾎﾟｷｼ系) ㎏ ※
炭素繊維ｼｰﾄ補強材 ﾌﾟﾗｲﾏｰ(ｴﾎﾟｷｼ系) ㎏ ※
炭素繊維ｼｰﾄ補強材 含浸接着剤(ｴﾎﾟｷｼ系) ㎏ ※
炭素繊維ｼｰﾄ補強材 上塗り材(ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系) ㎏ ※
炭素繊維ｼｰﾄ補強材 上塗り材(ﾌｯ素系) ㎏ ※
炭素繊維ｼｰﾄ補強材 中塗り材(ｴﾎﾟｷｼ系) ㎏ ※
PC鋼棒 1B23B 1号 5～8m未満 ㎏ ※
PC鋼棒 1B26B 1号 5～8m未満 ㎏ ※
PC鋼棒 1B32B 1号 5～8m未満 ㎏ ※
PC鋼棒 1B17B 1号 5～8m未満 ㎏ ※
PC鋼棒 1B26A 2号 ㎏ -
PC鋼棒 1B26B 2号 ㎏ -
PC鋼棒 1B32A 2号 ㎏ -
PC鋼棒 1B32B 2号 ㎏ -
PC鋼棒 1B23B 1号 8m以上 ㎏ ※
PC鋼棒 1B26B 1号 8m以上 ㎏ ※
PC鋼棒 1B32B 1号 8m以上 ㎏ ※
PC鋼棒 1B17B 1号 8m以上 ㎏ ※
ｽﾗﾌﾞ橋ｺﾞﾑ支承 10×2 硬質ｺﾞﾑ 厚 23mm ㎡ ※
ｽﾗﾌﾞ橋ｺﾞﾑ支承 15×2 硬質ｺﾞﾑ 厚 33mm ㎡ ※
ｽﾗﾌﾞ橋ｺﾞﾑ支承 12×3 硬質ｺﾞﾑ 厚 42mm ㎡ ※
H形鋼支保工(曲げ本体) H-100×100 SS400 ｔ ※
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
H形鋼支保工(曲げ本体) H-125×125 SS400 ｔ ※
H形鋼支保工(曲げ本体) H-150×150 SS400 ｔ ※
H形鋼支保工(曲げ本体) H-175×175 SS400 ｔ ※
H形鋼支保工(曲げ本体) H-200×200 SS400 ｔ ※
H形鋼支保工(曲げ本体) H-250×250 SS400 ｔ ※
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力12t以上) D25(M24)×2000mm W･N含む 本 ※
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力12t以上) D25(M24)×3000mm W･N含む 本 ※
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力12t以上) D25(M24)×4000mm W･N含む 本 ※
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力18t以上) D25(M24)×3000mm W･N含む 本 ※
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力18t以上) D25(M24)×4000mm W･N含む 本 ※
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(耐力18t以上) D25(M24)×6000mm W･N含む 本 ※
急結剤 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ；デンカナトミックZ同等品； ㎏ ※
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 m3 ※
注入急結材 ｾﾒﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ φ32×600 本 ※
金網 150×150×φ5 JIS-G-3551 ㎡ ※
防水ｼｰﾄ 0.8+3.0㎜ NATM工法用ｼｰﾄ ㎡ ※
ﾁｾﾞﾙ 大型ﾌﾞﾚｰｶ 600～800kg級 本 ※
ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ RM8-25 個 9,540
軽腕金 1.5｢ﾃ｣ 本 2,110
軽腕金 1.2(ﾄ) 本 1,750
自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 120～200mm UABD-312 個 ※
ｱｰﾑﾀｲ 2.3×25×945 本 636
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ φ180以内 IBT-206 個 ※
ｱｰﾑﾀｲ受金具 TYS-30 個 249
ﾁｺｱﾝｶｰ 1号(すき形) 個 3,090
鋼より線 亜鉛ﾒｯｷ 2A 22口 ㎏ ※
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 直線用 22口 個 ※
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 玉碍子用 個 ※
玉碍子 100×100 B級 JIS-C-3832 個 ※
自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 100～120mm UABD-308 個 ※
低圧ﾋﾟﾝ碍子 中 個 ※
接地極銅板 900×900×1.5mm ﾘｰﾄﾞ 1m付き 枚 ※
連結式接地棒 連結式 14φ×1500mm 本 ※
電線 IV 38□ ｍ ※
電線 IV 5.5□ ｍ ※
ﾘｰﾄﾞ端子 22□×500 14φ 個 ※
電線 IV 22□ ｍ ※

剥落対策用樋 L240-W320 ；ｱｰﾁ･ﾊﾟﾈﾙ；
ｍ

5,120

剥落対策用樋 L270-W350 ；ｱｰﾁ･ﾊﾟﾈﾙ；
ｍ

5,600

漏水対策用樋 L165-W305 ；ｱｰﾁ･ﾄﾞﾚﾝ； ｍ ※
漏水対策用樋 L215-W355 ；ｱｰﾁ･ﾄﾞﾚﾝ； ｍ ※
線導水材 伸縮性材 100型 充填材､ﾌﾟﾗｲﾏｰ､接着材､外装材含む ｍ 6,190
線導水材 伸縮性材 120型 充填材､ﾌﾟﾗｲﾏｰ､接着材､外装材含む ｍ 7,280
線導水材 伸縮性材 150型 充填材､ﾌﾟﾗｲﾏｰ､接着材､外装材含む ｍ 8,820
電線管 G28 3.66m/本 ｍ ※
電線管 G54 3.66m/本 ｍ ※
電線管 G70 3.66m/本 ｍ ※
ｱﾗｶｼ H=0.5 ﾎﾟｯﾄ径=10 必ずしも単幹とは限らない 本 480
ｱﾗｶｼ H=0.8 ﾎﾟｯﾄ径=12 必ずしも単幹とは限らない 本 880
ｱﾗｶｼ H=1.0 ﾎﾟｯﾄ径=15 必ずしも単幹とは限らない 本 1,000
ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ H=0.5 ﾎﾟｯﾄ径=10 本 480
ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ H=0.8 ﾎﾟｯﾄ径=12 本 750
ｳﾊﾞﾒｶﾞｼ H=1.0 ﾎﾟｯﾄ径=15 本 1,100
ｶﾅﾒﾓﾁ H=0.5 ﾎﾟｯﾄ径=10 本 600
ｶﾅﾒﾓﾁ H=0.8 ﾎﾟｯﾄ径=12 本 1,100
ｶﾅﾒﾓﾁ H=1.0 ﾎﾟｯﾄ径=15 本 1,400
ｸｽﾉｷ H=0.5 ﾎﾟｯﾄ径=10 本 500
ｸｽﾉｷ H=0.8 ﾎﾟｯﾄ径=12 本 800
ｸｽﾉｷ H=1.0 ﾎﾟｯﾄ径=15 本 1,000
ｸｽﾉｷ H=1.5 ﾎﾟｯﾄ径=21 本 2,500
ｹﾔｷ H=0.5 ﾎﾟｯﾄ径=10 本 460
ｹﾔｷ H=0.8 ﾎﾟｯﾄ径=12 本 710
ｺﾅﾗ H=0.5 ﾎﾟｯﾄ径=10 本 480
ｺﾅﾗ H=0.8 ﾎﾟｯﾄ径=12 本 700
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ H=0.3 ﾎﾟｯﾄ径=12 本 490
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ H=0.4 ﾎﾟｯﾄ径=15 本 790
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ H=0.5 ﾎﾟｯﾄ径=18 本 1,100
ｼﾗｶｼ H=0.5 ﾎﾟｯﾄ径=10 本 480
ｼﾗｶｼ H=0.8 ﾎﾟｯﾄ径=12 本 800
ｼﾗｶｼ H=1.0 ﾎﾟｯﾄ径=15 本 980
ﾀﾌﾞﾉｷ H=0.5 ﾎﾟｯﾄ径=10 本 490
ﾀﾌﾞﾉｷ H=0.8 ﾎﾟｯﾄ径=12 本 880
ﾀﾌﾞﾉｷ H=1.0 ﾎﾟｯﾄ径=15 本 1,100
ﾀﾌﾞﾉｷ H=1.5 ﾎﾟｯﾄ径=21 本 2,500
ﾄﾍﾞﾗ H=0.3 ﾎﾟｯﾄ径=12 本 570
ﾄﾍﾞﾗ H=0.4 ﾎﾟｯﾄ径=15 本 790
ﾄﾍﾞﾗ H=0.5 ﾎﾟｯﾄ径=18 本 1,100
ﾔﾏﾓﾓ H=0.5 ﾎﾟｯﾄ径=10 本 550
ﾔﾏﾓﾓ H=0.8 ﾎﾟｯﾄ径=12 本 850
ﾔﾏﾓﾓ H=1.0 ﾎﾟｯﾄ径=15 本 1,200
ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ H=0.5 ﾎﾟｯﾄ径=10 必ずしも単幹とは限らない 本 580
ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ H=0.8 ﾎﾟｯﾄ径=12 必ずしも単幹とは限らない 本 1,100
ｸﾇｷﾞ H=0.5 ﾎﾟｯﾄ径=10 本 490
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ｸﾇｷﾞ H=0.8 ﾎﾟｯﾄ径=12 本 680
ﾔｼｬﾌﾞｼ H=0.3 ﾎﾟｯﾄ径= 9 本 430
ﾔｼｬﾌﾞｼ H=0.5 ﾎﾟｯﾄ径=12 本 540
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ H=0.5 ﾎﾟｯﾄ径=10 必ずしも単幹とは限らない 本 460
ﾈｽﾞﾐﾓﾁ H=0.8 ﾎﾟｯﾄ径=12 必ずしも単幹とは限らない 本 760
ｵｶﾒｻﾞｻ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 3芽立 本 280
ｺｸﾞﾏｻﾞｻ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 3芽立 本 240
ﾅﾂﾂﾞﾀ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 本 240
ﾍﾃﾞﾗｶﾅﾘｴﾝｼｽ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 3本立 本 290
ﾍﾃﾞﾗﾍﾘｯｸｽ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 3本立 本 250
ﾑﾍﾞ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 本 440
ｺﾄﾈｱｽﾀｰ類 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 本 250
ﾂﾜﾌﾞｷ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 3枚葉 本 310
ﾌﾂｷｿｳ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 3芽立 本 220
ﾔﾌﾞｺｳｼﾞ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 3芽立 本 290
ｼﾊﾞｻﾞｸﾗ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 3芽立 本 190
宿根ﾊﾞｰﾍﾞﾅ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 3芽立 本 250
ﾉｼﾞｷﾞｸ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 本 430
ﾐﾔｷﾞﾉﾊｷﾞ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 3芽立 本 500
ﾋﾍﾟﾘｶﾑｶﾘｼﾅﾑ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 3芽立 本 280
ｱｼﾞﾕｶﾞ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 本 220
ｴﾋﾞﾈ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 本 500
ｼﾔｶﾞ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 3芽立 本 280
ﾉｼﾗﾝ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 3芽立 本 470
ﾍﾒﾛｶﾘｽ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 本 300
ｾｷｼｮｳ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 3芽立 本 310
ｷﾞﾎﾞｼ 9～12cmﾎﾟｯﾄ入り 本 310
唐竹 一束(12本程度) L=1.5m内外φ3～4cm 束 2,500
唐竹 一束(12本程度) L=2.6m内外φ3～4cm 束 3,600
唐竹 一束(12本程度) L=6.0m内外φ3～4cm 束 4,800
土壌改良材 ﾊﾞｰｸ堆肥 20㎏袋　樹皮堆肥　40l 袋 ※
土壌改良材 ﾊﾟｰﾗｲﾄ 無機改良材 25mm以下 50ｌ 袋 ※
肥料 油粕 20kg袋 袋 ※
肥料 N23-P2-K0 15kg袋 袋 ※
杉丸太 長0.6m× 末口6.0cm 本 180
杉丸太 長0.6m×末口7.5cm 本 290
杉丸太 長0.75m×末口7.5cm 本 330
杉丸太 長1.8m×末口6.0cm 本 520
杉丸太 長1.8m×末口7.5cm 本 680
杉丸太 長2.1m×末口7.5cm 本 760
杉丸太 長4.0m×末口6.0cm 本 1,120
杉丸太 長6.3m×中径6.0cm 本 2,600
杉梢丸太 長4.0m×末口3.0cm 本 800
係船柱 曲柱50kN型 本 ※
係船柱 曲柱100kN型 本 ※
係船柱 曲柱150kN型 本 ※
係船柱 曲柱250kN型 本 ※
係船柱 曲柱350kN型 本 ※
係船柱 曲柱500kN型 本 ※
係船柱 曲柱700kN型 本 ※
係船柱 曲柱1000kN型 本 ※
係船柱 直柱50kN型 本 ※
係船柱 直柱100kN型 本 ※
係船柱 直柱150kN型 本 ※
係船柱 直柱250kN型 本 ※
係船柱 直柱350kN型 本 ※
係船柱 直柱500kN型 本 ※
係船柱 直柱700kN型 本 ※
係船柱 直柱1000kN型 本 ※
係船環 SUS304 JS-22φ 個 21,000
係船環 SUS304 JI-22φ 後施工用 個 19,200
係船環 SUS304 JI-25φ 後施工用 個 27,600
防砂板 t=5mm ㎡ ※
防砂ｼｰﾄ 不織布ｼｰﾄ t=5mm以上 ㎡ ※
鋼板 t=6mm ㎏ ※
Jﾎﾞﾙﾄ M20×300mm 本 ※
一般構造用丸鋼 SS400 径13mm ｔ 100,000
一般構造用丸鋼 SS400 径16mm ｔ 98,000
一般構造用丸鋼 SS400 径25mm ｔ 98,000
一般構造用丸鋼 SS400 径19mm t 98,000
一般構造用丸鋼 SS400 径32mm ｔ 99,000
一般構造用丸鋼 SS400 径38mm ｔ 102,000
一般構造用丸鋼 SS400 径48mm ｔ 102,000
一般構造用丸鋼 SS400 径50mm ｔ 102,000
一般構造用丸鋼 SS400 径60mm ｔ 110,000
一般構造用丸鋼 SS400 径65mm ｔ 110,000
ｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径20cm 枚 ※
捻ｼｬｯｸﾙ 黒　径22mm 個 ※
ﾀｰﾋﾞﾝ油 VG32 ㍑ ※
枠組足場(建枠)賃料 1200×1700mm 個・日 ※
枠組足場(建枠)基本料 1200×1700mm 個 ※
枠組足場(鋼製布板)賃料 500×1800mm 枚・日 ※
枠組足場(鋼製布板)基本料 500×1800mm 枚 ※
枠組足場(筋違)賃料 本・日 ※
枠組足場(筋違)基本料 本 ※
枠組足場(ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ)賃料 ｽﾄﾛｰｸ250mm 個・日 ※
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
枠組足場(ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ)基本料 ｽﾄﾛｰｸ250mm 個 ※
枠組足場(手摺)賃料 1800mm 本・日 ※
枠組足場(手摺)基本料 1800mm 本 ※
枠組足場(手摺柱)賃料 1200mm 本・日 ※
枠組足場(手摺柱)基本料 1200mm 本 ※
枠組足場(建枠)賃料 900×1700mm 個・日 ※
枠組足場(建枠)基本料 900×1700mm 個 ※
鋼製型枠賃料 300×1500mm 枚・日 ※
鋼製型枠基本料 300×1500mm 枚 ※
砂防･地すべり･急傾銘板 青銅製 150×350×10mm 枚 24,700
砂防･地すべり･急傾指定地標識板 標識板 1000×700mm 支柱 φ76.3×2，100mm×2本 組 68,400
砂防･地すべり･急傾標柱 100×100×1500mm 白色合成樹脂中空成型製 本 17,100
砂防危険渓流標識板 標識板 500×700mm 支柱 φ76.3×2，100mm×1本 組 41,600
砂防･地すべり銘板 青銅製 300×400×10mm 枚 46,000
基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×600mm 個 2,680
標本箱 D76mm用 箱 2,720
標本箱 D66mm用 箱 2,520
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ D116mm 個 ※
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ D101mm 個 ※
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ D86mm 個 ※
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ D76mm 個 ※
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ D66mm 個 ※
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ D114mm×1.5m 本 ※
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ D99mm×1.5m 本 ※
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ D84mm×1.5m 本 ※
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ D74mm×1.5m 本 ※
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ D64mm×1.5m 本 ※
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ L=1.0m 井戸用 本 ※
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ D40.5mm×3.0m 本 ※
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ D135mm×1.5m 本 ※
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ D120mm×1.5m 本 ※
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ D105mm×1.5m 本 ※
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ D90mm×1.5m 本 ※
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ D77mm×1.5m 本 ※
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ D115mm 個 ※
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ D100mm 個 ※
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ D85mm 個 ※
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ D75mm 個 ※
ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ D65mm 個 ※
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ 砂防工足場材 材料費のみ 基 ※
ｶﾞｽ管 SGP D100mm ｍ ※
ｶﾞｽ管 SGP D80mm ｍ ※
ｶﾞｽ管 SGP D50mm ｍ ※
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ D83mm×1.0m 砂防地すべり用 本 ※
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ D97mm×1.0m 砂防地すべり用 本 ※
ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ D127mm×1.0m 砂防地すべり用 本 ※

ｺｰﾝ 簡易貫入試験用
個

5,700

ﾛｯﾄﾞ 簡易貫入試験用
本

11,000

雨量計 0.5mm転倒 ｱﾅﾛｸﾞ式 基・日 322
ｽﾃﾝﾚｽ鋼棒 φ16mm ㎏ ※
ﾁｯﾌﾟﾏｯﾄ 230mm*280mm*30mm 目串付 袋 85
間伐材(杉･ﾋﾉｷ) 長さ2.0～4.0m 末口平均9cm ｍ 290
間伐材杭加工料 杭木剣付き加工料として加算 本 100
ﾅﾁｭﾛｯｸ四万十 控35cm 38kg/個 ㎡ 9200
ﾌﾞﾚｽｳｫｰﾙ標準型 控7(35)cm 93kg/個 ㎡ 10200
ﾌﾞﾚｽｳｫｰﾙﾋﾞｵﾄ型 控7(35)cm 92kg/個 ㎡ 10200
ﾌﾞﾚｽｳｫｰﾙｸﾞﾗｽ型 控7(35)cm 86kg/個 ㎡ 10200
緑彩 控35cm 178kg/個 ㎡ 8390
夢ｸﾞﾘｰﾝⅠ 控35cm 395kg/個 ㎡ 7900
ｲﾝﾍﾞｰﾀﾞｰ 控35cm 54kg/個 ㎡ 11600
夢ｸﾞﾘｰﾝⅡ45型 控45cm 566kg/個 ㎡ 11200
緑遊 控50cm 220kg/個 ㎡ 11500
ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞｭｰ 控50cm 200kg/個 ㎡ 10600
ｿﾙﾍﾞｰﾙ(斜積み) 控60cm 232kg/個 ㎡ 9540
ｸﾞﾘｰﾝｷｬﾆｵﾝ500型 控50cm 230kg/個 ㎡ 10800
ｸﾞﾘｰﾝｷｬﾆｵﾝ650型 控65cm 341kg/個 ㎡ 15200
ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ 控50cm 240kg/個 ㎡ 8950
ﾋﾞｵﾄｰﾝⅠ型 控50cm 500kg/個 ㎡ 14200
ﾋﾞｵﾄｰﾝⅡ型 控50cm 550kg/個 ㎡ 14200
ﾋﾞｵﾄｰﾝ750型 控75cm 325kg/個 ㎡ 20200
ｴｺﾎﾞｯｸｽ環境保全ﾀｲﾌﾟ 控75cm 980kg/個 ㎡ 25900
ｴｺｸﾞﾗｽ50(標準型) 控50cm 250kg/個 ㎡ 10200
ﾘｱﾛｯｸ300型 控50cm 350kg/個 ㎡ 11900
ﾘｱﾛｯｸ500型 控70cm 375kg/個 ㎡ 12600
弥生 控50cm 580kg/個 ㎡ 8930
ﾈｽﾄﾝﾗｲﾄ型 控50cm 216kg/個 ㎡ 9820
ﾈｽﾄﾝ型 控50cm 230kg/個 ㎡ 11300
ｸﾞﾘｰﾝｳﾞｨｯﾄ 控50cm 250kg/個 ㎡ 9730
ｿﾙﾍﾞｰﾙ(水平積み) 控60cm 232kg/個 ㎡ 8490
緑化ｷｰﾊﾟﾙ 控70cm 222kg/個 ㎡ 12300
環境Ⅱ450 控45cm 445kg/個 ㎡ 12400
環境Ⅱ600 控60cm 577kg/個 ㎡ 18000
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
ｶｺﾞﾎﾞｯｸｽ多段積みﾀｲﾌﾟ 控100cm 535kg/個 ㎡ 15100
ﾗｯﾌﾟｽﾄｰﾝ500(標準型) 控80cm 35kg/個 ㎡ 16800
ﾗｯﾌﾟｽﾄｰﾝ800(標準型) 控110cm 35kg/個 ㎡ 17000
ﾗｯﾌﾟﾌﾞﾛｯｸ600緑化積み 控70cm 133kg/個 河川護岸用 ㎡ 11300
ﾗｯﾌﾟﾌﾞﾛｯｸ900緑化積み 控100cm 133kg/個 河川護岸用 ㎡ 11800
ｸﾞﾘｰﾝｷｬﾆｵﾝ500型(魚巣ﾀｲﾌﾟ) 控50cm 220kg/個 ㎡ 11400
山河 控35cm 478kg/個 ㎡ 12000
ｿﾙﾍﾞｰﾙZ 控50cm 513kg/個 ㎡ 9160
野草Ⅰ型 控35cm 45kg/個 ㎡ 9120
景観ﾌﾞﾛｯｸ(間知) 控35cm 38kg/個 ㎡ 6900
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型ｱﾝﾄﾗｰﾌﾞﾛｯｸ(石張りﾀｲﾌﾟ) 控35cm 450kg/個 ㎡ 12000
ｸﾞﾘｰﾝﾃﾗｽ 控35cm 202kg/個 ㎡ 10000
ｱﾝｶｰﾋﾞｵｽﾄｰﾝ500型 控50cm 石材含まず ㎡ 6030
ﾌﾘｰｸﾞﾗｽ50 控50cm 113kg/個 ㎡ 11800
緑化ｳｫｰﾙP型 控50cm 267kg/個 ㎡ 14900
SKﾌﾞﾛｯｸ450型 控45cm 254kg/個 ㎡ 9800
SKﾌﾞﾛｯｸ500型 控50cm 310kg/個 ㎡ 11000
石景 控35cm 430kg/個 ㎡ 12000
ｶﾞｰﾃﾞｨｱﾝ(擬石面) 控50cm 1029kg/個 ㎡ 18100
ｶﾞｰﾃﾞｨｱﾝ(石張り) 控55cm 1157kg/個 ㎡ 22800
せいりゅう 控50cm 260kg/個 ㎡ 11000
夢ｸﾞﾘｰﾝⅡ(張) 控45cm 566kg/個 ㎡ 11200
斜楽 控65cm 514kg/個 ㎡ 9860
ﾈｽﾄﾝF型 控50cm 300kg/個 ㎡ 14100
緑化ｷｰﾊﾟﾙ(勾配1:1.0) 控70cm 222kg/個 ㎡ 9700
ｴｺｸﾞﾗｽ50 控50cm 250kg/個 ㎡ 10200
ｶｺﾞﾎﾞｯｸｽ多段ﾀｲﾌﾟ 控50cm 535kg/個 ㎡ 15100
ｶﾙｽﾄ300型 控25cm 328kg/個 ㎡ 8510
渓谷360型 控35cm 361kg/個 ㎡ 9550
ﾋﾞｭｰﾛｯｸ平張型 控35cm 754kg/個 ㎡ 25000
ﾋﾞｭｰﾛｯｸS型 控35cm 784kg/個 ㎡ 25000
ｽﾄｰﾝﾈｯﾄ 200型 ㎡ 17300
ｽﾄｰﾝﾏｯﾄ 上部350型 下部320型 中詰材含まず ㎡ 23200
ﾗｼﾞｱﾙｽﾄｰﾝ 130型 ㎡ 14700
ﾌﾞﾛｯｸﾈｯﾄ 200型 ㎡ 9300
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装加算額 景観三色 構造物用 ｍ 1220
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装加算額 景観三色 土中用 ｍ 1220
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 塗装加算額 景観三色 構造物用 ｍ 1250
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 塗装加算額 景観三色 土中用 ｍ 1190
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ φ22mm L=150 設置手間含む 本 342
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ φ19mm L=150 設置手間含む 本 278
円形補強鋼板(ﾌﾞﾗｹｯﾄ無し) C-5系 上塗りまで ｔ 444000
円形補強鋼板(ﾌﾞﾗｹｯﾄ有り) C-5系 上塗りまで ｔ 464000
矩形補強鋼板(ﾌﾞﾗｹｯﾄ有り) C-5系 上塗りまで ｔ 449000
矩形補強鋼板(ﾌﾞﾗｹｯﾄ無し) C-5系 上塗りまで ｔ 430000
下端拘束用円形鋼板 鋼板内面はC-5系、上塗りまで 外面はﾌﾟﾗｲﾏｰのみ(土中部は前処理のみ) ｔ 453000
下端拘束用形鋼 H形鋼(C-5系) 上塗りまで ｔ 400000
ｹｰｿﾝ工用刃口金物 円形 ｔ 502000
ｹｰｿﾝ工用刃口金物 矩形 ｔ 449000
ｹｰｿﾝ工用刃口金物 小判形 ｔ 478000
遮音壁用支柱 取付部 ｔ 451000
遮音壁用支柱 支柱本体･直部 ｔ 325000
遮音壁用支柱 支柱本体･曲部 ｔ 418000
PC片持桁製作用鋼製型枠 外枠 ㎡ 37300
PC片持桁製作用鋼製型枠 底枠 ㎡ 32700
鋼板接着工用鋼板 床版補強工鋼板 A-5系 ｔ 362000
鋼板接着工用鋼板 床版補強工鋼板 C-5系 ｔ 530000
増桁架設工用桁 床版補強工鋼板 A-5系 ｔ 362000
増桁架設工用桁 床版補強工鋼板 C-5系 ｔ 474000
鋼管矢板 導枠､井筒支保､円弧部 H形鋼 ｔ 460000
簡易貫入機械損料 日 380
電気探査器 台 2500000
自然放射能測定器 台 250000
自記水位計 1週間巻き 基 160000
携帯用触針式水位計 基 50000
地下水検層器 ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ 基 110000
地下水検層器 測定器 基 150000
地温探査測定器 基 170000
ｻｰﾐｽﾀ 基 520000
水位観測装置 基 220000
雨量観測装置 基 242000
ｲﾝﾊﾞｰ線 ｍ 167
亜鉛鉄板(着色) t=0.3mm ㎡ 500
錠 個 1300
丁番 個 40
絶縁ﾃｰﾌﾟ 巻 30
現地収納箱 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 雨量計用 基 10000
電池 ﾘﾁｳﾑ電池 水位計用 個 1000
電池 ﾘﾁｳﾑ電池 雨量計用 個 1000
現地収納箱 水位計用 基 13000
ﾌﾛｰﾄ 自記水位計用 個 12000
ﾜｲﾔｰ 自記水位計用 ｍ 700
保護管付ﾜｲﾔｰ線 φ6mm ｍ 620
水位観測装置用ｹｰﾌﾞﾙ ｍ 800
食塩 ㎏ 100
硫酸ﾏﾝｶﾞﾝ ㎏ 1500

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　23/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
採水ﾋﾞﾝ 本 100
定量分析費 件 570
木杭 4.5cm×4.5cm×0.3m 本 22.4
記録紙 1週間巻き 枚 60
処分料 建設汚泥 汚泥-1 ｔ 10000
処分料 建設汚泥 汚泥-2 m3 15000
処分料 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 汚泥-2 m3 20000
処分料 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 汚泥-3 ｔ 10000
処分料 高含水 汚泥-2 m3 20000
処分料 高含水 汚泥-3 ｔ 10000
処分料 有機汚泥 汚泥-3 ｔ 20000
処分料 有機汚泥 汚泥-5 ｔ 35000
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-1 m3 2640
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-2 m3 2500
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-5 m3 3990
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-8 m3 3520
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-12 m3 3995
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-13 m3 3760
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-14 m3 3050
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-18 m3 3290
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-21 m3 3760
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-22 m3 4700
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-25 m3 2110
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-28 m3 4000
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-29 m3 3990
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-30 m3 2580
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-31 m3 3760
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-33 m3 4200
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-34 m3 2820
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-35 m3 5400
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-37 m3 3520
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-38 m3 3760
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-39 m3 3050
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-41 m3 2820
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-42 m3 4230
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-43 m3 2820
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-44 m3 3760
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-47 m3 5000
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-48 m3 7000
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-50 m3 3300
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-51 m3 2110
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-52 m3 2350
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-53 m3 4460
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-55 m3 4110
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-56 m3 4300
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-61 m3 2350
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-64 m3 1840
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-65 m3 3750
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-66 m3 1880
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-67 m3 3290
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-68 m3 1840
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-69 m3 4000
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-70 m3 2580
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-71 m3 1500
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-72 m3 3520
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-77 m3 7050
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-79 m3 3520
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-81 m3 4460
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-82 m3 2350
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-83 m3 3525
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-84 m3 2820
処分料 再資源化施設(As) 再生骨材-85 m3 4370
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-1 m3 2640
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-2 m3 2500
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-5 m3 3990
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-8 m3 3520
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-12 m3 3995
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-13 m3 3760
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-14 m3 2820
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-18 m3 3080
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-21 m3 3760
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-22 m3 4700
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-28 m3 3450
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-30 m3 3520
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-31 m3 3760
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-33 m3 2800
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-34 m3 2820
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-35 m3 5400
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-37 m3 3520
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-38 m3 3760
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-39 m3 3050
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-41 m3 2820
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-42 m3 4230
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-43 m3 2820
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-44 m3 3990
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-47 m3 5000

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　24/27

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2018 Kochi Prefecture All rights reserved .

29



名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-48 m3 7000
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-50 m3 2760
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-51 m3 2110
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-52 m3 2350
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-53 m3 3760
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-55 m3 4110
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-56 m3 4300
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-61 m3 2350
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-64 m3 1840
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-65 m3 3750
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-66 m3 1880
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-67 m3 2820
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-68 m3 1840
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-69 m3 4000
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-70 m3 2350
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-71 m3 1500
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-72 m3 2820
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-77 m3 7050
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-79 m3 3520
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-81 m3 3520
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-82 m3 2350
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-83 m3 3525
処分料 再資源化施設(As切削材) 再生骨材-84 m3 2820
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-1 m3 2640
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-2 m3 2700
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-5 m3 5000
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-8 m3 3750
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-12 m3 4800
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-13 m3 4250
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-14 m3 3750
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-18 m3 3500
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-21 m3 4750
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-22 m3 5000
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-25 m3 2500
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-28 m3 6000
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-29 m3 5000
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-30 m3 3750
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-31 m3 4500
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-33 m3 5200
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-34 m3 3750
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-35 m3 8000
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-37 m3 5000
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-38 m3 4000
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-39 m3 4500
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-41 m3 3250
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-42 m3 5000
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-43 m3 3500
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-44 m3 5000
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-47 m3 5000
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-48 m3 6000
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-50 m3 4800
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-51 m3 3750
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-52 m3 2820
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-53 m3 5500
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-55 m3 5180
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-56 m3 5200
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-61 m3 2750
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-65 m3 7480
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-66 m3 4020
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-67 m3 3500
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-68 m3 3750
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-69 m3 5400
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-70 m3 3250
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-71 m3 1500
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-72 m3 4750
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-77 m3 3750
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-79 m3 4500
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-80 m3 3750
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-81 m3 6000
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-82 m3 3000
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-83 m3 4230
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-84 m3 3500
処分料 再資源化施設(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-85 m3 5640
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-1 m3 2400
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-2 m3 2500
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-5 m3 3760
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-8 m3 3520
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-12 m3 3840
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-13 m3 3760
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-14 m3 2820
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-18 m3 3250
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-21 m3 3760
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-22 m3 4700
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-25 m3 1880
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-28 m3 4000
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-29 m3 3990

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　25/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-30 m3 2580
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-31 m3 3760
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-33 m3 4400
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-34 m3 2820
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-35 m3 5400
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-37 m3 3520
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-38 m3 3760
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-39 m3 3050
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-41 m3 2820
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-42 m3 3990
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-43 m3 2820
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-44 m3 3760
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-47 m3 5000
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-48 m3 5000
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-50 m3 3300
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-51 m3 2350
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-52 m3 2350
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-53 m3 4460
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-55 m3 4110
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-56 m3 4400
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-61 m3 2350
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-65 m3 3750
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-66 m3 2160
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-67 m3 2820
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-68 m3 2350
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-69 m3 4000
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-70 m3 2580
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-71 m3 1500
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-72 m3 3520
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-77 m3 3520
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-79 m3 3520
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-80 m3 2350
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-81 m3 4700
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-82 m3 2350
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-83 m3 3525
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-84 m3 2820
処分料 再資源化施設(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生骨材-85 m3 4700
処分料 再生ﾌﾟﾗﾝﾄ(As) 再生As-1 m3 3500
処分料 再生ﾌﾟﾗﾝﾄ(As) 再生As-4 m3 2800
処分料 再生ﾌﾟﾗﾝﾄ(As) 再生As-6 m3 3990
処分料 再生ﾌﾟﾗﾝﾄ(As) 再生As-7 m3 3990
処分料 再生ﾌﾟﾗﾝﾄ(As) 再生As-9 m3 3520
処分料 再生ﾌﾟﾗﾝﾄ(As切削材) 再生As-1 m3 3500
処分料 再生ﾌﾟﾗﾝﾄ(As切削材) 再生As-4 m3 2800
処分料 再生ﾌﾟﾗﾝﾄ(As切削材) 再生As-6 m3 3520
処分料 再生ﾌﾟﾗﾝﾄ(As切削材) 再生As-7 m3 3520
処分料 再生ﾌﾟﾗﾝﾄ(As切削材) 再生As-9 m3 3520
処分料 再生ﾌﾟﾗﾝﾄ(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生AS-4 m3 3500
処分料 再生ﾌﾟﾗﾝﾄ(鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生As-9 m3 5000
処分料 再生ﾌﾟﾗﾝﾄ(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生AS-4 m3 3000
処分料 再生ﾌﾟﾗﾝﾄ(無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ) 再生As-9 m3 3520
処分料 枝 木くず-1 ｔ 24000
処分料 枝 木くず-2 ｔ 25000
処分料 枝 木くず-4 m3 8000
処分料 枝 木くず-6 ｔ 25000
処分料 枝 木くず-7 ｔ 10000
処分料 枝 木くず-8 ｔ 13200
処分料 枝 木くず-9 ｔ 20000
処分料 枝 木くず-10 ｔ 12000
処分料 枝 木くず-11 ｔ 17000
処分料 枝 木くず-13 ｔ 17000
処分料 枝 木くず-14 ｔ 16000
処分料 枝 木くず-16 ｔ 15000
処分料 枝 木くず-17 ｔ 20000
処分料 枝 木くず-18 ｔ 21000
処分料 枝 木くず-19 ｔ 18000
処分料 枝 木くず-20 ｔ 20000
処分料 枝 木くず-21 ｔ 20000
処分料 枝 木くず-22 ｔ 18000
処分料 枝 木くず-23 ｔ 15000
処分料 枝 木くず-25 ｔ 15000
処分料 枝 木くず-26 ｔ 17000
処分料 枝 木くず-27 ｔ 25000
処分料 枝 木くず-28 ｔ 23000
処分料 枝 木くず-29 ｔ 15000
処分料 枝 木くず-31 ｔ 20000
処分料 枝 木くず-32 ｔ 24000
処分料 枝 木くず-33 m3 10000
処分料 枝 木くず-35 m3 8000
処分料 枝 木くず-36 ｔ 18000
処分料 枝 木くず-37 m3 5000
処分料 枝 木くず-38 m3 7000
処分料 枝 木くず-39 ｔ 25000
処分料 枝 木くず-41 ｔ 18000
処分料 枝 木くず-42 ｔ 19000
処分料 竹 木くず-1 ｔ 24000

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　26/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
処分料 竹 木くず-4 m3 15000
処分料 竹 木くず-6 ｔ 35000
処分料 竹 木くず-8 ｔ 15600
処分料 竹 木くず-9 ｔ 25000
処分料 竹 木くず-10 ｔ 12000
処分料 竹 木くず-11 ｔ 17000
処分料 竹 木くず-13 ｔ 19000
処分料 竹 木くず-16 ｔ 25000
処分料 竹 木くず-17 ｔ 22000
処分料 竹 木くず-19 ｔ 22000
処分料 竹 木くず-20 ｔ 20000
処分料 竹 木くず-21 ｔ 25000
処分料 竹 木くず-22 ｔ 22000
処分料 竹 木くず-23 ｔ 18000
処分料 竹 木くず-25 ｔ 18000
処分料 竹 木くず-26 ｔ 17000
処分料 竹 木くず-28 ｔ 25000
処分料 竹 木くず-31 ｔ 22000
処分料 竹 木くず-32 ｔ 29000
処分料 竹 木くず-33 ｔ 6500
処分料 竹 木くず-34 ｔ 15900
処分料 竹 木くず-35 m3 9000
処分料 竹 木くず-36 ｔ 22000
処分料 竹 木くず-37 m3 5000
処分料 竹 木くず-39 ｔ 35000
処分料 竹 木くず-41 ｔ 22000
処分料 竹 木くず-42 ｔ 19000
処分料 根 木くず-1 ｔ 26000
処分料 根 木くず-2 ｔ 30000
処分料 根 木くず-4 m3 15000
処分料 根 木くず-6 ｔ 30000
処分料 根 木くず-7 ｔ 15000
処分料 根 木くず-8 ｔ 16800
処分料 根 木くず-9 ｔ 30000
処分料 根 木くず-10 ｔ 17000
処分料 根 木くず-11 ｔ 17000
処分料 根 木くず-13 ｔ 19000
処分料 根 木くず-14 ｔ 18000
処分料 根 木くず-16 ｔ 20000
処分料 根 木くず-17 ｔ 22000
処分料 根 木くず-18 ｔ 24000
処分料 根 木くず-19 ｔ 22000
処分料 根 木くず-20 ｔ 20000
処分料 根 木くず-21 ｔ 25000
処分料 根 木くず-22 ｔ 22000
処分料 根 木くず-23 ｔ 19000
処分料 根 木くず-25 ｔ 18000
処分料 根 木くず-26 ｔ 35000
処分料 根 木くず-28 ｔ 25000
処分料 根 木くず-29 ｔ 18000
処分料 根 木くず-31 ｔ 20000
処分料 根 木くず-32 ｔ 29000
処分料 根 木くず-33 m3 15000
処分料 根 木くず-35 m3 10000
処分料 根 木くず-36 ｔ 22000
処分料 根 木くず-37 m3 6000
処分料 根 木くず-38 m3 8000
処分料 根 木くず-39 ｔ 30000
処分料 根 木くず-40 ｔ 17000
処分料 根 木くず-41 ｔ 22000
処分料 根 木くず-42 ｔ 19000

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 一般材　27/27
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；10kmまで； 台 4,600
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；10kmまで； 台 6,670
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；10kmまで； 台 7,880
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；10kmまで； 台 9,110
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；10kmまで； 台 10,280
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；10kmまで； 台 11,470
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；10kmまで； 台 16,290
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；10kmまで； 台 18,270
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；10kmまで； 台 18,820
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；10kmまで； 台 1,990
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；20kmまで； 台 7,610
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；20kmまで； 台 10,130
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；20kmまで； 台 10,820
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；20kmまで； 台 11,960
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；20kmまで； 台 13,250
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；20kmまで； 台 14,530
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；20kmまで； 台 16,290
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；20kmまで； 台 18,270
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；20kmまで； 台 18,820
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；20kmまで； 台 1,990
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；30kmまで； 台 9,720
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；30kmまで； 台 11,760
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；30kmまで； 台 12,560
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；30kmまで； 台 13,910
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；30kmまで； 台 15,400
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；30kmまで； 台 16,870
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；30kmまで； 台 18,960
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；30kmまで； 台 21,240
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；30kmまで； 台 21,880
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；30kmまで； 台 2,230
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；40kmまで； 台 11,740
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；40kmまで； 台 13,400
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；40kmまで； 台 14,330
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；40kmまで； 台 15,870
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；40kmまで； 台 17,550
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；40kmまで； 台 19,230
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；40kmまで； 台 21,640
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；40kmまで； 台 24,210
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；40kmまで； 台 24,920
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；40kmまで； 台 2,450
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；50kmまで； 台 13,390
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；50kmまで； 台 15,030
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；50kmまで； 台 16,060
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；50kmまで； 台 17,820
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；50kmまで； 台 19,710
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；50kmまで； 台 21,570
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；50kmまで； 台 24,350
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；50kmまで； 台 27,150
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；50kmまで； 台 27,960
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；50kmまで； 台 2,650
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；60kmまで； 台 14,860
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；60kmまで； 台 16,690
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；60kmまで； 台 17,820
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；60kmまで； 台 19,780
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；60kmまで； 台 21,860
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；60kmまで； 台 23,950
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；60kmまで； 台 26,770
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；60kmまで； 台 30,120
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；60kmまで； 台 31,020
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；60kmまで； 台 2,920
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；70kmまで； 台 16,340
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；70kmまで； 台 18,310
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；70kmまで； 台 19,560
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；70kmまで； 台 21,740
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；70kmまで； 台 23,990
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；70kmまで； 台 26,300
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；70kmまで； 台 29,200
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；70kmまで； 台 32,860
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；70kmまで； 台 34,070
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；70kmまで； 台 3,160
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；80kmまで； 台 17,820
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；80kmまで； 台 19,950
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；80kmまで； 台 21,340
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；80kmまで； 台 23,670
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；80kmまで； 台 26,150
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；80kmまで； 台 28,620
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；80kmまで； 台 31,660
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；80kmまで； 台 35,560
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；80kmまで； 台 37,090
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；80kmまで； 台 3,390
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；90kmまで； 台 19,290
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；90kmまで； 台 21,600
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；90kmまで； 台 23,070
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；90kmまで； 台 25,640
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；90kmまで； 台 28,290

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 その他　1/5
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；90kmまで； 台 31,000
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；90kmまで； 台 34,090
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；90kmまで； 台 38,270
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；90kmまで； 台 40,160
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；90kmまで； 台 3,650
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；100kmまで； 台 20,950
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；100kmまで； 台 23,230
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；100kmまで； 台 24,820
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；100kmまで； 台 27,580
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；100kmまで； 台 30,440
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；100kmまで； 台 33,340
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；100kmまで； 台 36,630
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；100kmまで； 台 41,120
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；100kmまで； 台 43,190
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；100kmまで； 台 3,910
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；110kmまで； 台 21,860
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；110kmまで； 台 24,230
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；110kmまで； 台 25,880
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；110kmまで； 台 28,790
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；110kmまで； 台 31,790
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；110kmまで； 台 34,800
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；110kmまで； 台 38,370
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；110kmまで； 台 43,060
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；110kmまで； 台 45,090
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；110kmまで； 台 4,130
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；120kmまで； 台 22,770
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；120kmまで； 台 25,260
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；120kmまで； 台 26,980
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；120kmまで； 台 30,030
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；120kmまで； 台 33,120
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；120kmまで； 台 36,250
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；120kmまで； 台 40,110
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；120kmまで； 台 44,980
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；120kmまで； 台 46,960
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；120kmまで； 台 4,390
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；130kmまで； 台 23,670
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；130kmまで； 台 26,280
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；130kmまで； 台 28,040
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；130kmまで； 台 31,230
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；130kmまで； 台 34,450
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；130kmまで； 台 37,710
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；130kmまで； 台 41,850
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；130kmまで； 台 46,910
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；130kmまで； 台 48,840
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；130kmまで； 台 4,590
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；140kmまで； 台 24,600
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；140kmまで； 台 27,280
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；140kmまで； 台 29,140
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；140kmまで； 台 32,470
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；140kmまで； 台 35,770
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；140kmまで； 台 39,150
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；140kmまで； 台 43,580
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；140kmまで； 台 48,840
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；140kmまで； 台 50,720
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；140kmまで； 台 4,840
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；150kmまで； 台 25,400
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；150kmまで； 台 28,290
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；150kmまで； 台 30,230
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；150kmまで； 台 33,680
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；150kmまで； 台 37,090
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；150kmまで； 台 40,610
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；150kmまで； 台 45,320
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；150kmまで； 台 50,790
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；150kmまで； 台 52,620
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；150kmまで； 台 5,060
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；160kmまで； 台 26,430
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；160kmまで； 台 29,300
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；160kmまで； 台 31,310
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；160kmまで； 台 34,890
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；160kmまで； 台 38,410
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；160kmまで； 台 42,050
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；160kmまで； 台 47,070
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；160kmまで； 台 52,720
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；160kmまで； 台 54,520
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；160kmまで； 台 5,330
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；170kmまで； 台 27,320
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；170kmまで； 台 30,310
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；170kmまで； 台 32,390
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；170kmまで； 台 36,120
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；170kmまで； 台 39,760
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；170kmまで； 台 43,500
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；170kmまで； 台 48,810
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；170kmまで； 台 54,670
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；170kmまで； 台 56,390
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；170kmまで； 台 5,570

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 その他　2/5
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；180kmまで； 台 28,250
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；180kmまで； 台 31,330
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；180kmまで； 台 33,480
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；180kmまで； 台 37,340
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；180kmまで； 台 41,080
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；180kmまで； 台 44,960
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；180kmまで； 台 50,540
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；180kmまで； 台 56,580
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；180kmまで； 台 58,280
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；180kmまで； 台 5,840
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；190kmまで； 台 29,150
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；190kmまで； 台 32,340
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；190kmまで； 台 34,580
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；190kmまで； 台 38,560
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；190kmまで； 台 42,420
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；190kmまで； 台 46,420
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；190kmまで； 台 52,290
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；190kmまで； 台 58,510
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；190kmまで； 台 60,150
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；190kmまで； 台 6,090
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；200kmまで； 台 30,080
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；200kmまで； 台 33,350
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；200kmまで； 台 35,640
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；200kmまで； 台 39,790
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；200kmまで； 台 43,740
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；200kmまで； 台 47,870
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；200kmまで； 台 54,030
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；200kmまで； 台 60,450
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；200kmまで； 台 62,050
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；200kmまで； 台 6,360
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；200km超20kmまで増すごと； 台 1,630
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；200km超20kmまで増すごと； 台 1,800
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；200km超20kmまで増すごと； 台 1,920
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；200km超20kmまで増すごと； 台 2,140
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；200km超20kmまで増すごと； 台 2,350
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；200km超20kmまで増すごと； 台 2,580
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；200km超20kmまで増すごと； 台 2,910
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；200km超20kmまで増すごと； 台 3,260
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；200km超20kmまで増すごと； 台 3,330
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；200km超20kmまで増すごと； 台 390
運搬費；ﾄﾗｯｸ1ﾄﾝ積； ；500km超50kmまで増すごと； 台 4,050
運搬費；ﾄﾗｯｸ2ﾄﾝ積； ；500km超50kmまで増すごと； 台 4,510
運搬費；ﾄﾗｯｸ3ﾄﾝ積； ；500km超50kmまで増すごと； 台 4,800
運搬費；ﾄﾗｯｸ4ﾄﾝ積； ；500km超50kmまで増すごと； 台 5,340
運搬費；ﾄﾗｯｸ5ﾄﾝ積； ；500km超50kmまで増すごと； 台 5,890
運搬費；ﾄﾗｯｸ6ﾄﾝ積； ；500km超50kmまで増すごと； 台 6,430
運搬費；ﾄﾗｯｸ8ﾄﾝ積； ；500km超50kmまで増すごと； 台 7,300
運搬費；ﾄﾗｯｸ10ﾄﾝ積； ；500km超50kmまで増すごと； 台 8,140
運搬費；ﾄﾗｯｸ12ﾄﾝ積； ；500km超50kmまで増すごと； 台 8,330
運搬費；2ﾄﾝ増す車種までごと； ；500km超50kmまで増すごと； 台 990
地区割増料；1t車まで； 東京都特別区･大阪市 台 830
地区割増料；2t車まで； 東京都特別区･大阪市 台 930
地区割増料；3t車まで； 東京都特別区･大阪市 台 930
地区割増料；4t車まで； 東京都特別区･大阪市 台 990
地区割増料；5t車まで； 東京都特別区･大阪市 台 1,090
地区割増料；6t車まで； 東京都特別区･大阪市 台 1,180
地区割増料；8t車まで； 東京都特別区･大阪市 台 1,270
地区割増料；10t車まで； 東京都特別区･大阪市 台 1,380
地区割増料；12t車まで； 東京都特別区･大阪市 台 1,460
地区割増料；2t増加算； 東京都特別区･大阪市 台 140
地区割増料；1t車まで； 人口50万人以上の都市 台 540
地区割増料；2t車まで； 人口50万人以上の都市 台 540
地区割増料；3t車まで； 人口50万人以上の都市 台 540
地区割増料；4t車まで； 人口50万人以上の都市 台 650
地区割増料；5t車まで； 人口50万人以上の都市 台 650
地区割増料；6t車まで； 人口50万人以上の都市 台 740
地区割増料；8t車まで； 人口50万人以上の都市 台 830
地区割増料；10t車まで； 人口50万人以上の都市 台 830
地区割増料；12t車まで； 人口50万人以上の都市 台 930
地区割増料；2t増加算； 人口50万人以上の都市 台 100
旅費交通費 地質調査業務における現地調査 高知県職員の旅費に関する条例による ㎞ 29
用材林伐採(杉) 胸高直径 6cm 本 40
用材林伐採(杉) 胸高直径 7cm 本 48
用材林伐採(杉) 胸高直径 8cm 本 59
用材林伐採(杉) 胸高直径 9cm 本 82
用材林伐採(杉) 胸高直径 10cm 本 132
用材林伐採(杉) 胸高直径 11cm 本 160
用材林伐採(杉) 胸高直径 12cm 本 176
用材林伐採(杉) 胸高直径 13cm 本 231
用材林伐採(杉) 胸高直径 14cm 本 242
用材林伐採(杉) 胸高直径 15cm 本 244
用材林伐採(杉) 胸高直径 16cm 本 282
用材林伐採(杉) 胸高直径 17cm 本 321
用材林伐採(杉) 胸高直径 18cm 本 322
用材林伐採(杉) 胸高直径 19cm 本 352

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 その他　3/5
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
用材林伐採(杉) 胸高直径 20cm 本 407
用材林伐採(杉) 胸高直径 21cm 本 408
用材林伐採(杉) 胸高直径 22cm 本 436
用材林伐採(杉) 胸高直径 23cm 本 495
用材林伐採(杉) 胸高直径 24cm 本 510
用材林伐採(杉) 胸高直径 25cm 本 571
用材林伐採(杉) 胸高直径 26cm 本 605
用材林伐採(杉) 胸高直径 27cm 本 615
用材林伐採(杉) 胸高直径 28cm 本 710
用材林伐採(杉) 胸高直径 29cm 本 731
用材林伐採(杉) 胸高直径 30cm 本 744
用材林伐採(杉) 胸高直径 31cm 本 830
用材林伐採(杉) 胸高直径 32cm 本 831
用材林伐採(杉) 胸高直径 33cm 本 925
用材林伐採(杉) 胸高直径 34cm 本 926
用材林伐採(杉) 胸高直径 35cm 本 968
用材林伐採(杉) 胸高直径 36cm 本 1,009
用材林伐採(杉) 胸高直径 37cm 本 1,026
用材林伐採(杉) 胸高直径 38cm 本 1,086
用材林伐採(杉) 胸高直径 39cm 本 1,120
用材林伐採(杉) 胸高直径 40cm 本 1,212
用材林伐採(檜) 胸高直径 6cm 本 23
用材林伐採(檜) 胸高直径 7cm 本 34
用材林伐採(檜) 胸高直径 8cm 本 42
用材林伐採(檜) 胸高直径 9cm 本 57
用材林伐採(檜) 胸高直径 10cm 本 88
用材林伐採(檜) 胸高直径 11cm 本 106
用材林伐採(檜) 胸高直径 12cm 本 122
用材林伐採(檜) 胸高直径 13cm 本 152
用材林伐採(檜) 胸高直径 14cm 本 154
用材林伐採(檜) 胸高直径 15cm 本 156
用材林伐採(檜) 胸高直径 16cm 本 191
用材林伐採(檜) 胸高直径 17cm 本 194
用材林伐採(檜) 胸高直径 18cm 本 197
用材林伐採(檜) 胸高直径 19cm 本 233
用材林伐採(檜) 胸高直径 20cm 本 237
用材林伐採(檜) 胸高直径 21cm 本 275
用材林伐採(檜) 胸高直径 22cm 本 281
用材林伐採(檜) 胸高直径 23cm 本 320
用材林伐採(檜) 胸高直径 24cm 本 326
用材林伐採(檜) 胸高直径 25cm 本 367
用材林伐採(檜) 胸高直径 26cm 本 375
用材林伐採(檜) 胸高直径 27cm 本 417
用材林伐採(檜) 胸高直径 28cm 本 459
用材林伐採(檜) 胸高直径 29cm 本 469
用材林伐採(檜) 胸高直径 30cm 本 514
用材林伐採(檜) 胸高直径 31cm 本 561
用材林伐採(檜) 胸高直径 32cm 本 573
用材林伐採(檜) 胸高直径 33cm 本 628
用材林伐採(松) 胸高直径 6cm 本 39
用材林伐採(松) 胸高直径 7cm 本 74
用材林伐採(松) 胸高直径 8cm 本 88
用材林伐採(松) 胸高直径 9cm 本 100
用材林伐採(松) 胸高直径 10cm 本 170
用材林伐採(松) 胸高直径 11cm 本 195
用材林伐採(松) 胸高直径 12cm 本 196
用材林伐採(松) 胸高直径 13cm 本 221
用材林伐採(松) 胸高直径 14cm 本 270
用材林伐採(松) 胸高直径 15cm 本 272
用材林伐採(松) 胸高直径 16cm 本 299
用材林伐採(松) 胸高直径 17cm 本 339
用材林伐採(松) 胸高直径 18cm 本 342
用材林伐採(松) 胸高直径 19cm 本 396
用材林伐採(松) 胸高直径 20cm 本 400
用材林伐採(松) 胸高直径 21cm 本 449
用材林伐採(松) 胸高直径 22cm 本 454
用材林伐採(松) 胸高直径 23cm 本 499
用材林伐採(松) 胸高直径 24cm 本 540
用材林伐採(松) 胸高直径 25cm 本 580
用材林伐採(松) 胸高直径 26cm 本 618
天然生林伐採 胸高直径 6cm 本 28
天然生林伐採 胸高直径 7cm 本 39
天然生林伐採 胸高直径 8cm 本 51
天然生林伐採 胸高直径 9cm 本 66
天然生林伐採 胸高直径 10cm 本 83
天然生林伐採 胸高直径 11cm 本 100
天然生林伐採 胸高直径 12cm 本 110
天然生林伐採 胸高直径 13cm 本 120
天然生林伐採 胸高直径 14cm 本 150
天然生林伐採 胸高直径 15cm 本 180
天然生林伐採 胸高直径 16cm 本 200
天然生林伐採 胸高直径 17cm 本 220
天然生林伐採 胸高直径 18cm 本 260
天然生林伐採 胸高直径 19cm 本 290
天然生林伐採 胸高直径 20cm 本 300

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 その他　4/5
閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
天然生林伐採 胸高直径 21cm 本 320
天然生林伐採 胸高直径 22cm 本 360
天然生林伐採 胸高直径 23cm 本 420
天然生林伐採 胸高直径 24cm 本 470
天然生林伐採 胸高直径 25cm 本 530
天然生林伐採 胸高直径 26cm 本 580
天然生林伐採 胸高直径 27cm 本 640
天然生林伐採 胸高直径 28cm 本 660
天然生林伐採 胸高直径 29cm 本 660
天然生林伐採 胸高直径 30cm 本 660
ICTﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 62,000

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 その他　5/5
閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
型枠工(市場単価･港湾工事) ｹｰｿﾝ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ※
型枠工(市場単価･港湾工事) 方塊､蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ※
型枠工(市場単価･港湾工事) ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ※
底面工(市場単価･港湾工事) ㎡ ※
枠組足場(市場単価･港湾工事) ｹｰｿﾝ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ※
枠組足場(市場単価･港湾工事) 方塊製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ※
枠組足場(市場単価･港湾工事) ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ※
内足場(市場単価･港湾工事) ｹｰｿﾝ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ※
内足場(市場単価･港湾工事) ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ※
鉄筋工(市場単価･港湾工事) ｹｰｿﾝ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｔ ※
鉄筋工(市場単価･港湾工事) ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｔ ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) ｹｰｿﾝ製作 ；ﾎﾟﾝﾌﾟ車； m3 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) 方塊､蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ﾎﾟﾝﾌﾟ車； m3 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) 方塊､蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； m3 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) 方塊､蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ﾐｷｻｰ車から直接投入； m3 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ﾎﾟﾝﾌﾟ車； m3 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； m3 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ；ﾐｷｻｰ車から直接投入； m3 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) 上部工  陸上施工 ；ﾎﾟﾝﾌﾟ車； m3 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) 上部工  陸上施工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； m3 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) 上部工  陸上施工 ；ﾐｷｻｰ車から直接投入； m3 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) 上部工  海上施工 ；台船ﾊﾞｹｯﾄ･自積ﾊﾞｹｯﾄ； m3 ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(市場単価) 上部工  海上施工 ；ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船； m3 ※
係船柱取付(市場単価) ；けん引力 100kN未満； 陸上施工； ｸﾚｰﾝ抜き； 基 ※
係船柱取付(市場単価) ；けん引力 100kN未満； 海上施工 基 ※
係船柱取付(市場単価) ；けん引力 100～150kN未満； 陸上施工； ｸﾚｰﾝ抜き； 基 ※
係船柱取付(市場単価) ；けん引力 100～150kN未満； 海上施工 基 ※
係船柱取付(市場単価) ；けん引力 150～1000kN未満； 陸上施工； ｸﾚｰﾝ抜き； 基 ※
係船柱取付(市場単価) ；けん引力 150～1000kN未満； 海上施工 基 ※
係船柱取付(市場単価) ；けん引力 1000kN以上； 陸上施工； ｸﾚｰﾝ抜き； 基 ※
係船柱取付(市場単価) ；けん引力 1000kN以上； 海上施工 基 ※
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 100kN未満； 陸上施工 基 ※
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 100kN未満； 海上施工 基 ※
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 100～150kN未満； 陸上施工 基 ※
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 100～150kN未満； 海上施工 基 ※
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 150～700kN未満； 陸上施工 基 ※
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 150～700kN未満； 海上施工 基 ※
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 700～1000kN未満； 陸上施工 基 ※
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 700～1000kN未満； 海上施工 基 ※
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 1000～1500kN未満； 陸上施工 基 ※
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 1000～1500kN未満； 海上施工 基 ※
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 1500kN以上； 陸上施工 基 ※
架台現場製作(市場単価) ；けん引力 1500kN以上； 海上施工 基 ※
架台取付(市場単価) ；けん引力 100kN未満； 陸上施工 基 ※
架台取付(市場単価) ；けん引力 100kN未満； 海上施工 基 ※
架台取付(市場単価) ；けん引力 100～150kN未満； 陸上施工 基 ※
架台取付(市場単価) ；けん引力 100～150kN未満； 海上施工 基 ※
架台取付(市場単価) ；けん引力 150～700kN未満； 陸上施工 基 ※
架台取付(市場単価) ；けん引力 150～700kN未満； 海上施工 基 ※
架台取付(市場単価) ；けん引力 700～1000kN未満； 陸上施工 基 ※
架台取付(市場単価) ；けん引力 700～1000kN未満； 海上施工 基 ※
架台取付(市場単価) ；けん引力 1000～1500kN未満； 陸上施工 基 ※
架台取付(市場単価) ；けん引力 1000～1500kN未満； 海上施工 基 ※
架台取付(市場単価) ；けん引力 1500kN以上； 陸上施工 基 ※
架台取付(市場単価) ；けん引力 1500kN以上； 海上施工 基 ※
防舷材取付(市場単価) ；H=250mm未満 ；陸上施工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 ※
防舷材取付(市場単価) ；H=250mm未満 ；海上施工 基 ※
防舷材取付(市場単価) ；H=250～500mm未満 ；陸上施工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 ※
防舷材取付(市場単価) ；H=250～500mm未満 ；海上施工 基 ※
埋込栓取付(市場単価) ；H=250～500mm未満 ；陸上施工 基 ※
埋込栓取付(市場単価) ；H=250～500mm未満 ；海上施工 基 ※
防舷材取付(市場単価) ；H=500～800mm未満 ；陸上施工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 ※
防舷材取付(市場単価) ；H=500～800mm未満 ；海上施工 基 ※
防舷材取付(市場単価) ；H=800mm以上 ；陸上施工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 ※
防舷材取付(市場単価) ；H=800mm以上 ；海上施工 基 ※
埋込栓取付(市場単価) ；H=250mm未満 ；陸上施工 基 ※
埋込栓取付(市場単価) ；H=250mm未満 ；海上施工 基 ※
埋込栓取付(市場単価) ；H=500～800mm未満 ；陸上施工 基 ※
埋込栓取付(市場単価) ；H=500～800mm未満 ；海上施工 基 ※
埋込栓取付(市場単価) ；H=800mm以上 ；陸上施工 基 ※
埋込栓取付(市場単価) ；H=800mm以上 ；海上施工 基 ※
梯子取付(市場単価) ；H=250mm未満 ；海上施工 基 ※
車止取付(市場単価) 2次製品 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｍ ※
縁金物取付(市場単価) 2次製品 ｍ ※
電気防食工(市場単価) 取付金具製作 組 ※
電気防食工(市場単価) 取付金具取付 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 組 ※
電気防食工(市場単価) 陽極取付 ｱﾙﾐ合金陽極 ；ｸﾚｰﾝ込み； 個 ※
電気防食工(市場単価) 電位測定装置取付 個 ※
鉄筋工(市場単価･港湾工事) 上部工製作 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｔ ※
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ(市場単価) ；鉄筋径50mm以上80mm未満； ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｔ ※
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ(市場単価) ；鉄筋径38mm以上50mm未満； ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｔ ※
吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ(市場単価) ；鉄筋径38mm未満； ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｔ ※
ﾏｯﾄ工(市場単価･港湾工事) ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(工場製作)設置 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ※
ﾏｯﾄ工(市場単価･港湾工事) ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置 ㎡ ※
梯子取付(市場単価) ；H=250mm未満 ；陸上施工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 ※
係船柱撤去(市場単価) けん引力 100kN未満 基 ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 市場単価　1/9
閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
係船柱撤去(市場単価) けん引力 100～150kN未満 基 ※
係船柱撤去(市場単価) けん引力 150～1000kN未満 基 ※
係船柱撤去(市場単価) けん引力 1000kN以上 基 ※
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価) 足場設置撤去 鋼管杭 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ※
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価) 足場設置撤去 鋼矢板･鋼管矢板 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｍ ※
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価) 被覆防食 鋼管杭 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ※
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価) 被覆防食 鋼矢板･鋼管矢板 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ※
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価) 端部処理 鋼管杭 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｍ ※
ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工(市場単価) 端部処理 鋼矢板･鋼管矢板 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｍ ※
防舷材撤去(市場単価) ；H=250mm未満； ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 ※
防舷材撤去(市場単価) ；H=250～500mm未満； ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 ※
防舷材撤去(市場単価) ；H=500～800mm未満； ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 ※
防舷材撤去(市場単価) ；H=800mm以上； ；ｸﾚｰﾝ抜き； 基 ※
車止撤去(市場単価) 合成樹脂製･角形鋼管製 ｍ ※
車止撤去(市場単価) 被覆鋼板製(中詰ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ) ｍ ※
支保工(市場単価･港湾工事) ｹｰｿﾝ製作 海上打継用支保工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｍ ※
支保工(市場単価･港湾工事) 上部工製作 重力式 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｍ ※
支保工(市場単価･港湾工事) 上部工製作 鋼矢板式 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ｍ ※
枠組足場(市場単価･港湾工事) 上部工製作 鋼矢板式 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ※
枠組足場(市場単価･港湾工事) 上部工製作 重力式 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ※
型枠工(市場単価･港湾工事) 上部工製作 重力式 ；ｸﾚｰﾝ抜き ；鋼製型枠 ㎡ ※
型枠工(市場単価･港湾工事) 上部工製作 重力式 ；ｸﾚｰﾝ抜き ；木製型枠 ㎡ ※
型枠工(市場単価･港湾工事) 上部工製作 鋼矢板式 ；ｸﾚｰﾝ抜き ；鋼製型枠 ㎡ ※
型枠工(市場単価･港湾工事) 上部工製作 鋼矢板式 ；ｸﾚｰﾝ抜き ；木製型枠 ㎡ ※
止水板工(市場単価) 止水板取付 陸上施工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 個 ※
止水板工(市場単価) 止水板取付 海上施工 個 ※
止水板工(市場単価) 止水板取外 海上施工 個 ※
上蓋工(市場単価) 上蓋使用料 ㎡ ※
上蓋工(市場単価) 上蓋取付･取外 函 ※
伸縮目地工(市場単価･港湾工事) 瀝青系 ㎡ ※
伸縮目地工(市場単価･港湾工事) 樹脂発泡体系 ㎡ ※
港湾構造物塗装工(市場単価) 係船柱塗装(新設) 錆止+下塗+上塗(2回) ㎡ ※
港湾構造物塗装工(市場単価) 係船柱塗装(新設･塗替) 錆止のみ ㎡ ※
港湾構造物塗装工(市場単価) 係船柱塗装(新設･塗替) 下塗+上塗(2回) ㎡ ※
港湾構造物塗装工(市場単価) 係船柱塗装(塗替) 再錆止+下塗+上塗(2回) ㎡ ※
港湾構造物塗装工(市場単価) 車止塗装(新設) 亜鉛ﾒｯｷを施した面の塗装 ㎡ ※
港湾構造物塗装工(市場単価) 車止塗装(塗替) 既設亜鉛ﾒｯｷ面の補修 ㎡ ※
港湾構造物塗装工(市場単価) 車止塗装(塗替) 亜鉛ﾒｯｷを施していない既設面の補修 ㎡ ※
港湾構造物塗装工(市場単価) 縁金物塗装(新設) 亜鉛ﾒｯｷを施した面の塗装 ㎡ ※
港湾構造物塗装工(市場単価) 縁金物塗装(塗替) 既設亜鉛ﾒｯｷ面の補修 ㎡ ※
港湾構造物塗装工(市場単価) 縁金物塗装(塗替) 亜鉛ﾒｯｷを施していない既設面の補修 ㎡ ※
かき落とし工(市場単価･港湾工事) ㎡ ※
防砂目地工(市場単価) 防砂目地板取付 陸上施工 ｍ ※
防砂目地工(市場単価) 防砂目地板取付 水中施工 ｍ ※
吸出し防止工(市場単価) 防砂ｼｰﾄ敷設  陸上施工 ；ｸﾚｰﾝ抜き； ㎡ ※
吸出し防止工(市場単価) 防砂ｼｰﾄ敷設  海上施工 ；台船使用； ㎡ ※
吸出し防止工(市場単価) 防砂ｼｰﾄ敷設  海上施工 ；ｸﾚｰﾝ付台船使用； ㎡ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型) 陸上施工 ；板厚6mm以上12mm未満； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型) 陸上施工 ；板厚12mm以上16mm未満； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型) 陸上施工 ；板厚16mm以上20mmまで； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先X型) 陸上施工 ；板厚16mm以上20mm未満； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先X型) 陸上施工 ；板厚20mm以上28mmまで； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板 陸上施工 ；板厚3mm以上8mm未満； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板 陸上施工 ；板厚8mm以上12mm未満； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板 陸上施工 ；板厚12mm以上16mmまで； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型) 海上施工 ；板厚6mm以上12mm未満； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型) 海上施工 ；板厚12mm以上16mm未満； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先V型) 海上施工 ；板厚16mm以上20mmまで； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先X型) 海上施工 ；板厚16mm以上20mm未満； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 突合せ(開先X型) 海上施工 ；板厚20mm以上28mmまで； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板 海上施工 ；板厚3mm以上8mm未満； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板 海上施工 ；板厚8mm以上12mm未満； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合せ･棒鋼+鋼板 海上施工 ；板厚12mm以上16mmまで； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 I型 陸上施工 ；板厚6mm以上10mmまで； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 V型 陸上施工 ；板厚11mm以上20mm未満； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 V型 陸上施工 ；板厚20mm以上30mm未満； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 V型 陸上施工 ；板厚30mm以上35mmまで； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 X型 陸上施工 ；板厚25mm以上35mmまで； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 I型 海上施工 ；板厚6mm以上10mmまで； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 V型 海上施工 ；板厚11mm以上20mm未満； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 V型 海上施工 ；板厚20mm以上30mm未満； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 V型 海上施工 ；板厚30mm以上35mmまで； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 半自動ｱｰｸ溶接 X型 海上施工 ；板厚25mm以上35mmまで； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 水中被覆ｱｰｸ溶接 ；板厚3mm以上6mm未満； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 水中被覆ｱｰｸ溶接 ；板厚6mm以上10mm未満； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 水中被覆ｱｰｸ溶接 ；板厚10mm以上13mm未満； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 水中被覆ｱｰｸ溶接 ；板厚13mm以上16mmまで； ｍ ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 下地処理 個所 ※
現場鋼材溶接工(市場単価) 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 本 ※
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(手動) 陸上施工 ；板厚2mm以上10mm未満； ｍ ※
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(手動) 陸上施工 ；板厚10mm以上20mm未満； ｍ ※
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(手動) 陸上施工 ；板厚20mm以上30mmまで； ｍ ※
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(手動) 海上施工 ；板厚2mm以上10mm未満； ｍ ※
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(手動) 海上施工 ；板厚10mm以上20mm未満； ｍ ※
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(手動) 海上施工 ；板厚20mm以上30mmまで； ｍ ※
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(自動･半自動) 陸上施工 ；板厚2mm以上10mm未満； ｍ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 市場単価　2/9
閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(自動･半自動) 陸上施工 ；板厚10mm以上20mm未満； ｍ ※
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(自動･半自動) 陸上施工 ；板厚20mm以上30mmまで； ｍ ※
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(自動･半自動) 海上施工 ；板厚2mm以上10mm未満； ｍ ※
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(自動･半自動) 海上施工 ；板厚10mm以上20mm未満； ｍ ※
現場鋼材切断工(市場単価) ｶﾞｽ切断(自動･半自動) 海上施工 ；板厚20mm以上30mmまで； ｍ ※
現場鋼材切断工(市場単価) 水中酸素ｱｰｸ切断 ；板厚2mm以上10mm未満； ｍ ※
現場鋼材切断工(市場単価) 水中酸素ｱｰｸ切断 ；板厚10mm以上20mm未満； ｍ ※
現場鋼材切断工(市場単価) 水中酸素ｱｰｸ切断 ；板厚20mm以上30mmまで； ｍ ※
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜設置 陸上； ｸﾚｰﾝ込み； ｍ ※
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜撤去 陸上； ｸﾚｰﾝ込み； ｍ ※
汚濁防止膜工(市場単価) 汚濁防止膜移設 ｍ ※
汚濁防止枠工(市場単価) 汚濁防止枠設置 14×14m級 陸上； ｸﾚｰﾝ込み； 基 ※
汚濁防止枠工(市場単価) 汚濁防止枠設置 20×20m級 陸上； ｸﾚｰﾝ込み； 基 ※
汚濁防止枠工(市場単価) 汚濁防止枠設置 22×22m級 陸上； ｸﾚｰﾝ込み； 基 ※
汚濁防止枠工(市場単価) 汚濁防止枠撤去 14×14m級 陸上； ｸﾚｰﾝ込み； 基 ※
汚濁防止枠工(市場単価) 汚濁防止枠撤去 20×20m級 陸上； ｸﾚｰﾝ込み； 基 ※
汚濁防止枠工(市場単価) 汚濁防止枠撤去 22×22m級 陸上； ｸﾚｰﾝ込み； 基 ※
灯浮標設置･撤去工(市場単価) 灯浮標設置 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 個 ※
灯浮標設置･撤去工(市場単価) 灯浮標撤去 ；ｸﾚｰﾝ抜き； 個 ※
鉄筋工(市場単価) 一般構造物 ｔ ※
鉄筋工(市場単価) 場所打杭用かご筋 ｔ ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理(市場単価) ㎡ ※
横断･転落防止柵設置工(市場単価) 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ ※
横断･転落防止柵設置工(市場単価) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ ※
横断･転落防止柵設置工(市場単価) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 支柱間隔3m ｍ ※
横断･転落防止柵設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ ※
横断･転落防止柵設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 支柱間隔3m ｍ ※
横断･転落防止柵設置工(市場単価) ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ ※
横断･転落防止柵設置工(市場単価) 部材設置 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔3m ｍ ※
横断･転落防止柵撤去工(市場単価) 土中建込撤去 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ ※
横断･転落防止柵撤去工(市場単価) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込撤去 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ ※
横断･転落防止柵撤去工(市場単価) ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込撤去 門型 支柱間隔3m ｍ ※
横断･転落防止柵撤去工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込撤去 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ ※
横断･転落防止柵撤去工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込撤去 門型 支柱間隔3m ｍ ※
横断･転落防止柵撤去工(市場単価) ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定撤去 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ ※
横断･転落防止柵撤去工(市場単価) 部材撤去 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔3m ｍ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 直線配置 厚6cm 標準品 ㎡ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 直線配置 厚8cm 標準品 ㎡ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 曲線配置 厚6cm 標準品 ㎡ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 曲線配置 厚8cm 標準品 ㎡ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 直線配置 3色色合せ 厚6cm 標準品 ㎡ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 直線配置 3色色合せ 厚8cm 標準品 ㎡ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 曲線配置 3色色合せ 厚6cm 標準品 ㎡ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 曲線配置 3色色合せ 厚8cm 標準品 ㎡ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 撤去 材料再使用 厚6cm､8cm ㎡ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 撤去 とりこわし 厚6cm､8cm ㎡ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 直線配置 厚6cm(手間のみ) ㎡ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 直線配置 厚8cm(手間のみ) ㎡ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 曲線配置 厚6cm(手間のみ) ㎡ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 曲線配置 厚8cm(手間のみ) ㎡ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 直線配置 3色色合せ 厚6cm(手間のみ) ㎡ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 直線配置 3色色合せ 厚8cm(手間のみ) ㎡ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 曲線配置 3色色合せ 厚6cm(手間のみ) ㎡ ※
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 一般部 曲線配置 3色色合せ 厚8cm(手間のみ) ㎡ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gp-Ap-2E ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gp-Bp-2E ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) 土中建込 ﾒｯｷ品 Gp-Ap-2E ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) 土中建込 ﾒｯｷ品 Gp-Bp-2E ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gp-Ap-2B ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gp-Bp-2B ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gp-Cp-2B ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品 Gp-Ap-2B ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品 Gp-Bp-2B ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) 加算額 曲げ支柱 B･C種 支柱間隔2m ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工(市場単価) 加算額 支柱高12cm増す毎に B･C種 支柱間隔2m ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工(市場単価) 土中建込 Ap･Bp･Cp-2E ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ap･Bp･Cp-2B ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工(市場単価) ﾊﾟｲﾌﾟ設置 Ap･Bp･Cp ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工(市場単価) ﾊﾟｲﾌﾟ撤去 Ap･Bp･Cp ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gr-A-4E 路側用 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gr-B-4E 路側用 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 路側用 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gr-Am-4E 分離帯用 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gr-Bm-4E 分離帯用 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 ﾒｯｷ品 Gr-A-4E 路側用 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 ﾒｯｷ品 Gr-B-4E 路側用 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 ﾒｯｷ品 Gr-Am-4E 分離帯用 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 土中建込 ﾒｯｷ品 Gr-Bm-4E 分離帯用 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gr-A-2B 路側用 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gr-B-2B 路側用 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gr-C-2B 路側用 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gr-Am-2B 分離帯用 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gr-Bm-2B 分離帯用 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品 Gr-A-2B 路側用 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品 Gr-B-2B 路側用 ｍ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 市場単価　3/9
閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品 Gr-Am-2B 分離帯用 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾒｯｷ品 Gr-Bm-2B 分離帯用 ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 加算額 支柱高12cm増す毎に 4m間隔 B･C ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 加算額 支柱高12cm増す毎に 2m間隔 B･C ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 加算額 曲げ支柱 4m間隔 B･C ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 加算額 曲げ支柱 2m間隔 B･C ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価) 土中建込 S 2E ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価) 土中建込 A･B･C 4E ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価) 土中建込 Am･Bm 4E ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価) 土中建込 Ap･Bp･Cp 2E ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 S 1B ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 A･B･C 2B ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Am･Bm 2B ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ap･Bp･Cp 2B ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 加算額 支柱高12cm増す毎に 3m間隔 B･C ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工(市場単価) 加算額 曲げ支柱 3m間隔 B･C ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工(市場単価) ﾚｰﾙ撤去 S ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工(市場単価) ﾚｰﾙ設置 A･B･C ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工(市場単価) ﾚｰﾙ設置 Am･Bm ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工(市場単価) ﾚｰﾙ撤去 A･B･C･Ap･Bp･Cp ｍ ※
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工(市場単価) ﾚｰﾙ撤去 Am･Bm ｍ ※
法面工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚5cm ㎡ ※
法面工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚6cm ㎡ ※
法面工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚7cm ㎡ ※
法面工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚8cm ㎡ ※
法面工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚9cm ㎡ ※
法面工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚10cm ㎡ ※
法面工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 厚10cm ㎡ ※
法面工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 厚15cm ㎡ ※
法面工(市場単価) ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工 厚20cm ㎡ ※
法面工(市場単価) 植生基材吹付工 厚3cm ㎡ ※
法面工(市場単価) 植生基材吹付工 厚4cm ㎡ ※
法面工(市場単価) 植生基材吹付工 厚5cm ㎡ ※
法面工(市場単価) 植生基材吹付工 厚6cm ㎡ ※
法面工(市場単価) 植生基材吹付工 厚7cm ㎡ ※
法面工(市場単価) 植生基材吹付工 厚8cm ㎡ ※
法面工(市場単価) 植生基材吹付工 厚10cm ㎡ ※
法面工(市場単価) 客土吹付工 厚1cm ㎡ ※
法面工(市場単価) 客土吹付工 厚2cm ㎡ ※
法面工(市場単価) 客土吹付工 厚3cm ㎡ ※
法面工(市場単価) 種子散布工 ㎡ ※
法面工(市場単価) 繊維ﾈｯﾄ工 肥料袋無し ㎡ ※
法面工(市場単価) 繊維ﾈｯﾄ工 肥料袋付き ㎡ ※
法面工(市場単価) 植生ﾏｯﾄ工 肥料袋付き ㎡ ※
法面工(市場単価) 植生ｼｰﾄ工 肥料袋付無し(標準品) ㎡ ※
法面工(市場単価) 植生ｼｰﾄ工 肥料袋付無し(環境品) ㎡ ※
吹付枠工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面 150×150 ｍ ※
吹付枠工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面 200×200 ｍ ※
吹付枠工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面 300×300 ｍ ※
吹付枠工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面 400×400 ｍ ※
吹付枠工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面 500×500 ｍ ※
吹付枠工(市場単価) ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 梁断面 600×600 ｍ ※
吹付枠工(市場単価) ﾗｽ張工 法面清掃及びﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置 ㎡ ※
吹付枠工(市場単価) 水切りﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 加算額 m3 ※
吹付枠工(市場単価) 表面ｺﾃ仕上げ 加算額 ㎡ ※
鉄筋挿入工(市場単価) ；現場条件Ⅰ； ｍ ※
鉄筋挿入工(市場単価) ；現場条件Ⅱ； ｍ ※
鉄筋挿入工(市場単価) ；現場条件Ⅲ； ｍ ※
鉄筋挿入工(市場単価) 削孔機械の上下移動 回 ※
鉄筋挿入工(市場単価) 仮設足場の設置･撤去 空m3 ※
植樹工(市場単価) 中木 ；樹高60cm以上100cm未満； 本 ※
植樹工(市場単価) 中木 ；樹高100cm以上200cm未満； 本 ※
植樹工(市場単価) 中木 ；樹高200cm以上 300cm未満； 本 ※
植樹工(市場単価) 低木 ；樹高60cm未満； 本 ※
植樹工(市場単価) 高木 ；幹周60cm以上90cm未満； 本 ※
支柱設置(市場単価) 中木 二脚鳥居添木付 ；樹高250cm以上； 本 ※
支柱設置(市場単価) 中木 八ッ掛(竹)；樹高100cm以上； 本 ※
支柱設置(市場単価) 中木 添柱形(1本形･竹)；樹高100cm以上； 本 ※
支柱設置(市場単価) 高木 二脚鳥居添木付 ；幹周30cm未満； 本 ※
支柱設置(市場単価) 高木 二脚鳥居添木無；幹周30以上40未満； 本 ※
支柱設置(市場単価) 高木 三脚鳥居 ；幹周30以上60未満； 本 ※
支柱設置(市場単価) 高木 十字鳥居 ；幹周30cm以上； 本 ※
支柱設置(市場単価) 高木 二脚鳥居組合せ ；幹周50cm以上； 本 ※
支柱設置(市場単価) 高木 八ッ掛 ；幹周40cm未満； 本 ※
支柱設置(市場単価) 高木 八ッ掛 ；幹周40cm以上； 本 ※
支柱設置(市場単価) 中木 布掛(竹)；樹高100cm以上； ｍ ※
支柱設置(市場単価) 中木 生垣形 ；樹高100cm以上； ｍ ※
植樹管理(せん定) (市場単価) 高木せん定 夏期せん定 ；幹周60cm未満； 本 ※
植樹管理(せん定) (市場単価) 高木せん定 夏期せん定 ；幹周60cm以上120cm未満； 本 ※
植樹管理(せん定) (市場単価) 高木せん定 冬期せん定 ；幹周60cm未満； 本 ※
植樹管理(せん定) (市場単価) 高木せん定 冬期せん定 ；幹周60cm以上120cm未満； 本 ※
植樹管理(せん定) (市場単価) 中低木せん定 球形せん定 ；樹高100cm未満； 本 ※
植樹管理(せん定) (市場単価) 中低木せん定 球形せん定 ；樹高100cm以上200cm未満； 本 ※
植樹管理(せん定) (市場単価) 中低木せん定 球形せん定 ；樹高200cm以上300cm未満； 本 ※
植樹管理(せん定) (市場単価) 中低木せん定 円筒形せん定 ；樹高100cm未満； 本 ※
植樹管理(せん定) (市場単価) 中低木せん定 円筒形せん定 ；樹高100cm以上200cm未満； 本 ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 市場単価　4/9
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植樹管理(せん定) (市場単価) 中低木せん定 円筒形せん定 ；樹高200cm以上300cm未満； 本 ※
植樹工(市場単価) 高木 ；幹周20cm未満； 本 ※
植樹工(市場単価) 高木 ；幹周20cm以上40cm未満； 本 ※
植樹工(市場単価) 高木 ；幹周40cm以上60cm未満； 本 ※
支柱撤去(市場単価) 中木 二脚鳥居添木付 八ﾂ掛(竹) 添柱形 本 ※
支柱撤去(市場単価) 中木 布掛(竹) 生垣形 ｍ ※
支柱撤去(市場単価) 高木 本 ※
植樹管理(せん定) (市場単価) 寄植せん定 低木 ㎡ ※
植樹管理(せん定) (市場単価) 寄植せん定 中木 ㎡ ※
植樹管理(施肥) (市場単価) 高木 ；幹周60cm未満； 本 ※
植樹管理(施肥) (市場単価) 高木 ；幹周60cm以上120cm未満； 本 ※
植樹管理(施肥) (市場単価) 中木 ；樹高200cm以上300cm未満； 本 ※
植樹管理(施肥) (市場単価) 中木･低木 ；樹高200cm未満； 本 ※
植樹管理(施肥) (市場単価) 寄植 中木及び低木 ㎡ ※
植樹管理(施肥) (市場単価) 芝 ㎡ ※
植樹管理(除草) (市場単価) 抜根除草 植込み地 ㎡ ※
植樹管理(除草) (市場単価) 抜根除草 芝生 ㎡ ※
植樹管理(芝刈) (市場単価) 芝刈 ㎡ ※
植樹管理(潅水) (市場単価) ﾄﾗｯｸ使用 ㎡ ※
植樹管理(潅水) (市場単価) 散水車使用(貸与車) ㎡ ※
植樹管理(防除) (市場単価) 低木 ；樹高60cm未満； 本 ※
植樹管理(防除) (市場単価) 中木 ；樹高60cm以上100cm未満； 本 ※
植樹管理(防除) (市場単価) 中木 ；樹高100cm以上200cm未満； 本 ※
植樹管理(防除) (市場単価) 中木 ；樹高200cm以上300cm未満； 本 ※
植樹管理(防除) (市場単価) 高木 ；幹周60cm未満； 本 ※
植樹管理(防除) (市場単価) 高木 ；幹周60cm以上120cm未満； 本 ※
植樹管理(防除) (市場単価) 寄植 低木 ㎡ ※
植樹管理(防除) (市場単価) 寄植 中木 ㎡ ※
植樹管理(防除) (市場単価) 芝 ㎡ ※
移植工(掘取工) (市場単価) 低木 ；樹高60cm未満； 本 ※
移植工(掘取工) (市場単価) 中木 ；樹高60cm以上100cm未満； 本 ※
移植工(掘取工) (市場単価) 中木 ；樹高100cm以上200cm未満； 本 ※
移植工(掘取工) (市場単価) 中木 ；樹高200cm以上300cm未満； 本 ※
移植工(掘取工) (市場単価) 高木 ；幹周30cm未満； 本 ※
移植工(掘取工) (市場単価) 高木 ；幹周30cm以上60cm未満； 本 ※
移植工(掘取工) (市場単価) 高木 ；幹周60cm以上90cm未満； 本 ※
地被類植付工(市場単価) 鉢 ※
橋面防水工(市場単価) ｼｰﾄ系防水(新設) ㎡ ※
橋面防水工(市場単価) ｼｰﾄ系防水(補修) ㎡ ※
橋面防水工(市場単価) 塗膜系防水(新設) ㎡ ※
橋面防水工(市場単価) 塗膜系防水(補修) ㎡ ※
橋梁用伸縮装置工(市場単価) 新設 軽量型 ｍ ※
橋梁用伸縮装置工(市場単価) 新設 普通型 ｍ ※
橋梁用伸縮装置工(市場単価) 補修 軽量型 1車線 3.6m基準 ｍ ※
橋梁用伸縮装置工(市場単価) 補修 軽量型 2車線 7.2m基準 ｍ ※
橋梁用伸縮装置工(市場単価) 補修 普通型 1車線 3.6m基準 ｍ ※
橋梁用伸縮装置工(市場単価) 補修 普通型 2車線 7.2m基準 ｍ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 ；厚6mm以下； ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 ；厚6mm超え8mm以下； ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 ；厚8mm超え10mm以下； ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 景観透水性舗装工 ；厚10mm以下； ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 景観透水性舗装工 ；厚10mm超え15mm以下； ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-101 ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-102 ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-103 ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-104 ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-201 ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-202 ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-203 ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-204 ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-301 ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-302 ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-303 ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-304 ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 ETCﾚｰﾝ RPN-401 ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 ETCﾚｰﾝ RPN-402 ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 歩道 自転車道 RPN-501 ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 歩道 自転車道 RPN-502 ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-601 ㎡ ※
薄層ｶﾗｰ舗装工(市場単価) 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-602 ㎡ ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 ﾒｯｷ品 φ60.5 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 ﾒｯｷ品 φ76.3 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 ﾒｯｷ品 φ89.1 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 ﾒｯｷ品 φ101.6 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ60.5 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ89.1 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 ﾒｯｷ品 φ60.5 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 ﾒｯｷ品 φ76.3 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 ﾒｯｷ品 φ89.1 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 ﾒｯｷ品 φ101.6 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ60.5 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3 基 ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 市場単価　5/9
閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ89.1 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱･基礎設置路側式 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱設置 片持式 ；400kg未満；(手間のみ) 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱設置 門型式 ；ｽﾊﾟﾝ10m未満；(手間のみ) 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱設置 門型式 ；ｽﾊﾟﾝ10m以上20m未満；(手間のみ) 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱設置 門型式 ；ｽﾊﾟﾝ20m以上；(手間のみ) 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 案内標識新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ ；2m2未満； ㎡ ※
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 案内標識新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ ；2m2未満； ㎡ ※
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 警戒･規制･指示･路線番号(手間のみ) 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 添架式標識板取付金具設置 信号ｱｰﾑ部 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 添架式標識板取付金具設置 照明柱･既設標識柱 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 添架式標識板取付金具設置 歩道橋(手間のみ) 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 ；4.0m3未満； m3 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 ；4.0m3以上6.0m3未満； m3 ※
道路標識設置工(市場単価) 路側式標識柱･基礎撤去 単柱式 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 路側式標識柱･基礎撤去 複柱式 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱撤去 片持式 ；400kg未満； 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱撤去 門型式 ；ｽﾊﾟﾝ10m未満； 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱撤去 門型式 ；ｽﾊﾟﾝ10m以上20m未満； 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱撤去 門型式 ；ｽﾊﾟﾝ20m以上； 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識板撤去 添架式標識板 信号ｱｰﾑ部 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識板撤去 添架式標識板 照明柱･既設標識柱 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識板撤去 添架式標識板 歩道橋 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱基礎撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 m3 ※
道路標識設置工(市場単価) 加算額 標識板の裏面塗装 ㎡ ※
道路標識設置工(市場単価) 加算額 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの材料価格 ㎏ ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱設置 片持式 ；400kg以上；(手間のみ) 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 案内標識新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ ；2m2以上； ㎡ ※
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 案内標識新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ ；2m2以上； ㎡ ※
道路標識設置工(市場単価) 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 ；6.0m3以上； m3 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識柱撤去 片持式 ；400kg以上； 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識板撤去 路側式 警戒･規制･指示･路線番号 基 ※
道路標識設置工(市場単価) 標識板撤去 案内標識 片持式･門型式 ；2m2未満；(路線番号除く) ㎡ ※
道路標識設置工(市場単価) 標識板撤去 案内標識 片持式･門型式 ；2m2以上；(路線番号除く) ㎡ ※
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 案内標識移設 ；2m2未満； ㎡ ※
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 案内標識移設 ；2m2以上； ㎡ ※
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 案内標識新設 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ ；2m2未満； ㎡ ※
道路標識設置工(市場単価) 標識板設置 案内標識新設 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ ；2m2以上； ㎡ ※
道路標識設置工(市場単価) 加算額 曲げ支柱φ60.5(路側式) 本 ※
道路標識設置工(市場単価) 加算額 曲げ支柱φ76.3(路側式) 本 ※
道路標識設置工(市場単価) 加算額 曲げ支柱φ89.1(路側式) 本 ※
道路標識設置工(市場単価) 加算額 取付金具の材料価格 段 ※
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D19×D19 箇所 ※
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D22×D22 箇所 ※
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D25×D25 箇所 ※
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D29×D29 箇所 ※
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D32×D32 箇所 ※
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D35×D35 箇所 ※
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D38×D38 箇所 ※
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D41×D41 箇所 ※
ｶﾞｽ圧接工(市場単価) 手動(半自動)･自動 D51×D51 箇所 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･土中建込み用 両面反射体φ34 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･土中建込み用 両面反射体φ60.5 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･土中建込み用 両面反射体φ89 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･土中建込み用 両面反射体φ300 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･土中建込み用 片面反射体φ34 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･土中建込み用 片面反射体φ60.5 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･土中建込み用 片面反射体φ89 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･土中建込み用 片面反射体φ300 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･防護柵取付用 両面反射体φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･防護柵取付用 両面反射体φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･防護柵取付用 両面反射体φ100以下 かぶせ式 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･防護柵取付用 両面反射体φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･防護柵取付用 片面反射体φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･防護柵取付用 片面反射体φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･防護柵取付用 片面反射体φ100以下 かぶせ式 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･防護柵取付用 片面反射体φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･構造物取付用 両面反射体φ100以下 側壁用 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･構造物取付用 両面反射体φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･構造物取付用 両面反射体φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･構造物取付用 片面反射体φ100以下 側壁用 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･構造物取付用 片面反射体φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･構造物取付用 片面反射体φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ 本 ※
道路付属物工(市場単価) 加算額 視線誘導標 防塵型(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ)φ100以下 面 ※
道路付属物工(市場単価) 加算額 視線誘導標 防塵型(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ)φ300 面 ※
道路付属物工(市場単価) 加算額 視線誘導標 さや管 本 ※
道路付属物工(市場単価) 道路鋲(大型)設置 両面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅30cm 個 ※
道路付属物工(市場単価) 道路鋲(大型)設置 両面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅20cm 個 ※
道路付属物工(市場単価) 道路鋲(大型)設置 片面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅30cm 個 ※
道路付属物工(市場単価) 道路鋲(大型)設置 片面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅20cm 個 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標撤去 土中建込用 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標撤去 防護柵取付用 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標撤去 構造物取付用 本 ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 市場単価　6/9
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道路付属物工(市場単価) 境界杭撤去 本 ※
道路付属物工(市場単価) 道路鋲撤去 穿孔式 個 ※
道路付属物工(市場単価) 道路鋲撤去 貼付式 個 ※
道路付属物工(市場単価) 境界鋲撤去 枚 ※
道路付属物工(市場単価) 境界鋲設置 金属製 手間のみ 枚 ※
道路付属物工(市場単価) 境界杭設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎あり(手間のみ) 本 ※
道路付属物工(市場単価) 境界杭設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし(手間のみ) 本 ※
道路付属物工(市場単価) 道路鋲(小型)設置 両面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅15cm 個 ※
道路付属物工(市場単価) 道路鋲(小型)設置 両面反射 貼付式･樹脂製 幅10cm 個 ※
道路付属物工(市場単価) 道路鋲(小型)設置 片面反射 穿孔式･ｱﾙﾐ製 幅15cm 個 ※
道路付属物工(市場単価) 道路鋲(小型)設置 片面反射 貼付式･樹脂製 幅10cm 個 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含む 両面反射体 φ34 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含む 両面反射体 φ60.5 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含む 両面反射体 φ89 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含む 両面反射体 φ300 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含む 片面反射体 φ34 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含む 片面反射体 φ60.5 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含む 片面反射体 φ89 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含む 片面反射体 φ300 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含まず 両面反射体 φ34 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含まず 両面反射体 φ60.5 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含まず 両面反射体 φ89 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含まず 両面反射体 φ300 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含まず 片面反射体 φ34 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含まず 片面反射体 φ60.5 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含まず 片面反射体 φ89 本 ※
道路付属物工(市場単価) 視線誘導標設置･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 穿孔含まず 片面反射体 φ300 本 ※
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･可変式(穿孔式1本) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 本 ※
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･可変式(穿孔式1本) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 本 ※
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･可変式(穿孔式1本) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 本 ※
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･着脱式(穿孔式3本) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 本 ※
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･着脱式(穿孔式3本) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 本 ※
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･着脱式(穿孔式3本) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 本 ※
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･固定式(貼付式) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ400mm 本 ※
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･固定式(貼付式) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 本 ※
道路付属物工(市場単価) 車線分離標設置･固定式(貼付式) 本体径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 本 ※
道路付属物工(市場単価) 車線分離標撤去 可変式(穿孔式･1本脚) 本 ※
道路付属物工(市場単価) 車線分離標撤去 着脱式(穿孔式･3本脚) 本 ※
道路付属物工(市場単価) 車線分離標撤去 固定式(貼付式) 本 ※
法面工(市場単価) 植生筋工 人工筋芝(種子帯) ㎡ ※
法面工(市場単価) 筋芝工 野芝､高麗芝 ㎡ ※
法面工(市場単価) 張芝工 野芝､高麗芝(全面張り) ㎡ ※
公園植栽工(市場単価) 植樹工 低木 ；樹高60cm未満； 本 ※
公園植栽工(市場単価) 植樹工 中木 ；樹高60cm以上100cm未満； 本 ※
公園植栽工(市場単価) 植樹工 中木 ；樹高100cm以上200cm未満； 本 ※
公園植栽工(市場単価) 植樹工 中木 ；樹高200cm以上300cm未満； 本 ※
公園植栽工(市場単価) 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 ；樹高250cm以上； 本 ※
公園植栽工(市場単価) 支柱設置 中木 八ッ掛(竹) ；樹高100cm以上； 本 ※
公園植栽工(市場単価) 支柱設置 中木 添柱形(1本形) ；樹高100cm以上； 本 ※
公園植栽工(市場単価) 支柱設置 中木 布掛(竹) ；樹高100cm以上； ｍ ※
公園植栽工(市場単価) 支柱設置 中木 生垣形 ；樹高100cm以上； ｍ ※
公園植栽工(市場単価) 地被類植付工 鉢 ※
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 新設 舗装厚内型 後付工法 ｍ ※
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 新設 床版箱抜型 先付工法 ｍ ※
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 新設 床版箱抜型 後付工法 ｍ ※
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 補修 舗装厚内型 1車線担当 ｍ ※
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 補修 舗装厚内型 2車線担当 ｍ ※
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 補修 床版箱抜型 1車線担当 ｍ ※
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 補修 床版箱抜型 2車線担当 ｍ ※
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 加算額 舗装厚内型 本体材料費 m3 ※
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 加算額 床版箱抜型 特殊合材費 m3 ※
橋梁用埋設型伸縮継手工(市場単価) 加算額 床版箱抜型 伸縮金物費 ｍ ※
軟弱地盤処理工(市場単価) ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 ；打設長10m未満； ｍ ※
軟弱地盤処理工(市場単価) ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 ；打設長10m以上20m未満； ｍ ※
軟弱地盤処理工(市場単価) ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 ；打設長20m以上35m未満； ｍ ※
軟弱地盤処理工(市場単価) ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 ；打設長10m未満； ｍ ※
軟弱地盤処理工(市場単価) ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 ；打設長10m以上20m未満； ｍ ※
軟弱地盤処理工(市場単価) ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 ；打設長20m以上35m未満； ｍ ※
落石防護柵工(市場単価) ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ 岩盤用ｱﾝｶｰ込み 本 ※
落石防護柵工(市場単価) 加算額 曲げ支柱 柵高3.5m以下 本 ※
落石防護柵工(市場単価) 加算額 曲げ支柱 柵高4.0m 本 ※
落石防護柵工(市場単価) 中間支柱設置工 柵高1.5m 支柱間隔3m 本 ※
落石防護柵工(市場単価) 中間支柱設置工 柵高2.0m 支柱間隔3m 本 ※
落石防護柵工(市場単価) 中間支柱設置工 柵高2.5m 支柱間隔3m 本 ※
落石防護柵工(市場単価) 中間支柱設置工 柵高3.0m 支柱間隔3m 本 ※
落石防護柵工(市場単価) 中間支柱設置工 柵高3.5m 支柱間隔3m 本 ※
落石防護柵工(市場単価) 中間支柱設置工 柵高4.0m 支柱間隔3m 本 ※
落石防護柵工(市場単価) 端末支柱設置工 柵高1.5m 支柱間隔3m 本 ※
落石防護柵工(市場単価) 端末支柱設置工 柵高2.0m 支柱間隔3m 本 ※
落石防護柵工(市場単価) 端末支柱設置工 柵高2.5m 支柱間隔3m 本 ※
落石防護柵工(市場単価) 端末支柱設置工 柵高3.0m 支柱間隔3m 本 ※
落石防護柵工(市場単価) 端末支柱設置工 柵高3.5m 支柱間隔3m 本 ※
落石防護柵工(市場単価) 端末支柱設置工 柵高4.0m 支柱間隔3m 本 ※
落石防護柵工(市場単価) ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き 柵高1.5m ﾛｰﾌﾟ5本 支柱間隔3m ｍ ※
落石防護柵工(市場単価) ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き 柵高2.0m ﾛｰﾌﾟ7本 支柱間隔3m ｍ ※
落石防護柵工(市場単価) ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き 柵高2.5m ﾛｰﾌﾟ8本 支柱間隔3m ｍ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 市場単価　7/9
閲覧用　複写厳禁

Copyright © 2018 Kochi Prefecture All rights reserved.

44



名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
落石防護柵工(市場単価) ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き 柵高3.0m ﾛｰﾌﾟ10本 支柱間隔3m ｍ ※
落石防護柵工(市場単価) ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き 柵高3.5m ﾛｰﾌﾟ12本 支柱間隔3m ｍ ※
落石防護柵工(市場単価) ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 間隔保持材付き 柵高4.0m ﾛｰﾌﾟ13本 支柱間隔3m ｍ ※
落石防止網工(市場単価) 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 亜鉛ﾒｯｷ3･4種 線径2.6mm ㎡ ※
落石防止網工(市場単価) 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 亜鉛ﾒｯｷ3･4種 線径3.2mm ㎡ ※
落石防止網工(市場単価) 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 亜鉛ﾒｯｷ3･4種 線径4.0mm ㎡ ※
落石防止網工(市場単価) 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 亜鉛ﾒｯｷ3･4種 線径5.0mm ㎡ ※
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 土中用 羽根付ｱﾝｶｰ  径25mm×長1500mm 箇所 ※
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 土中用 ﾌﾟﾚｰﾄ羽根付ｱﾝｶｰ 有効長1500mm 箇所 ※
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 土中用 ﾌﾟﾚｰﾄ羽根付ｱﾝｶｰ 有効長2000mm 箇所 ※
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 土中用 溝形羽根付ｱﾝｶｰ 有効長1500mm 箇所 ※
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 土中用 溝形羽根付ｱﾝｶｰ 有効長2000mm 箇所 ※
落石防止網工(市場単価) ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式) 支柱高2.0m 箇所 ※
落石防止網工(市場単価) ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式) 支柱高2.5m 箇所 ※
落石防止網工(市場単価) ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式) 支柱高3.0m 箇所 ※
落石防止網工(市場単価) ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式) 支柱高3.5m 箇所 ※
落石防止網工(市場単価) ﾎﾟｹｯﾄ式支柱(ｱﾝｶｰ固定式) 支柱高4.0m 箇所 ※
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 岩盤用 D22mm×長1000mm 箇所 ※
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 岩盤用 D25mm×長1000mm 箇所 ※
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 岩盤用 D29mm×長1000mm 箇所 ※
落石防止網工(市場単価) ｱﾝｶｰ設置 岩盤用 D32mm×長1000mm 箇所 ※
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(市場単価) 縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm ㎡ ※
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(市場単価) 縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm ㎡ ※
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(市場単価) 横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm ㎡ ※
ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(市場単価) 横方向(路面排水用) 幅36mm 深さ10mm ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 砂･砂質土 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 礫混じり土砂 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 玉石混じり土砂 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 砂･砂質土 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 礫混じり土砂 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 玉石混じり土砂 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 砂･砂質土 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 礫混じり土砂 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 玉石混じり土砂 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ ※
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 軟岩 ｍ ※
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 中硬岩 ｍ ※
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 硬岩 ｍ ※
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 極硬岩 ｍ ※
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 破砕帯 ｍ ※
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ76mm 軟岩 ｍ ※
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ76mm 中硬岩 ｍ ※
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ76mm 硬岩 ｍ ※
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ76mm 極硬岩 ｍ ※
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ76mm 破砕帯 ｍ ※
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 軟岩 ｍ ※
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 中硬岩 ｍ ※
ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 粘性土 本 ※
ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 粘性土 本 ※
ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 砂質土 本 ※
標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ 回 ※
標準貫入試験 砂･砂質土 回 ※
標準貫入試験 礫混じり土砂 回 ※
標準貫入試験 玉石混じり土砂 回 ※
標準貫入試験 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 回 ※
標準貫入試験 軟岩 回 ※
孔内水平載荷試験 普通載荷(2.5MN/m2以下) 回 ※
孔内水平載荷試験 中圧載荷(2.5～10MN/m2以下) 回 ※
孔内水平載荷試験 高圧載荷(10～20MN/m2以下) 回 ※
現場透水試験 ｵｰｶﾞ法 回 ※
現場透水試験 ｹｰｼﾝｸﾞ法 回 ※
現場透水試験 一重管式 回 ※
現場透水試験 二重管式 回 ※
現場透水試験 揚水法 回 ※
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ｍ ※
ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管ｺｰﾝ貫入試験 20kN ｍ ※
ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管ｺｰﾝ貫入試験 100kN ｍ ※
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験 単管式 ｍ ※
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験 二重管式 ｍ ※
人肩運搬 50m以下 総運搬距離 ｔ ※
人肩運搬 50m超100m以下 総運搬距離 ｔ ※
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m以下 総運搬距離 ｔ ※
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 500m超1000m以下 総運搬距離 ｔ ※
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 500m超1000m以下 設置距離 ｔ ※
索道運搬 100m以下 設置距離 ｔ ※
索道運搬 100m超500m以下 設置距離 ｔ ※
索道運搬 500m超1000m以下 設置距離 ｔ ※
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 500m超1000m以下 箇所 ※
索道架設･撤去 100m以下 吊下げ荷重1t 箇所 ※
索道架設･撤去 100m超500m以下 吊下げ荷重1t 箇所 ※
索道架設･撤去 500m超1000m以下 吊下げ荷重1t 箇所 ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 市場単価　8/9
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
湿地足場 箇所 ※
傾斜地足場 地形傾斜 15°以上～30°未満 箇所 ※
傾斜地足場 地形傾斜 30°以上～45°未満 箇所 ※
傾斜地足場 地形傾斜 45°以上～60° 箇所 ※
水上足場 水深1m以下 箇所 ※
水上足場 水深3m以下 箇所 ※
水上足場 水深5m以下 箇所 ※
水上足場 水深10m以下 箇所 ※
準備及び跡片付け 業務 ※
搬入路伐採等 ｍ ※
環境保全 仮囲い 箇所 ※
調査孔閉塞 箇所 ※
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) 20m以上150m以下 箇所 ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 砂･砂質土 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 礫混じり土砂 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 玉石混じり土砂 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ66mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 砂･砂質土 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 礫混じり土砂 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 玉石混じり土砂 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ86mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 砂･砂質土 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 礫混じり土砂 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 玉石混じり土砂 ｍ ※
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ) φ116mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ ※
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m超300m以下 総運搬距離 ｔ ※
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 300m超500m以下 総運搬距離 ｔ ※
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 50m以下 設置距離 ｔ ※
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 50m超100m以下 設置距離 ｔ ※
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 100m超200m以下 設置距離 ｔ ※
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 200m超300m以下 設置距離 ｔ ※
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 300m超500m以下 設置距離 ｔ ※
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 50m以下 箇所 ※
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 50m超100m以下 箇所 ※
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 100m超200m以下 箇所 ※
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 200m超300m以下 箇所 ※
ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 300m超500m以下 箇所 ※
平坦地足場 板材足場(高さ0.3m以下) 箇所 ※
平坦地足場 嵩上げ足場(高さ0.3m超) 箇所 ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 市場単価　9/9
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区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm 時間的制約:無 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 20cm 時間的制約:無 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 20cm 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 30cm 時間的制約:無 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 30cm 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 45cm 時間的制約:無 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 45cm 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 15cm 時間的制約:無 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 15cm 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 20cm 時間的制約:無 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 20cm 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 20cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 30cm 時間的制約:無 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 30cm 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 45cm 時間的制約:無 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　1/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 45cm 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 45cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 実線 15cm 時間的制約:無 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 実線 15cm 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 破線 15cm 時間的制約:無 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　2/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 破線 15cm 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 破線 30cm 時間的制約:無 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 破線 30cm 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　3/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 破線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 破線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　4/29

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2018 Kochi Prefecture All rights reserved .
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)][供用区間] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 破線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 破線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 破線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 破線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線設置 [ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)] 破線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　5/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線消去 [削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
区画線消去[ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式] ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線を消去 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 15cm 時間的制約:無 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 15cm 時間的制約:受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 20cm 時間的制約:無 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 20cm 時間的制約:受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 30cm 時間的制約:無 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 30cm 時間的制約:受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 45cm 時間的制約:無 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 45cm 時間的制約:受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　6/29
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高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 15cm 時間的制約:無 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 15cm 時間的制約:受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 20cm 時間的制約:無 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 20cm 時間的制約:受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 30cm 時間的制約:無 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 30cm 時間的制約:受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　7/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　8/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式)[供用区間] 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線設置(ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
高視認性区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:無 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:無 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:受ける ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:受ける ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　9/29
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Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60kg/個 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=600mm 60を超え300kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　10/29
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Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
Ｕ型側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ ※
自由勾配側溝 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無 4週6休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無 4週7休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無 4週8休以上 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無 4週6休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無 4週7休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無 4週8休以上 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:受ける 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:受ける 4週6休 枚 ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　11/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:受ける 4週7休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:受ける 4週8休以上 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:受ける 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:受ける 4週6休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:受ける 4週7休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:受ける 4週8休以上 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:著しく受ける 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:著しく受ける 4週6休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:著しく受ける 4週7休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:著しく受ける 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:著しく受ける 4週6休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:著しく受ける 4週7休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無 夜間単価 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無 夜間単価 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:受ける 夜間単価 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:受ける 夜間単価 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 枚 ※
蓋版 ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 枚 ※
ブロック積工 時間的制約:無 昼間単価 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
ブロック積工 時間的制約:受ける 昼間単価 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
ブロック積工 時間的制約:著しく受ける 昼間単価 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
ブロック積工 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
ブロック積工 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
ブロック積工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
ﾌﾞﾛｯｸ積工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:無 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:無 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:無 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ３ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　12/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:無 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:無 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:無 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:無 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:無 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:無 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無 夜間単価 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:無 夜間単価 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:無 夜間単価 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:無 夜間単価 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ３ ※
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ３ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　13/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　14/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　15/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　16/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 動力工具処理 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 準備補修 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ 130*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 500*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　17/29
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橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*3層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　18/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　19/29
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橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(新橋現場塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　20/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　21/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　22/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　23/29
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橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 4週8休以上 ｍ２ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　24/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 清掃水洗い 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 1種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 2種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝA 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝB 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 3種ｹﾚﾝC 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 4種ｹﾚﾝ 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　25/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 素地調整 研削材及びｹﾚﾝかす 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 200*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 240*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止め 140*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 240*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 300*2回 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　26/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ 300*2層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 赤系 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　27/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 淡彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 中塗り ふっ素樹脂 濃彩 170*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 赤系 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り 長油性ﾌﾀﾙ酸 濃彩 110*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　28/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 10月単価
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 赤系 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 淡彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 120*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:無 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週6休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週7休 ｍ２ ※
橋梁塗装工(塗替塗装) 上塗り ふっ素樹脂 濃彩 140*1層 時間的制約:著しく受ける 夜間単価 4週8休以上 ｍ２ ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 標準単価　29/29
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名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 安芸① ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 安芸② 26,700
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 安芸③ 28,500
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 中央東① 19,000
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 中央東② 24,100
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 高知① ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 高知② 19,800
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 中央西① 19,000
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 中央西② ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 中央西③ 25,800
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 須崎① ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 須崎② 22,800
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 須崎③ 23,200
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 須崎④ 23,900
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 幡多① 24,300
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 幡多② ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 幡多③ 22,900
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 普通 m3 幡多④ -
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 安芸① ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 安芸② 24,000
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 安芸③ 25,800
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 中央東① 16,300
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 中央東② 21,200
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 高知① ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 高知② 17,300
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 中央西① 16,500
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 中央西② ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 中央西③ 22,900
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 須崎① ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 須崎② 20,300
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 須崎③ 20,800
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 須崎④ 21,400
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 幡多① 21,700
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 幡多② ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 幡多③ 20,400
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 普通 m3 幡多④ -
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 安芸① ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 安芸② 26,600
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 安芸③ 28,400
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 中央東① 18,900
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 中央東② 24,000
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 高知① ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 高知② 19,700
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 中央西① 18,900
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 中央西② 22,700
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 中央西③ 25,700
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 須崎① ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 須崎② 22,700
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 須崎③ 23,100
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 須崎④ 23,800
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 幡多① 24,200
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 幡多② ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 幡多③ 22,800
ﾓﾙﾀﾙ 1:2 高炉 m3 幡多④ 36,600
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 安芸① ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 安芸② 23,900
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 安芸③ 25,700
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 中央東① 16,200
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 中央東② 21,100
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 高知① ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 高知② 17,200
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 中央西① 16,400
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 中央西② 20,200
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 中央西③ 22,800
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 須崎① ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 須崎② 20,200
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 須崎③ 20,700
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 須崎④ 21,300
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 幡多① 21,600
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 幡多② ※
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 幡多③ 20,300
ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉 m3 幡多④ 34,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 安芸② 18,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 安芸③ 20,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 中央東① 10,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 中央東② 16,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 高知② 13,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 中央西① 12,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 中央西③ 18,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎② 16,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎③ 16,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎④ 17,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多① 17,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多② ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　1/18 閲覧用　複写厳禁

76



名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多③ 16,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多④ -
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 安芸② 18,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 安芸③ 20,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 中央東① 11,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 中央東② 17,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 高知② 13,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 中央西① 13,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 中央西③ 18,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎② 16,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎③ 17,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎④ 18,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多① 18,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多③ 17,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多④ 30,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 安芸② 18,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 安芸③ 20,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 中央東① 10,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 中央東② 16,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 高知② 13,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 中央西① 12,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 中央西③ 18,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎② 16,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎③ 17,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎④ 17,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多① 17,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多③ 16,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多④ -
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 安芸② 20,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 安芸③ 22,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央東① 12,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央東② 19,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 高知② 16,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西① 15,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西③ 21,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎② 19,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎③ 19,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎④ 19,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多① 19,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多③ 18,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多④ -
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 安芸② 19,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 安芸③ 20,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央東① 11,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央東② 17,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 高知② 14,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央西① 13,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央西③ 19,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎② 17,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎③ 17,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎④ 18,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多① 18,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多③ 17,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多④ 31,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 安芸② 19,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 安芸③ 21,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央東① 11,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央東② 17,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 高知② 14,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央西① 13,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央西③ 19,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎② 17,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎③ 17,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎④ 18,600

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　2/18 閲覧用　複写厳禁

77



名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多① 18,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多③ 17,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-12-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多④ 31,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 安芸② 18,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 安芸③ 20,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 中央東① 10,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 中央東② 17,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 高知② 13,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 中央西① 13,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 中央西③ 18,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎② 16,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎③ 17,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎④ 17,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多① 18,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多③ 16,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多④ -
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 安芸① 16,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 安芸② 18,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 安芸③ 20,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 中央東① 10,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 中央東② 16,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 高知① 8,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 高知② 13,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 中央西① 12,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 中央西② 16,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 中央西③ 18,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎① 15,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎② 16,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎③ 16,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 須崎④ 17,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多① 17,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多② 15,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多③ 16,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40 高炉 W/C=60%以下 m3 幡多④ -
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 安芸② 19,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 安芸③ 20,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央東① 11,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央東② 17,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 高知② 14,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央西① 13,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央西③ 19,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎② 17,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎③ 17,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎④ 18,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多① 18,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多③ 17,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多④ -
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 安芸② 20,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 安芸③ 22,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央東① 12,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央東② 19,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 高知② 16,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西① 15,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西③ 21,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎② 19,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎③ 19,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎④ 19,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多① 19,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多③ 18,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多④ -
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 安芸② 19,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 安芸③ 20,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央東① 11,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央東② 17,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 高知② 14,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央西① 13,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 中央西③ 19,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎② 17,200

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　3/18 閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎③ 17,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 須崎④ 18,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多① 18,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多③ 17,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 m3 幡多④ 31,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 安芸② 19,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 安芸③ 21,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央東① 11,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央東② 18,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 高知② 14,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央西① 13,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央西③ 19,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎② 17,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎③ 18,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎④ 18,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多① 18,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多③ 17,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多④ -
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 安芸② 19,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 安芸③ 21,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央東① 12,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央東② 18,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 高知② 14,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央西① 14,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央西③ 20,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎② 17,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎③ 18,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎④ 19,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多① 19,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多③ 18,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多④ -
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 安芸② 20,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 安芸③ 21,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央東① 12,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央東② 18,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 高知② 15,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央西① 14,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 中央西③ 20,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎② 18,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎③ 18,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 須崎④ 19,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多① 19,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多③ 18,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 m3 幡多④ -
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 安芸② 21,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 安芸③ 23,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央東① 13,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央東② 19,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 高知② 16,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西① 15,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西③ 21,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎② 19,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎③ 19,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎④ 20,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多① 20,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多③ 19,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多④ -
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 安芸② 20,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 安芸③ 22,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 中央東① 13,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 中央東② 19,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 高知② 16,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 中央西① 15,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 中央西③ 20,900

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　4/18 閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 須崎② 18,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 須崎③ 19,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 須崎④ 20,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 幡多① 19,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 幡多③ 19,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-15-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 幡多④ 32,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 安芸② 20,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 安芸③ 22,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 中央東① 13,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 中央東② 19,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 高知② 16,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 中央西① 15,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 中央西③ 21,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 須崎② 19,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 須崎③ 19,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 須崎④ 20,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 幡多① 20,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 幡多③ 19,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-18-25(20) 高炉 W/C=55%以下 C=350以上 m3 幡多④ 32,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 安芸② 22,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 安芸③ 24,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央東① 14,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央東② 20,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 高知② 17,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西① 16,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西③ 22,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎② 20,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎③ 20,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎④ 21,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多① 22,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多③ 20,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 36-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多④ -
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 安芸② 22,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 安芸③ 24,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央東① 15,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央東② 21,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 高知② 18,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西① 17,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 中央西③ 23,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎② 21,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎③ 21,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 須崎④ 22,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多① 22,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多③ 21,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 40-8-25(20) 早強 W/C=55%以下 m3 幡多④ -
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 安芸② 20,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 安芸③ 22,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 中央東① 12,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 中央東② 19,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 高知② 15,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 中央西① 14,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 中央西③ 20,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 須崎② 18,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 須崎③ 19,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 須崎④ 19,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 幡多① 19,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 幡多③ 18,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-2.5-40 高炉 m3 幡多④ -
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 安芸① 21,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 安芸② 23,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 安芸③ 25,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 中央東① 15,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 中央東② 21,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 高知① 13,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 高知② 18,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 中央西① 17,600

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　5/18 閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 中央西② 21,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 中央西③ 23,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 須崎① 20,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 須崎② 21,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 須崎③ 21,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 須崎④ 22,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 幡多① 23,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 幡多② 20,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 幡多③ 21,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 曲げ 4.5-0-25(20)高炉 m3 幡多④ 35,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 安芸① 17,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 安芸② 18,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 安芸③ 20,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 中央東① 11,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 中央東② 17,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 高知① 9,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 高知② 13,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 中央西① 13,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 中央西② 16,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 中央西③ 19,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 須崎① 16,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 須崎② 16,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 須崎③ 17,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 須崎④ 18,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 幡多① 18,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 幡多② 15,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 幡多③ 17,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-15-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=270㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 幡多④ -
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 安芸① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 安芸② 18,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 安芸③ 20,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 中央東① 10,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 中央東② 16,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 高知① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 高知② 13,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 中央西① 12,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 中央西② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 中央西③ 18,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 須崎① ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 須崎② 16,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 須崎③ 17,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 須崎④ 17,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 幡多① 17,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 幡多② ※
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 幡多③ 16,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 ﾄﾝﾈﾙ用 C=230㎏/m3以上 W/C=60%以下 m3 幡多④ -
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 安芸① 15,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 安芸② 16,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 安芸③ 18,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 中央東① 9,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 中央東② 15,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 高知① 7,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 高知② 12,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 中央西① 11,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 中央西② 15,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 中央西③ 17,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 須崎① 14,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 須崎② 15,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 須崎③ 15,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 須崎④ 16,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 幡多① 16,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 幡多② 14,000
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 幡多③ 15,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=170㎏/m3 高炉 m3 幡多④ 29,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 安芸① 18,600
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 安芸② 19,900
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 安芸③ 21,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 中央東① 12,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 中央東② 18,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 高知① 10,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 高知② 15,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 中央西① 14,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 中央西② 18,300
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 中央西③ 20,200
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 須崎① 17,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 須崎② 18,400
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 須崎③ 18,800
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 須崎④ 19,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 幡多① 19,700
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 幡多② 17,100
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 幡多③ 18,500
生ｺﾝｸﾘｰﾄ C=370kg/m3 高炉 m3 幡多④ 32,400
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 安芸① 5,100
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 安芸② 5,400
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 安芸③ 5,700
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 中央東① 5,200
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 中央東② 5,200
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 高知① ※

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　6/18 閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 高知② 5,200
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 中央西① 5,100
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 中央西② 5,200
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 中央西③ 5,400
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 須崎① 5,100
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 須崎② 5,300
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 須崎③ 5,400
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 須崎④ 5,200
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 幡多① 5,300
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 幡多② 5,200
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 幡多③ 5,500
ﾌﾞﾛｯｸ 控35cm ㎡ 幡多④ -
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 安芸① 7,820
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 安芸② 8,280
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 安芸③ 8,510
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 中央東① 7,590
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 中央東② 7,590
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 高知① ※
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 高知② 7,590
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 中央西① 7,590
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 中央西② 7,940
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 中央西③ 8,280
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 須崎① 7,590
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 須崎② 7,820
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 須崎③ 7,940
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 須崎④ 7,820
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 幡多① 7,940
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 幡多② 7,820
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 幡多③ 8,050
大型ﾌﾞﾛｯｸ高知県型 控35cm L1250-H800 ㎡ 幡多④ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 安芸① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 安芸② 13,800
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 安芸③ 14,100
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央東① 13,100
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央東② 14,300
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 高知① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 高知② 13,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央西① 13,100
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央西② 13,600
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央西③ 14,600
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎② 13,700
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎③ 14,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎④ 13,800
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多① 13,600
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多② ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多③ 13,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多④ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 安芸① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 安芸② 14,200
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 安芸③ 14,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央東① 13,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央東② 14,700
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 高知① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 高知② 13,800
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央西① 13,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央西② 14,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央西③ 15,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎② 14,100
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎③ 14,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎④ 14,200
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多① 14,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多② ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多③ 13,900
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多④ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸② 14,200
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸③ 14,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央東① 13,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央東② 14,700
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 高知① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 高知② 13,800
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央西① 13,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央西② 14,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央西③ 15,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎② 14,100
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎③ 14,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎④ 14,200
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多① 14,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多② ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多③ 13,900
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多④ 30,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸② 14,700
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸③ 15,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央東① 14,000

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　7/18 閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央東② 15,200
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 高知① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 高知② 14,300
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央西① 14,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央西② 14,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央西③ 15,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎② 14,600
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎③ 14,900
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎④ 14,700
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多① 14,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多② ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多③ 14,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多④ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸① 15,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸② 16,200
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸③ 16,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 中央東① 15,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 中央東② 16,700
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 高知① 15,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 高知② 15,800
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 中央西① 15,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 中央西② 16,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 中央西③ 17,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎① 15,700
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎② 16,100
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎③ 16,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎④ 16,200
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多① 16,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多② 15,600
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多③ 15,900
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多④ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 安芸① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 安芸② 13,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 安芸③ 13,700
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 中央東① 12,700
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 中央東② 13,900
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 高知① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 高知② 13,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 中央西① 12,700
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 中央西② 13,200
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 中央西③ 14,200
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 須崎① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 須崎② 13,300
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 須崎③ 13,600
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 須崎④ 13,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 幡多① 13,200
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 幡多② ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 幡多③ 13,100
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 瀝青安定処理材 ｔ 幡多④ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸① 15,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸② 16,200
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸③ 16,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 中央東① 15,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 中央東② 16,700
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 高知① 15,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 高知② 15,800
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 中央西① 15,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 中央西② 16,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 中央西③ 17,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎① 15,700
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎② 16,100
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎③ 16,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎④ 16,200
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多① 16,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多② 15,600
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多③ 15,900
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多④ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸① 15,100
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸② 15,800
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸③ 16,100
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 中央東① 15,100
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 中央東② 16,300
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 高知① 15,100
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 高知② 15,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 中央西① 15,100
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 中央西② 15,600
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 中央西③ 16,600
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎① 15,300
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎② 15,700
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎③ 16,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎④ 15,800
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多① 15,600
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多② 15,200
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多③ 15,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多④ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸② -

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　8/18 閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸③ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央東① 18,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央東② 19,700
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 高知① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 高知② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央西① 18,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央西② 19,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央西③ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎① ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎③ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎④ 19,200
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多① 19,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多② ※
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多③ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性高粘度改質ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多④ -
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸① ※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸② -
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸③ -
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央東① 13,500
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央東② 14,700
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 高知① ※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 高知② 13,800
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央西① 13,500
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央西② 14,000
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央西③ 15,000
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎① ※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎② 14,100
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎③ 14,400
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎④ 14,200
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多① 14,000
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多② ※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多③ 13,900
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多④ 30,500
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 安芸① ※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 安芸② -
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 安芸③ -
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央東① 13,500
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央東② 14,700
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 高知① ※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 高知② 13,800
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央西① 13,500
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央西② 14,000
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央西③ 15,000
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎① ※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎② 14,100
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎③ 14,400
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎④ 14,200
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多① 14,000
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多② ※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多③ 13,900
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多④ 30,500
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 安芸① ※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 安芸② -
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 安芸③ -
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央東① 13,100
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央東② 14,300
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 高知① ※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 高知② 13,400
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央西① 13,100
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央西② 13,600
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 中央西③ 14,600
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎① ※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎② 13,700
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎③ 14,000
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 須崎④ 13,800
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多① 13,600
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多② ※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多③ 13,500
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｔ 幡多④ 30,100
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 安芸① ※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 安芸② -
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 安芸③ -
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 中央東① 12,700
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 中央東② 13,900
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 高知① ※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 高知② 13,000
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 中央西① 12,700
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 中央西② 13,200
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 中央西③ 14,200
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 須崎① ※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 須崎② 13,300
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 須崎③ 13,600
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 須崎④ 13,400
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 幡多① 13,200
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 幡多② ※
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 幡多③ 13,100
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生瀝青安定処理材 ｔ 幡多④ -

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　9/18 閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 安芸① -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 安芸② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 安芸③ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 中央東① -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 中央東② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 高知① -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 高知② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 中央西① -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 中央西② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 中央西③ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 須崎① -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 須崎② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 須崎③ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 須崎④ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 幡多① -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 幡多② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 幡多③ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) ｔ 幡多④ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸① -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸③ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 中央東① -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 中央東② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 高知① -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 高知② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 中央西① -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 中央西② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 中央西③ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎① -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎③ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎④ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多① -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多③ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 薄層ｱｽｺﾝ(5) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多④ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 安芸① -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 安芸② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 安芸③ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 中央東① 23,600
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 中央東② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 高知① 23,600
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 高知② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 中央西① 23,600
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 中央西② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 中央西③ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 須崎① -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 須崎② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 須崎③ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 須崎④ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 幡多① -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 幡多② -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 幡多③ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 排水性超高粘度ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ(13) ｔ 幡多④ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸① 13,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸② 14,100
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 安芸③ 14,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央東① 13,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央東② 14,600
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 高知① 13,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 高知② 13,700
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央西① 13,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央西② 13,900
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 中央西③ 14,900
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎① 13,600
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎② 14,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎③ 14,300
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 須崎④ 14,100
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多① 13,900
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多② 13,500
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多③ 13,800
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) ｔ 幡多④ -
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸① 15,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸② 16,100
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 安芸③ 16,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 中央東① 15,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 中央東② 16,600
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 高知① 15,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 高知② 15,700
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 中央西① 15,400
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 中央西② 15,900
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 中央西③ 16,900
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎① 15,600
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎② 16,000
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎③ 16,300
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 須崎④ 16,100
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多① 15,900
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多② 15,500

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　10/18 閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多③ 15,800
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 開粒度(透水性)ｱｽｺﾝ(13) 改質Ⅱ型 ｔ 幡多④ -
砂 m3 安芸① ※
砂 m3 安芸② 5,300
砂 m3 安芸③ 5,550
砂 m3 中央東① 3,800
砂 m3 中央東② 5,000
砂 m3 高知① ※
砂 m3 高知② 4,100
砂 m3 中央西① 3,600
砂 m3 中央西② 4,000
砂 m3 中央西③ 5,300
砂 m3 須崎① ※
砂 m3 須崎② 4,500
砂 m3 須崎③ 4,750
砂 m3 須崎④ 4,350
砂 m3 幡多① 4,000
砂 m3 幡多② ※
砂 m3 幡多③ 4,150
砂 m3 幡多④ 8,750
海砂 海上投入 m3 安芸① 2,800
海砂 海上投入 m3 安芸② -
海砂 海上投入 m3 安芸③ -
海砂 海上投入 m3 中央東① 2,400
海砂 海上投入 m3 中央東② -
海砂 海上投入 m3 高知① 2,400
海砂 海上投入 m3 高知② -
海砂 海上投入 m3 中央西① 2,400
海砂 海上投入 m3 中央西② -
海砂 海上投入 m3 中央西③ -
海砂 海上投入 m3 須崎① 2,400
海砂 海上投入 m3 須崎② -
海砂 海上投入 m3 須崎③ -
海砂 海上投入 m3 須崎④ 2,400
海砂 海上投入 m3 幡多① 2,700
海砂 海上投入 m3 幡多② 2,700
海砂 海上投入 m3 幡多③ -
海砂 海上投入 m3 幡多④ 2,700
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 安芸① ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 安芸② 5,250
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 安芸③ 5,550
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 中央東① 3,400
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 中央東② 4,500
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 高知① ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 高知② 3,950
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 中央西① 3,450
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 中央西② 3,750
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 中央西③ 5,000
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 須崎① ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 須崎② 3,500
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 須崎③ 3,700
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 須崎④ 3,800
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 幡多① 3,700
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 幡多② ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 幡多③ 3,800
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 15～5mm m3 幡多④ 8,700
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 安芸① ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 安芸② 5,250
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 安芸③ 5,550
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 中央東① 3,400
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 中央東② 4,500
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 高知① ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 高知② 3,950
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 中央西① 3,450
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 中央西② 3,750
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 中央西③ 5,000
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 須崎① ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 須崎② 3,500
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 須崎③ 3,700
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 須崎④ 3,800
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 幡多① 3,700
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 幡多② ※
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 幡多③ 3,800
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 40～5mm m3 幡多④ 8,700
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 安芸① 4,550
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 安芸② 5,350
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 安芸③ 5,650
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 中央東① 3,500
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 中央東② 4,600
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 高知① 3,550
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 高知② 4,050
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 中央西① 3,550
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 中央西② 3,850
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 中央西③ 5,100
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 須崎① 3,700
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 須崎② 3,600
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 須崎③ 3,800
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 須崎④ 3,900

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　11/18 閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 幡多① 3,800
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 幡多② 3,300
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 幡多③ 3,900
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用砕石 13mm以下 m3 幡多④ 8,800
再生砂 m3 安芸① ※
再生砂 m3 安芸② -
再生砂 m3 安芸③ -
再生砂 m3 中央東① -
再生砂 m3 中央東② -
再生砂 m3 高知① ※
再生砂 m3 高知② -
再生砂 m3 中央西① -
再生砂 m3 中央西② -
再生砂 m3 中央西③ -
再生砂 m3 須崎① ※
再生砂 m3 須崎② -
再生砂 m3 須崎③ -
再生砂 m3 須崎④ -
再生砂 m3 幡多① -
再生砂 m3 幡多② ※
再生砂 m3 幡多③ -
再生砂 m3 幡多④ -
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 安芸① 3,400
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 安芸② 4,600
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 安芸③ 4,900
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 中央東① 2,650
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 中央東② 3,600
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 高知① 2,700
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 高知② 3,000
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 中央西① 2,650
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 中央西② 2,850
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 中央西③ 4,500
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 須崎① 3,300
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 須崎② 3,100
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 須崎③ 3,200
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 須崎④ 3,400
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 幡多① 3,100
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 幡多② 2,700
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 幡多③ 3,300
切込砂利 (切込砕石) 間隙充填材用 m3 幡多④ 8,100
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 安芸① ※
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 安芸② 4,900
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 安芸③ 5,200
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 中央東① 3,150
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 中央東② 4,150
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 高知① ※
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 高知② 3,700
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 中央西① 3,200
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 中央西② 3,550
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 中央西③ 4,800
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 須崎① ※
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 須崎② 3,600
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 須崎③ 3,600
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 須崎④ 3,900
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 幡多① 3,450
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 幡多② ※
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 幡多③ 3,700
栗石 (割栗石) 50～150mm m3 幡多④ 8,700
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 安芸① ※
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 安芸② 5,100
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 安芸③ 5,400
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 中央東① 3,350
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 中央東② 4,350
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 高知① ※
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 高知② 3,900
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 中央西① 3,400
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 中央西② 3,750
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 中央西③ 5,000
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 須崎① ※
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 須崎② 3,800
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 須崎③ 3,800
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 須崎④ 4,100
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 幡多① 3,650
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 幡多② ※
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 幡多③ 3,900
蛇篭用詰石(割栗石) 150～200mm m3 幡多④ 8,900
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 安芸① ※
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 安芸② 4,600
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 安芸③ 4,900
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 中央東① 2,650
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 中央東② 3,600
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 高知① ※
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 高知② 3,000
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 中央西① 2,650
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 中央西② 2,850
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 中央西③ 4,500
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 須崎① ※
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 須崎② 3,100

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　12/18 閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 須崎③ 3,200
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 須崎④ 3,400
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 幡多① 3,100
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 幡多② ※
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 幡多③ 3,300
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  40～0 C-40 m3 幡多④ 8,100
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 安芸① ※
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 安芸② 4,600
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 安芸③ 4,900
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 中央東① 2,650
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 中央東② 3,600
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 高知① ※
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 高知② 3,000
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 中央西① 2,650
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 中央西② 2,850
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 中央西③ 4,500
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 須崎① ※
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 須崎② 3,100
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 須崎③ 3,200
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 須崎④ 3,400
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 幡多① 3,100
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 幡多② ※
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 幡多③ 3,300
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ  30～0 C-30 m3 幡多④ 8,100
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 安芸① ※
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 安芸② 4,800
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 安芸③ 5,100
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 中央東① 2,800
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 中央東② 3,750
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 高知① ※
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 高知② 3,100
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 中央西① 2,800
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 中央西② 3,000
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 中央西③ 4,650
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 須崎① ※
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 須崎② 3,250
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 須崎③ 3,300
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 須崎④ 3,550
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 幡多① 3,250
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 幡多② ※
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 幡多③ 3,450
粒度調整砕石   40～0 M-40 m3 幡多④ 8,250
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 安芸① ※
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 安芸② 4,800
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 安芸③ 5,100
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 中央東① 2,800
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 中央東② 3,750
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 高知① ※
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 高知② 3,100
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 中央西① 2,800
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 中央西② 3,000
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 中央西③ 4,650
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 須崎① ※
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 須崎② 3,250
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 須崎③ 3,300
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 須崎④ 3,550
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 幡多① 3,250
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 幡多② ※
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 幡多③ 3,450
粒度調整砕石   30～0 M-30 m3 幡多④ 8,250
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 安芸① -
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 安芸② -
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 安芸③ -
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 中央東① -
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 中央東② -
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 高知① -
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 高知② -
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 中央西① -
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 中央西② -
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 中央西③ -
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 須崎① -
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 須崎② -
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 須崎③ -
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 須崎④ -
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 幡多① -
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 幡多② -
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 幡多③ -
粒度調整砕石   25～0 M-25 m3 幡多④ -
再生砕石 RC-30 m3 安芸① ※
再生砕石 RC-30 m3 安芸② 3,400
再生砕石 RC-30 m3 安芸③ 3,600
再生砕石 RC-30 m3 中央東① 1,900
再生砕石 RC-30 m3 中央東② 2,700
再生砕石 RC-30 m3 高知① ※
再生砕石 RC-30 m3 高知② 2,300
再生砕石 RC-30 m3 中央西① 1,950
再生砕石 RC-30 m3 中央西② 2,500
再生砕石 RC-30 m3 中央西③ 3,600

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　13/18 閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
再生砕石 RC-30 m3 須崎① ※
再生砕石 RC-30 m3 須崎② 2,700
再生砕石 RC-30 m3 須崎③ 2,700
再生砕石 RC-30 m3 須崎④ 3,000
再生砕石 RC-30 m3 幡多① 2,600
再生砕石 RC-30 m3 幡多② ※
再生砕石 RC-30 m3 幡多③ 3,000
再生砕石 RC-30 m3 幡多④ 7,800
再生砕石 RC-40 m3 安芸① ※
再生砕石 RC-40 m3 安芸② 3,400
再生砕石 RC-40 m3 安芸③ 3,600
再生砕石 RC-40 m3 中央東① 1,900
再生砕石 RC-40 m3 中央東② 2,700
再生砕石 RC-40 m3 高知① ※
再生砕石 RC-40 m3 高知② 2,300
再生砕石 RC-40 m3 中央西① 1,950
再生砕石 RC-40 m3 中央西② 2,500
再生砕石 RC-40 m3 中央西③ 3,600
再生砕石 RC-40 m3 須崎① ※
再生砕石 RC-40 m3 須崎② 2,700
再生砕石 RC-40 m3 須崎③ 2,700
再生砕石 RC-40 m3 須崎④ 3,000
再生砕石 RC-40 m3 幡多① 2,600
再生砕石 RC-40 m3 幡多② ※
再生砕石 RC-40 m3 幡多③ 3,000
再生砕石 RC-40 m3 幡多④ 7,800
再生粒調砕石 RM-25 m3 安芸① -
再生粒調砕石 RM-25 m3 安芸② -
再生粒調砕石 RM-25 m3 安芸③ -
再生粒調砕石 RM-25 m3 中央東① -
再生粒調砕石 RM-25 m3 中央東② -
再生粒調砕石 RM-25 m3 高知① ※
再生粒調砕石 RM-25 m3 高知② -
再生粒調砕石 RM-25 m3 中央西① -
再生粒調砕石 RM-25 m3 中央西② -
再生粒調砕石 RM-25 m3 中央西③ -
再生粒調砕石 RM-25 m3 須崎① -
再生粒調砕石 RM-25 m3 須崎② -
再生粒調砕石 RM-25 m3 須崎③ -
再生粒調砕石 RM-25 m3 須崎④ -
再生粒調砕石 RM-25 m3 幡多① -
再生粒調砕石 RM-25 m3 幡多② ※
再生粒調砕石 RM-25 m3 幡多③ -
再生粒調砕石 RM-25 m3 幡多④ -
再生粒調砕石 RM-30 m3 安芸① ※
再生粒調砕石 RM-30 m3 安芸② -
再生粒調砕石 RM-30 m3 安芸③ -
再生粒調砕石 RM-30 m3 中央東① 2,100
再生粒調砕石 RM-30 m3 中央東② 2,900
再生粒調砕石 RM-30 m3 高知① ※
再生粒調砕石 RM-30 m3 高知② 2,450
再生粒調砕石 RM-30 m3 中央西① 2,150
再生粒調砕石 RM-30 m3 中央西② 2,650
再生粒調砕石 RM-30 m3 中央西③ -
再生粒調砕石 RM-30 m3 須崎① ※
再生粒調砕石 RM-30 m3 須崎② 2,900
再生粒調砕石 RM-30 m3 須崎③ -
再生粒調砕石 RM-30 m3 須崎④ -
再生粒調砕石 RM-30 m3 幡多① 2,800
再生粒調砕石 RM-30 m3 幡多② ※
再生粒調砕石 RM-30 m3 幡多③ -
再生粒調砕石 RM-30 m3 幡多④ -
再生粒調砕石 RM-40 m3 安芸① ※
再生粒調砕石 RM-40 m3 安芸② -
再生粒調砕石 RM-40 m3 安芸③ -
再生粒調砕石 RM-40 m3 中央東① -
再生粒調砕石 RM-40 m3 中央東② -
再生粒調砕石 RM-40 m3 高知① ※
再生粒調砕石 RM-40 m3 高知② -
再生粒調砕石 RM-40 m3 中央西① -
再生粒調砕石 RM-40 m3 中央西② -
再生粒調砕石 RM-40 m3 中央西③ -
再生粒調砕石 RM-40 m3 須崎① ※
再生粒調砕石 RM-40 m3 須崎② -
再生粒調砕石 RM-40 m3 須崎③ -
再生粒調砕石 RM-40 m3 須崎④ -
再生粒調砕石 RM-40 m3 幡多① -
再生粒調砕石 RM-40 m3 幡多② ※
再生粒調砕石 RM-40 m3 幡多③ -
再生粒調砕石 RM-40 m3 幡多④ -
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 安芸① 3,950
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 安芸② -
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 安芸③ -
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 中央東① 4,400
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 中央東② -
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 高知① 4,400
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 高知② -
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 中央西① 4,400

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　14/18 閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 中央西② -
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 中央西③ -
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 須崎① 4,650
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 須崎② -
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 須崎③ -
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 須崎④ -
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 幡多① 4,700
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 幡多② 4,650
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 幡多③ -
捨石 港湾･海岸用 10～200kg m3 幡多④ 4,500
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 安芸① 3,950
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 安芸② -
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 安芸③ -
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 中央東① 4,400
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 中央東② -
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 高知① 4,400
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 高知② -
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 中央西① 4,400
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 中央西② -
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 中央西③ -
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 須崎① 4,650
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 須崎② -
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 須崎③ -
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 須崎④ -
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 幡多① 4,800
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 幡多② 4,650
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 幡多③ -
捨石 港湾･海岸用 50～500kg m3 幡多④ 4,600
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 安芸① 4,400
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 安芸② -
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 安芸③ -
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 中央東① 4,850
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 中央東② -
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 高知① 4,850
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 高知② -
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 中央西① 4,850
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 中央西② -
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 中央西③ -
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 須崎① 5,100
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 須崎② -
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 須崎③ -
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 須崎④ -
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 幡多① 5,150
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 幡多② 5,100
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 幡多③ -
捨石 港湾･海岸用 200～1000kg m3 幡多④ 4,950
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 安芸① 4,650
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 安芸② -
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 安芸③ -
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 中央東① 5,100
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 中央東② -
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 高知① 5,100
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 高知② -
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 中央西① 5,100
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 中央西② -
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 中央西③ -
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 須崎① 5,350
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 須崎② -
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 須崎③ -
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 須崎④ -
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 幡多① 5,300
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 幡多② 5,350
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 幡多③ -
捨石 港湾･海岸用 1000kg以上 m3 幡多④ 5,100
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 安芸① 5,300
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 安芸② -
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 安芸③ -
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 中央東① 5,750
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 中央東② -
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 高知① 5,750
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 高知② -
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 中央西① 5,750
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 中央西② -
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 中央西③ -
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 須崎① 6,000
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 須崎② -
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 須崎③ -
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 須崎④ -
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 幡多① 5,900
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 幡多② 6,000
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 幡多③ -
被覆石 港湾･海岸用 500kg m3 幡多④ 5,700
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 安芸① 5,300
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 安芸② -
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 安芸③ -
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 中央東① 5,750
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 中央東② -
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 高知① 5,750

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　15/18 閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 高知② -
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 中央西① 5,750
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 中央西② -
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 中央西③ -
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 須崎① 6,000
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 須崎② -
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 須崎③ -
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 須崎④ -
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 幡多① 5,900
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 幡多② 6,000
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 幡多③ -
被覆石 港湾･海岸用 1000kg m3 幡多④ 5,700
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 安芸① 3,200
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 安芸② -
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 安芸③ -
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 中央東① 3,650
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 中央東② -
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 高知① 3,650
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 高知② -
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 中央西① 3,650
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 中央西② -
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 中央西③ -
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 須崎① 3,900
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 須崎② -
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 須崎③ -
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 須崎④ -
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 幡多① 4,100
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 幡多② 3,900
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 幡多③ -
栗石 港湾･海岸用 1～5kg m3 幡多④ 3,900
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 安芸① 3,950
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 安芸② -
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 安芸③ -
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 中央東① 4,400
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 中央東② -
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 高知① 4,400
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 高知② -
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 中央西① 4,400
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 中央西② -
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 中央西③ -
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 須崎① 4,650
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 須崎② -
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 須崎③ -
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 須崎④ -
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 幡多① 4,700
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 幡多② 4,650
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 幡多③ -
栗石 港湾･海岸用 1～200kg m3 幡多④ 4,500
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 安芸① 3,950
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 安芸② -
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 安芸③ -
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 中央東① 4,400
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 中央東② -
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 高知① 4,400
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 高知② -
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 中央西① 4,400
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 中央西② -
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 中央西③ -
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 須崎① 4,650
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 須崎② -
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 須崎③ -
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 須崎④ -
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 幡多① 4,800
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 幡多② 4,650
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 幡多③ -
栗石 港湾･海岸用 1～500kg m3 幡多④ 4,600
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 安芸① -
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 安芸② -
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 安芸③ -
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 中央東① -
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 中央東② -
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 高知① -
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 高知② -
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 中央西① -
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 中央西② -
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 中央西③ -
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 須崎① -
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 須崎② -
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 須崎③ -
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 須崎④ -
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 幡多① -
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 幡多② -
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 幡多③ -
雑石(粗石) 控長25cm 石積(張)工用 ｔ 幡多④ -
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 安芸① 6,600
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 安芸② -
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 安芸③ -
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 中央東① 5,900

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　16/18 閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 中央東② -
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 高知① 5,700
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 高知② 5,900
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 中央西① 5,500
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 中央西② 5,700
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 中央西③ -
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 須崎① 5,200
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 須崎② 4,900
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 須崎③ 4,800
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 須崎④ 5,300
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 幡多① 5,500
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 幡多② 5,200
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 幡多③ 5,400
雑石(粗石) 控長35cm 石積(張)工用 ｔ 幡多④ -
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 安芸① -
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 安芸② -
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 安芸③ -
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 中央東① 6,200
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 中央東② -
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 高知① 6,000
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 高知② 6,200
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 中央西① 5,800
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 中央西② 6,000
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 中央西③ -
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 須崎① 5,500
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 須崎② 5,200
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 須崎③ 5,100
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 須崎④ 5,600
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 幡多① 4,300
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 幡多② 4,000
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 幡多③ 4,200
雑石(粗石) 控長55cm 石積(張)工用 ｔ 幡多④ -
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 安芸① -
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 安芸② -
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 安芸③ -
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 中央東① -
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 中央東② -
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 高知① 6,300
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 高知② -
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 中央西① 6,100
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 中央西② 6,300
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 中央西③ -
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 須崎① 5,800
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 須崎② 5,500
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 須崎③ -
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 須崎④ 5,900
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 幡多① 4,700
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 幡多② 4,400
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 幡多③ 4,600
雑石(粗石) 控長80cm 石積(張)工用 ｔ 幡多④ -
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 安芸① ※
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 安芸② 2,000
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 安芸③ 2,000
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 中央東① 2,000
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 中央東② 2,000
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 高知① ※
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 高知② 2,000
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 中央西① 2,000
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 中央西② ※
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 中央西③ 2,000
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 須崎① ※
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 須崎② 2,000
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 須崎③ 2,000
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 須崎④ 2,000
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 幡多① 2,000
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 幡多② ※
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 幡多③ 2,000
小型車加算 生ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 幡多④ -
小型車加算 生ｱｽ ｔ 安芸① 1,200
小型車加算 生ｱｽ ｔ 安芸② 1,200
小型車加算 生ｱｽ ｔ 安芸③ 1,200
小型車加算 生ｱｽ ｔ 中央東① 1,200
小型車加算 生ｱｽ ｔ 中央東② 1,200
小型車加算 生ｱｽ ｔ 高知① 1,200
小型車加算 生ｱｽ ｔ 高知② 1,200
小型車加算 生ｱｽ ｔ 中央西① 1,200
小型車加算 生ｱｽ ｔ 中央西② 1,200
小型車加算 生ｱｽ ｔ 中央西③ 1,200
小型車加算 生ｱｽ ｔ 須崎① 1,200
小型車加算 生ｱｽ ｔ 須崎② 1,200
小型車加算 生ｱｽ ｔ 須崎③ 1,200
小型車加算 生ｱｽ ｔ 須崎④ 1,200
小型車加算 生ｱｽ ｔ 幡多① 1,200
小型車加算 生ｱｽ ｔ 幡多② 1,200
小型車加算 生ｱｽ ｔ 幡多③ 1,200
小型車加算 生ｱｽ ｔ 幡多④ -
夜間割増 生ｱｽ ｔ 安芸① 400
夜間割増 生ｱｽ ｔ 安芸② 400

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　17/18 閲覧用　複写厳禁
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名称 規格１ 規格２ 単位 地区 10月単価
夜間割増 生ｱｽ ｔ 安芸③ 400
夜間割増 生ｱｽ ｔ 中央東① 400
夜間割増 生ｱｽ ｔ 中央東② 400
夜間割増 生ｱｽ ｔ 高知① 400
夜間割増 生ｱｽ ｔ 高知② 400
夜間割増 生ｱｽ ｔ 中央西① 400
夜間割増 生ｱｽ ｔ 中央西② 400
夜間割増 生ｱｽ ｔ 中央西③ 400
夜間割増 生ｱｽ ｔ 須崎① 400
夜間割増 生ｱｽ ｔ 須崎② 400
夜間割増 生ｱｽ ｔ 須崎③ 400
夜間割増 生ｱｽ ｔ 須崎④ 400
夜間割増 生ｱｽ ｔ 幡多① 400
夜間割増 生ｱｽ ｔ 幡多② 400
夜間割増 生ｱｽ ｔ 幡多③ 400
夜間割増 生ｱｽ ｔ 幡多④ -

（注記）上記｢※｣については、物価資料等を参照。 地場材　18/18 閲覧用　複写厳禁
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名称・規格 単位 平成29年4月単価

ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　３ｔ級 供用日 ※１

ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　１５ｔ級 供用日 ※１

ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　２１ｔ級 供用日 ※１

ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］　３２ｔ級 供用日 ※１

ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　１６ｔ級 供用日 ※１

ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］　２０ｔ級 供用日 ※１

ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　３２ｔ級 供用日 ※１

小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積０．０８ｍ３（平積０．０６ｍ３） 供用日 ※１

小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３） 供用日 ※１

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） 供用日 ※１

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 供用日 ※１

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 供用日 ※１

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 供用日 ※１

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３） 供用日 ※１

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 供用日 ※１

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積１．４ｍ３（平積１．０ｍ３） 供用日 ※１
バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　吊能力２．９ｔ 供用日 ※１
バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積０．４ｍ３（平積０．３ｍ３）　最大作業半径１５～１９ｍ 供用日 ※１

バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第３次基準値）］  山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 供用日 ※１

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） 供用日 ※１
バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　吊能力２．９ｔ 供用日 ※１

クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］　平積０．８ｍ３ 供用日 ※１

クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック式］　平積０．４ｍ３ 供用日 ※１

バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　最大把持外径（開口幅）０．７ｍ級 供用日 ※１

バックホウ用アタッチメント［掴み装置］　最大把持外径（開口幅）１．０ｍ級 供用日 ※１

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　２ｔ積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） 供用日 ※１

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　４ｔ積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） 供用日 ※１

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級 （タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） 供用日 ※１

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級 （タイヤ損耗費及び補修費（普通）を含む） 供用日 ※１

トラック［普通型］　２ｔ積 供用日 ※１

トラック［普通型］　４～４．５ｔ積 供用日 ※１

トラック［普通型］　１１ｔ積 供用日 ※１

トラック［クレーン装置付］　ベーストラック２ｔ級　吊能力２．０ｔ 供用日 ※１

トラック［クレーン装置付］　ベーストラック４ｔ級　吊能力２．０ｔ 供用日 ※１

トラック［クレーン装置付］　ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ 供用日 ※１

クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　３５～４０ｔ吊 供用日 ※１

クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　４５～５０ｔ吊 供用日 ※１

クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　８０ｔ吊 供用日 ※１

クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　１００ｔ吊 供用日 ※１

クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　１５０ｔ吊 供用日 ※１

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　３０～３５ｔ吊 供用日 ※１

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　４０～４５ｔ吊 供用日 ※１

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　５０～５５ｔ吊 供用日 ※１

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　６０～６５ｔ吊 供用日 ※１

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　８０ｔ吊 供用日 ※１

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　１００ｔ吊 供用日 ※１

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　１５０ｔ吊 供用日 ※１

ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル駆動式］（簡易ケーブルクレーン）　定格荷重１．０ｔ 供用日 ※１

高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型］　作業床高１２．０ｍ　積載荷重２００ｋｇ　定員２名 供用日 ※１

高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高９．９ｍ　積載荷重１０００ｋｇ 供用日 ※１

高所作業車［トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型］　作業床高１３．２ｍ　積載荷重１００１ｋｇ 供用日 ※１

粉体噴射攪拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ ５５ｋＷ×２台　最大改良深度２６ｍ 供用日 ※１

粉体噴射攪拌機［二軸（電動）・クローラ式］　撹拌モータ ９０ｋＷ×２台　最大改良深度３３ｍ 供用日 ※１

粉体噴射攪拌機［単軸（油圧）・スキッド式］　撹拌モータ １９．６ｋＮ・ｍ×１台　最大改良深度２０ｍ 供用日 ※１

グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］　吐出量２００Ｌ／ｍｉｎ 供用日 ※１

ボーリングマシン［油圧式］　５．５ｋＷ級 供用日 ※１

ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　５５ｋＷ級 供用日 ※１

ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・クローラ型］　８１ｋＷ級 供用日 ※１

さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］質量１５ｋｇ級 供用日 ※１

さく岩機［ピックハンマ］（各種） 供用日 ※１

さく岩機［コンクリートブレーカ］　２０ｋｇ級 供用日 ※１

大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量６００～８００ｋｇ級 供用日 ※１

大型ブレーカ［油圧式］（ベースマシン含まず）　質量１３００ｋｇ級 供用日 ※１

クローラドリル［油圧式］〔搭乗式〕　ドリフタ質量１５０ｋｇ級 供用日 ※１

モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］　ブレード幅３．１ｍ 供用日 ※１

スタビライザ［路床改良用］　処理深さ０．６ｍ×幅２．０ｍ 供用日 ※１

スタビライザ［路床改良用］　処理深さ１．２ｍ×幅２．０ｍ 供用日 ※１

ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　運転質量１０～１２ｔ　締固め幅２．１ｍ 供用日 ※１

タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　運転質量８～２０ｔ 供用日 ※１

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量０．５～０．６ｔ 供用日 ※１

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第１次基準値）］　運転質量３～４ｔ 供用日 ※１

（注記）
上記「※１」については、平成29年４月の物価資料等を参照
上記「※２」については、国土交通省等のホームページを参照 東京単価　1/7

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2018 Kochi Prefecture All rights reserved.

94



名称・規格 単位 平成29年4月単価

ランマ　質量６０～８０ｋｇ 供用日 ※１

振動コンパクタ［前進型］　機械質量４０～６０ｋｇ 供用日 ※１

コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力６５～８５ｍ３／ｈ 供用日 ※１

コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ 供用日 ※１

バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（建物用）］ 開口幅７３５～８５０ｍｍ 破砕力５５０～９８０ｋＮ 供用日 ※１

アスファルトフィニッシャ［クローラ型］　舗装幅１．４～３．０ｍ 供用日 ※１

アスファルトフィニッシャ［ホイール型］　舗装幅２．４～６．０ｍ 供用日 ※１

アスファルトフィニッシャ［ホイール型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　舗装幅２．４～６．０ｍ 供用日 ※１

アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］　能力４．０～４．５ｍ３／ｈ 供用日 ※１

路面清掃車［ブラシ・四輪式］　ホッパ容量１．５ｍ３ 供用日 ※１

散水車［トラック架装型］　タンク容量３８００Ｌ 供用日 ※１

路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］　切削幅２．０ｍ×深さ２３ｃｍ 供用日 ※１

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深２０ｃｍ級　ブレード径５６ｃｍ 供用日 ※１

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深３０ｃｍ級　ブレード径７５ｃｍ 供用日 ※１

コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］　切削深４０ｃｍ級　ブレード径９６ｃｍ 供用日 ※１
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ　吐出圧力０．７ＭＰａ 供用日 ※１

小型渦巻ポンプ［可搬・自吸・エンジン駆動型］　口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ 供用日 ※１

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　定格容量１ｋＶＡ 供用日 ※１

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　定格容量（５０／６０Ｈｚ）２．７／３ｋＶＡ 供用日 ※１

コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］〔簡易仕様型〕　最大穿孔径φ２５ｃｍ 供用日 ※１

草刈機［肩掛式］　カッタ径２５５ｍｍ 供用日 ※１

草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］［簡易搭乗型］　刈幅１５０ｃｍ 供用日 ※１

草刈機［遠隔操縦式］　刈幅１２０ｍｍ 供用日 ※１

集草機［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］　集草幅２００ｃｍ 供用日 ※１

集草機［遠隔操縦式］　集草幅１８０ｃｍ 供用日 ※１

刈草梱包機械［ハンドガイド式］［簡易搭乗型］ディーゼルエンジン駆動　梱包径５０ｃｍ×幅７０ｃｍ 供用日 ※１

薬剤散布機［背負式］　２．２ｋW級 供用日 ※１

種子吹付機［車載式（種子専用）］　タンク容量２．５ｍ３　搭載トラック３ｔ車 供用日 ※１

ベルトコンベヤ（ポータブル）［エンジン駆動］　機長７ｍ　ベルト幅３５０ｍｍ 供用日 ※１

パッカー車［回転式］　積載容量４．０ｍ３ 供用日 ※１

パッカー車［回転式］　積載容量８．０ｍ３ 供用日 ※１

電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式］　最大溶接電流２５０Ａ 供用日 ※１

草刈草　ロングリーチモア装置付　ホイール式 供用日 ※１

集草機［遠隔操縦式］　集草幅１６０ｃｍ 供用日 ※１

草刈機［遠隔操縦式］　刈幅１８５ｍｍ 供用日 ※１

業務用可搬型ヒータ［ジェットヒータ］  ［油だき・熱風・直火型］  熱出力１２６ＭＪ／ｈ（３０，１００ｋｃａｌ／ｈ）油種  灯油 日 ※１

クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］　４．９ｔ吊 日 ※１

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　４．９ｔ吊 日 ※１

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　１６ｔ吊 日 ※１

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２０ｔ吊 日 ※１

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　２５ｔ吊 日 ※１

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　３５ｔ吊 日 ※１

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　４５ｔ吊 日 ※１

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］　５０ｔ吊 日 ※１

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］　５０ｔ吊 日 ※１

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　１００ｔ吊 日 ※１

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　２００ｔ吊 日 ※１

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　３６０ｔ吊 日 ※１

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　４．９ｔ吊 日 ※１

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　１２０ｔ吊 日 ※１

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］　１６０ｔ吊 日 ※１

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　２ｋＶＡ 日 ※１

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　４５ｋＶＡ 日 ※１

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］　１２５ｋＶＡ 日 ※１

空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］　３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ 日 ※１

空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］　５ｍ３／ｍｉｎ 日 ※１

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］　３ｋＶＡ 日 ※１

モータグレーダ　ブレード幅３．１ｍ 日 ※１

ロードローラ［マカダム］　質量１０～１２ｔ 日 ※１

タイヤローラ　質量８～２０ｔ 日 ※１

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　質量０．８～１．１ｔ 日 ※１

振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］　質量３～４ｔ 日 ※１

タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ 日 ※１

高所作業車　トラック架装リフト・垂直型　幅広デッキタイプ　作業床高さ１０～１２ｍ 日 ※１

高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ９．７ｍ 日 ※１

高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ１２ｍ 日 ※１

バックホウ（クローラ型）　山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３） 日 ※１

バックホウ（クローラ型）　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 日 ※１

バックホウ（クローラ型）　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） 日 ※１

バックホウ（クローラ型）　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 日 ※１

バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　吊能力２．９ｔ 日 ※１

（注記）
上記「※１」については、平成29年４月の物価資料等を参照
上記「※２」については、国土交通省等のホームページを参照 東京単価　2/7
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バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］　山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　吊能力２．９ｔ 日 ※１

小型バックホウ（クローラ型）［超小旋回型］　山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３） 日 ※１

バックホウ（クローラ型）［超小旋回型］　山積０．２８ｍ３（平積０．２２ｍ３） 日 ※１

トラック［クレーン装置付］　ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ 日 ※１

小型バックホウ（クローラ型）　山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３） 日 ※１

バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　吊能力１．７ｔ 日 ※１

バックホウ（クローラ型）［クレーン機能付］　山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）　吊能力２．９ｔ 日 ※１

バックホウ（クローラ型）［超小旋回型・クレーン機能付］　山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　吊能力１．７ｔ 日 ※１

ブルドーザ［湿地］７ｔ級 日 ※１

ICT建設機械経費加算額（ブルドーザ） 日 ※２

ICT建設機械経費加算額（バックホウ） 日 ※２

ICT建設機械経費加算額（モータグレーダ） 日 ※２

ＩＣＴバックホウ（クローラ型）  山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） 日 ※２

特殊作業員 人 ※１

普通作業員 人 ※１

軽作業員 人 ※１

造園工 人 ※１

法面工 人 ※１

とび工 人 ※１

石工 人 ※１

ブロック工 人 ※１

鉄筋工 人 ※１

鉄骨工 人 ※１

塗装工 人 ※１

溶接工 人 ※１

運転手（特殊） 人 ※１

運転手（一般） 人 ※１

さく岩工 人 ※１

トンネル特殊工 人 ※１

トンネル作業員 人 ※１

トンネル世話役 人 ※１

橋りょう特殊工 人 ※１

橋りょう世話役 人 ※１

土木一般世話役 人 ※１

潜水士 人 ※１

潜水連絡員 人 ※１

潜水送気員 人 ※１

型わく工 人 ※１

配管工 人 ※１

軽油　１．２号　パトロール給油 ㍑ ※１

ガソリン　レギュラー　スタンド ㍑ ※１

灯油　白灯油　業務用　ミニローリー ㍑ ※１

アスファルト乳剤  ＰＫ－３、４ ㍑ ※１

アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り ㍑ ※１

ダイヤモンドビット　φ２７．６ｍｍ 個 ※１

ダイヤモンドビット　φ３３．１ｍｍ 個 ※１

ダイヤモンドビット　φ４０ｍｍ 個 ※１

ダイヤモンドビット　φ５３．１ｍｍ 個 ※１

ダイヤモンドビット　φ６４．７ｍｍ 個 ※１

ダイヤモンドビット　φ７７．４ｍｍ 個 ※１

ダイヤモンドビット　φ９０．８ｍｍ 個 ※１

ダイヤモンドビット　φ１１０ｍｍ 個 ※１

ダイヤモンドビット　φ１２８．５ｍｍ 個 ※１

ダイヤモンドビット　φ１６０ｍｍ 個 ※１

ダイヤモンドビット　φ１８０ｍｍ 個 ※１

ダイヤモンドビット　φ２０４ｍｍ 個 ※１

コルゲートU型フリューム Ａ形 ３５０×３５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ｍ ※１

コルゲートU型フリューム Ａ形 ４００×４００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ｍ ※１

コルゲートU型フリューム Ａ形 ５００×５００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ｍ ※１

コルゲートU型フリューム Ａ形 ６００×６００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ｍ ※１

コルゲートU型フリューム Ａ形 ７００×７００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ｍ ※１

コルゲートU型フリューム Ｂ形 ８００×７５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ｍ ※１

コルゲートU型フリューム Ｂ形 ９００×８００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ｍ ※１

コルゲートU型フリューム Ｂ形 １，０００×８５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ｍ ※１

コルゲートパイプ 円形１形 ４００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ｍ ※１

コルゲートパイプ 円形１形 ８００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ｍ ※１

コルゲートパイプ 円形１形 １，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ｍ ※１

セメント　高炉Ｂ ｔ ※１

セメント　高炉Ｂ　０．０９ｔ当り 式 ※１

普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入 ｔ ※１

セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 ｔ ※１

（注記）
上記「※１」については、平成29年４月の物価資料等を参照
上記「※２」については、国土交通省等のホームページを参照 東京単価　3/7
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暗渠排水管 波状管 呼び径３００ｍｍ 高密度ポリエチレン管（シングル構造） ｍ ※１

暗渠排水管 波状管 呼び径５００ｍｍ 高密度ポリエチレン管（シングル構造） ｍ ※１

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ 本 ※１

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ 本 ※１

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ 本 ※１

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径３５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ 本 ※１

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 ※１

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 ※１

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 ※１

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 ※１

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径７００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 ※１

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径８００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 ※１

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 ※１

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 ※１

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 ※１

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 ※１

ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ 本 ※１

鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００） 個 ※１

歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０／１７０×２００×６００） 個 ※１

歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０／２０５×２５０×６００） 個 ※１

歩車道境界ブロック　Ｃ種（１８０／２１０×３００×６００） 個 ※１

地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００） 個 ※１

地先境界ブロック　Ｂ種（１５０×１２０×６００） 個 ※１

地先境界ブロック　Ｃ種（１５０×１５０×６００） 個 ※１

硬質塩化ビニル管（ＶＵ管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１） φ５０ｍｍ ｍ ※１

硬質塩化ビニル管（ＶＰ管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１） φ４０ｍｍ ｍ ※１

硬質塩化ビニル管（ＶＵ管 ＪＩＳ Ｋ ６７４１） φ２５０ｍｍ ｍ ※１

コンクリート型枠用合板　ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ　厚さ１２×幅９００×長さ１８００ｍｍ 枚 ※１

鋼製型枠　異形ブロック３０ｔ未満 ㎡ ※１

コンクリートカッタ （ブレード）　径２２インチ 枚 ※１

コンクリートカッタ （ブレード）　径１４インチ 枚 ※１

コンクリートカッタ （ブレード）　径３０インチ 枚 ※１

コンクリートカッタ （ブレード）　径３８インチ 枚 ※１

瀝青繊維質目地板　厚さ１０ｍｍ ㎡ ※１

塩ビ止水板　CF　幅２００×厚さ５ｍｍ ｍ ※１

溶接棒　軟鋼用　径５．０ｍｍ kg ※１

注入材　エポキシ樹脂 kg ※２

吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ ㎡ ※１

遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ ㎡ ※１

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　管径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ ｍ ※１

ボックスカルバート RC B１０００×H１５００×L２０００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m 個 ※１

ボックスカルバート RC B１５００×H１０００×L２０００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m 個 ※１

ボックスカルバート RC B１５００×H１５００×L２０００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m 個 ※１

シャンクロッド　φ９０ｍｍ用 個 ※１

シャンクロッド　φ１１５ｍｍ用 個 ※１

シャンクロッド　φ１３５ｍｍ用 個 ※１

打込アダプタ　φ９０ｍｍ用 個 ※１

打込アダプタ　φ１１５ｍｍ用 個 ※１

打込アダプタ　φ１３５ｍｍ用 個 ※１

ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ） 本 ※１

ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ） 本 ※１

ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ） 本 ※１

ドリルパイプ　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ） 本 ※１

インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．５ｍ） 本 ※１

インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ） 本 ※１

インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ） 本 ※１

インナーロッド　φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ） 本 ※１

リングビット　φ９０ｍｍ用 個 ※１

リングビット　φ１１５ｍｍ用 個 ※１

リングビット　φ１３５ｍｍ用 個 ※１

リングビット　φ１４６ｍｍ用 個 ※１

インナービット　φ９０ｍｍ用 個 ※１

インナービット　φ１１５ｍｍ用 個 ※１

インナービット　φ１３５ｍｍ用 個 ※１

インナービット　φ１４６ｍｍ用 個 ※１

ドリルパイプ　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ） 本 ※１

ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ） 本 ※１

ドリルパイプ　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ） 本 ※１

インナーロッド　φ９０ｍｍ用（１．０ｍ） 本 ※１

インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．０ｍ） 本 ※１

インナーロッド　φ１３５ｍｍ用（１．０ｍ） 本 ※１

（注記）
上記「※１」については、平成29年４月の物価資料等を参照
上記「※２」については、国土交通省等のホームページを参照 東京単価　4/7

閲覧用　複写厳禁
Copyright © 2018 Kochi Prefecture All rights reserved.

97



名称・規格 単位 平成29年4月単価

生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ６０％ m3 ※１

生コンクリート　高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ５５％ m3 ※１

生コンクリート　普通　２４－１２－２５（２０）　Ｗ/Ｃ５５％ m3 ※１

間知ブロック　高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面 ㎡ ※１

アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ 式 ※１

アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０）　平均仕上り厚６７．５ｍｍ 式 ※１

アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）　平均仕上り厚４０ｍｍ 式 ※１

アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）　平均仕上り厚５０ｍｍ 式 ※１

アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）　平均仕上り厚６０ｍｍ 式 ※１

アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３）　平均仕上り厚６７．５ｍｍ 式 ※１

アスファルト混合物（安定処理材）　平均仕上り厚５０ｍｍ 式 ※１

アスファルト混合物（安定処理材）　平均仕上り厚８０ｍｍ 式 ※１

アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）　平均仕上り厚４０ｍｍ 式 ※１

アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３）　平均仕上り厚６０ｍｍ 式 ※１

アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ 式 ※１

アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０）　平均仕上り厚６０ｍｍ 式 ※１

アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）　平均仕上り厚４０ｍｍ 式 ※１

アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）　平均仕上り厚５０ｍｍ 式 ※１

アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）　平均仕上り厚６０ｍｍ 式 ※１

アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３）　平均仕上り厚６７．５ｍｍ 式 ※１

砂　細目（洗い） m3 ※１

砂　再生砂 m3 ※１

割栗石　５０～１５０ｍｍ m3 ※１

割栗石　１５０～２００ｍｍ m3 ※１

クラッシャラン　Ｃ－４０ m3 ※１

クラッシャラン　Ｃ－４０　全仕上り厚１５０ｍｍ 式 ※１

クラッシャラン　Ｃ－４０　全仕上り厚２５０ｍｍ 式 ※１

クラッシャラン　Ｃ－４０　全仕上り厚５００ｍｍ 式 ※１

クラッシャラン　Ｃ－４０　全仕上り厚６５０ｍｍ 式 ※１

クラッシャラン　Ｃ－４０　全仕上り厚８５０ｍｍ 式 ※１

クラッシャラン　Ｃ－４０　全仕上り厚１１００ｍｍ 式 ※１

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ m3 ※１

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　全仕上り厚１００ｍｍ 式 ※１

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　全仕上り厚２５０ｍｍ 式 ※１

再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　全仕上り厚５００ｍｍ 式 ※１

再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０ m3 ※１

再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０　全仕上り厚１００ｍｍ 式 ※１

再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０　全仕上り厚２５０ｍｍ 式 ※１

再生粒度調整砕石　ＲＭ－３０　全仕上り厚３５０ｍｍ 式 ※１

再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ m3 ※１

再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０　全仕上り厚１５０ｍｍ 式 ※１

再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０　全仕上り厚２００ｍｍ 式 ※１

再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０　全仕上り厚３５０ｍｍ 式 ※１

鉄線じゃかご 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（♯８） 網目１３ｃｍ 径６０ｃｍ ｍ ※１

ふとんかご 角形パネルタイプ ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） 網目１３ｃｍ ４０ｃｍ×１２０ｃｍ ｍ ※１

ふとんかご 角形パネルタイプ ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） 網目１３ｃｍ ５０ｃｍ×１２０ｃｍ ｍ ※１

ふとんかご 角形パネルタイプ ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） 網目１３ｃｍ ６０ｃｍ×１２０ｃｍ ｍ ※１

かごマット（スロープ型）　ｔ＝５０ｃｍ　めっき鉄線 ㎡ ※１

かごマット（スロープ型）　ｔ＝３０ｃｍ　めっき鉄線 ㎡ ※１

ガードパイプ　土中建込　ＧＰ-ＢＰ-２Ｅ　塗装 ｍ ※１

厚鋼電線管　Ｇ５４ ｍ ※１

鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ ｔ ※１

鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ ｔ ※１

鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２ ｔ ※１

鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＲ２３５　φ１３ ｔ ※１

あと施工アンカー　芯棒打込み式　Ｍ１２ 本 ※１

丸鉄線溶接金網　Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ ㎡ ※１

起泡剤　アルミ粉 kg ※１

繊維材　モルタル添加剤 kg ※１

平ブロック　厚さ１００ｍｍ ㎡ ※１

野芝 ㎡ ※１

配管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ ＪＩＳ Ｇ ３４５２） 黒ねじ無し管 ８０Ａ ｍ ※１

再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） ｔ ※１

アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）　平均仕上り厚４７．５ｍｍ 式 ※１

アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３）　平均仕上り厚５０ｍｍ 式 ※１

ガードレール　土中建込　Ｇr-Ｂ-４Ｅ　塗装 ｍ ※１

ベントナイト　２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ 袋 ※１

養生マット　幅１．０ｍ×長さ３０ｍ×厚さ１２ｍｍ ㎡ ※１

正割材　杉　４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等 m3 ※１

鉛系錆止めペイント（ＪＩＳ　Ｋ５６２３　２種）合成樹脂系 kg ※１

フェノール樹脂MIO塗料 kg ※１

（注記）
上記「※１」については、平成29年４月の物価資料等を参照
上記「※２」については、国土交通省等のホームページを参照 東京単価　5/7
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塩化ゴム系塗料　中塗用　淡彩色 kg ※１

塩化ゴム系塗料　上塗用　淡彩色 kg ※１

長油性フタル酸樹脂塗料（ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種）　淡彩色　中塗用 kg ※１

長油性フタル酸樹脂塗料（ＪＩＳ　Ｋ５５１６　２種）　淡彩色　上塗用 kg ※１

メタルクラウン　φ４６ｍｍ 個 ※１

練炭　高４号 個 ※１

注入材（各種配合）　一式 m3 ※１

歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０／１７０×２００×６００） ｍ ※１

歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０／２０５×２５０×６００） ｍ ※１

地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００） ｍ ※１

コンクリート擁壁　宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１０００型（Ｌ＝２．０ｍ） 個 ※１

コンクリート擁壁　宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）１６００型（Ｌ＝２．０ｍ） 個 ※１

コンクリート擁壁　宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）２５００型（Ｌ＝２．０ｍ） 個 ※１

コンクリート擁壁　ハイタッチウォール宅認（ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２）４２５０型（Ｌ＝２．０ｍ） 個 ※１

円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ-２５　L=２ｍ 個 ※１

円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ-２５　L=２ｍ 個 ※１

特殊ブロック　研磨平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ 枚 ※１

特殊ブロック　研磨平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ 枚 ※１

ＰＣ管 １種 外圧S形 管径６００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ 本 ※１

ＰＣ管 １種 外圧S形 管径７００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ 本 ※１

ＰＣ管 １種 外圧S形 管径８００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ 本 ※１

ＰＣ管 １種 外圧S形 管径９００ｍｍ×長さ４，０００ｍｍ 本 ※１

ＰＣ管 １種 外圧S形 管径１，０００ｍｍ×長さ４，０００mm 本 ※１

ＰＣ管 １種 外圧S形 管径１，１００ｍｍ×長さ４，０００mm 本 ※１

ＰＣ管 １種 外圧S形 管径１，２００ｍｍ×長さ４，０００mm 本 ※１

ＰＣ管 １種 外圧S形 管径１，３５０ｍｍ×長さ４，０００mm 本 ※１

ＰＣ管 １種 外圧S形 管径１，５００ｍｍ×長さ４，０００mm 本 ※１

ＰＣ管 １種 外圧S形 管径１，６５０ｍｍ×長さ４，０００mm 本 ※１

ＰＣ管 １種 外圧S形 管径１，８００ｍｍ×長さ４，０００mm 本 ※１

ボックスカルバート RC B６００×H６００×L２０００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m 個 ※１

ボックスカルバート RC B３００×H３００×L２０００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m ｍ ※２

ボックスカルバート RC B１５００×H１０００×L１５００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m 個 ※１

ボックスカルバート RC B１５００×H１５００×L１０００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m 個 ※２

ボックスカルバート RC B１５００×H１５００×L１５００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m 個 ※１

ボックスカルバート RC B３０００×H２０００×L１０００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m 個 ※１

ボックスカルバート RC B３０００×H２０００×L１５００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m 個 ※２

ボックスカルバート RC B３０００×H３０００×L１５００ Ｔ-２５ 土被り０．２～３．０m 個 ※２

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　管径４５０ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ ｍ ※１

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　管径６００ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ ｍ ※１

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)　管径１，０００ｍｍ×長さ２，５００ｍｍ ｍ ※１

基礎ブロック　フェンス用ブロック　１８×５５×４５（ｃｍ） 個 ※１

連節ブロック　厚さ２２０ｍｍ ㎡ ※１

杭丸太（松）　長１．５ｍ×末口９cm 皮付　先端加工 本 ※１

連結金具（根固めブロック用）　φ１６　１０個当り 式 ※２

被覆シート 長繊維不織布 ２４５Ｎ/５cm ㎡ ※１

杭丸太（松）　長２．０ｍ×末口１２cm 皮付　先端加工 本 ※１

車止めポスト　ピラー型　取外し式　径１１４．３ｍｍ　高さ８５０ｍｍ　スチール 本 ※１

大型積ブロック　控５００ｍｍ ㎡ ※１

鉄線じゃかご 円筒形じゃかご ＧＳ－７ 線径４．０ｍｍ（♯８） 網目１３ｃｍ 径４５ｃｍ ｍ ※１

支柱　Ａｍ-２Ｅ　高さ１２５×辺６０×厚６×長さ１，９６０ｍｍ　メッキ ｍ ※１

ビーム　Ａｍ　厚４．５×横２００×縦２００×長さ５，９９０ｍｍ　メッキ ｍ ※１

ボックスビーム　土中建込　Ｇｂ-Ａｍ-２Ｅ　メッキ ｍ ※１

袋詰玉石用袋材　２ｔ用（長期性能型） 袋 ※１

袋詰玉石用袋材　３ｔ用（長期性能型） 袋 ※１

距離標　１００ｍ標 個 ※２

直ビーム　B　板厚３．２×幅３５０×長さ２，３３０ｍｍ　塗装 ｍ ※１

ビームパイプ　ＧＰ-ＢＰ　厚さ３．２　外径φ４８．６　長さ２，０００ｍｍ　塗装 ｍ ※１

導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ ｍ ※１

分岐桝　４５０×５００×９００ 個 ※２

分岐桝　５５０×８００×１２００ 個 ※２

U型ボックス通信Ⅱ型　１２００×１０００×３０００ 個 ※２

ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ ㎡ ※１

高欄(鋼製)　Ｂ種　丸・縦桟型　ビーム数３本　高さ１，０００ｍｍ　スパン２．０ｍ　めっき ｍ ※１

橋梁用排水桝　綱桁用Ａタイプ　首下２６５　 ＦＣ２５０本体 箇所 ※２

サツキツツジ　樹高３０ｃｍ　枝張０．４ｍ 本 ※１

種子(野芝)　発芽促進剤処理済 kg ※１

張芝　幅１００ｃｍ　ワラ付 ㎡ ※１

肥料　高度化成肥料　Ｎ：Ｐ：Ｋ=１５：１５：１５ kg ※１

セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック　５．２５ｔ当り 式 ※１

コルゲートパイプ 円形１形 １，３５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ｍ ※１

コルゲートパイプ 円形１形 １，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ｍ ※１

（注記）
上記「※１」については、平成29年４月の物価資料等を参照
上記「※２」については、国土交通省等のホームページを参照 東京単価　6/7
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コルゲートパイプ 円形１形 １，８００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ｍ ※１

コルゲートパイプ 円形２形 ２，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ｍ ※１

コルゲートパイプ 円形２形 ２，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ｍ ※１

コルゲートパイプ 円形２形 ３，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ｍ ※１

コルゲートパイプ 円形２形 ３，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ｍ ※１

コルゲートパイプ 円形２形 ４，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ｍ ※１

コルゲートパイプ 円形２形 ４，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ｍ ※１

コルゲートパイプ アーチ形 ２，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ｍ ※１

コルゲートパイプ アーチ形 ２，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ｍ ※１

コルゲートパイプ アーチ形 ３，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ｍ ※１

コルゲートパイプ アーチ形 ３，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ｍ ※１

コルゲートパイプ アーチ形 ４，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ｍ ※１

コルゲートパイプ アーチ形 ４，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ｍ ※１

暗渠排水管 直管 呼び径７５ｍｍ ポリエチレン吸水管 ｍ ※１

暗渠排水管 直管 呼び径３００ｍｍ ポリエチレン吸水管 ｍ ※１

暗渠排水管 波状管 呼び径７５ｍｍ 高密度ポリエチレン管（シングル構造） ｍ ※１

止水シート　ｔ＝１ｍｍ ㎡ ※１

土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ/３ｃｍ ㎡ ※１

銘板　３００×２００×１３ 箇所 ※２

普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入 m3 ※１

金網柵　Ｈ２０００　アングル型　ビニル被覆　Ｖ－ＧＳ２　３．２×５０ ｍ ※１

ＦＥＰ　５０ｍｍ ｍ ※１

ＦＥＰ　８０ｍｍ ｍ ※１

管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管　φ１００ｍｍ ｍ ※１

管路材　直管　φ１００ｍｍ（SUDⅡ-V管） ｍ ※１

ハンドホール ６００×６００×６００ｍｍ Ｒ２Ｋ-６０ 蓋付 個 ※１

プレキャストマンホール　製品質量２,０００ｋｇ/基以下 基 ※１

プレキャストマンホール　製品質量２,０００ｋｇ/基を超え４,０００ｋｇ/基以下 基 ※１

強化プラスチック複合管　２種　外圧管　φ３００ｍｍ ｍ ※１

管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管　φ５０ｍｍ ｍ ※１

管路材　直管　φ１５０ｍｍ（フリーアクセス-V管） ｍ ※１

管路材　直管　φ２００ｍｍ（ボディ－V管） ｍ ※１

管路材　直管　φ２５０ｍｍ（ボディ－V管） ｍ ※１

管路材　多条管　φ１００ｍｍ ｍ ※１

管路材　直管　φ５０ｍｍ（SU管） ｍ ※１

管路材　直管　φ５０ｍｍ（SU管）　4本当り 式 ※１

管路材　直管　φ５０ｍｍ（SU管）　6本当り 式 ※１

管路材　直管　φ３０ｍｍ（SU管） ｍ ※１

管路材　直管　φ３０ｍｍ（SU管）　7本当り 式 ※１

管路材　直管　φ３０ｍｍ（SU管）　10本当り 式 ※１

半たわみ性舗装用セメントミルク　超速硬型 ㍑ ※２

半たわみ性舗装用セメントミルク　超速硬型　1260㍑当り 式 ※１

ハンドホール ９００×９００×９００ｍｍ 蓋無し 個 ※１

鉄筋工　加工・組立共  一般構造物 ｔ ※１

生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ/Ｃ５５％ m3 ※１

生コンクリート　高炉　１８－８－２５ m3 ※１

型枠組立組外[材工共・クレーン抜き]根固ブロック ㎡ ※１

底面工・ルーフィング[材工共] ㎡ ※１

コンクリート打設[手間のみ・ポンプ車打設]根固ブロック m3 ※１

コンクリート打設[手間のみ・クレーン打設]根固ブロック m3 ※１

コンクリート打設[手間のみ・直接打設]根固ブロック m3 ※１

（注記）
上記「※１」については、平成29年４月の物価資料等を参照
上記「※２」については、国土交通省等のホームページを参照 東京単価　7/7
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